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サリーストーリー
はじめに

世界で最初の2パート(2部構成)チェアー

座るという文化を一新する

サリー®サドルチェアーは私のお気に入

最初はスツールの上にサドルを置いて

サリーシステムは、早くも1990年代に、

1974年から乗馬を始め、通常森の維持

る場合、快適とは言えませんでした。そこ

解消されたとの反応がユーザーから出

て行っています。
この趣味のため、障害

が、私の農場の金属加工職人と地元の

りの趣味である、乗馬が起源です。

をするための管理及び監督を馬に乗っ
飛越競技を含む競技会やトレッキング
のイベントに参加しました。

使用してみましたが、サドルは静的に座

で新しい種類のシートの集中的な開発
椅子張職人と共に始まりました。

最初のサリーサドルチェアーは1990年

ジュネーブの発明博覧会で紹介されま

サリーサドルチェアーで背中の痛みが

始めました。加えて、サリーのその他の
健康及び生産性に与える影響は、従来
のシートと比較して優れているように

思われました。
この情報に後押しされ、
一般的な座るという文化を変える、
とい

私の生き方はアクティブで健康的だっ

した。

うメインゴールを設定しました。

うため座る必要があった時、背中の痛み

2パート
（2部構成）のサリーシートの開

サリーシステムは従来の座り方が少な

士でリハビリテーションのスペシャリス

にとって、解剖学的及び人間工学的に安

たにもかかわらず、オフィスで業務を行

で苦しみました。1990年、私の理学療法

トであるセプポ

マハラマキ氏に、私に

とってオフィスチェアーに座ることは、馬
のサドルに乗ることよりも不快であると
話しました。

マハラマキ氏は、乗馬のような座位は、
伝統的な座り方よりも私のオフィスワー

クにとって良い選択肢になるのではない
かと、私に話しました。
また彼は、当時は
サドルタイプのチェアーがフィンランド

発は2001年に始まりました。
目標は両性

くとも、腰と肩の領域に起こる問題、悪

全なチェアーを開発することでした。骨

循環の問題、腰と膝の関節の病気、腸の

盤を1パート
（1部構成）のシート上で直
立させた状態で保つことは不可能でし

た。その位置だと、生殖器領域に大変な

い姿勢、座り方から起こる疲労、下肢の

動きの鈍さ、座っている時の不十分な呼

吸、頭痛そして骨盤と生殖器の循環不良

に直接関係していることをすでに証明し

不快感をもたらすからです（そして明ら

ています。サリーコンセプトにより、上に

ため、2パート
（2部構成）のシートが開発

かっています。サリーは、特に座っている

かに非常に不健康な状態でした）。
この

され、その間にさらに洗練されました。

述べた症状がほぼ改善されることが分

環境の利便性を向上させます、それによ

り、生産性が大幅に向上します。

にはなかったので、サドルチェアーは素

晴らしいビジネスのアイデアになるので
はと考えました。
これが人間工学に基づ

いたオフィスチェアー開発の始まりとなっ
たのです。

ヴェリユッシ ヤルカーネン
創設者、取締役会長

Veli-Jussi Jalkanen

Founder, Chairman of the Board

3

外部からの刺激がない自然体の
ポジション。
関節は休息状態です。
サリーサドルチェアーにより、
これ
と同じポジションが形成されます。
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サリーコンセプトが機能する理由
筋骨格系障害は苦痛を伴います。‒そして治療費は高価です。

私たちの身体には、十分な酸素と栄養を摂取し、老廃物
を取り除くことが不可欠です。活発な循環により、この
両方が機能することが可能となります。
悪いポジションでの座り方は全身に影響します。
しゃがんだ姿勢は、首と肩の筋肉を緊張させ、痛みが発
生します。 腰の椎間板は椎骨によって不均一に押され、
ゆっくりと劣化します。
呼吸が浅いと、脳は私たちにアラートを出し続けるため
に十分な酸素量を摂取しません。 それにより頭痛が起こ
ります。循環が停滞し、リンパの流れが遅いと下肢が腫
れ、静脈瘤のリスクが高まります。 腸の機能が悪くなり、
生殖器は圧迫され不快感が生じます。

従来の座り方

サリースイングとサリースイングフィッ
ト*のスイング機能によりチェアーをあ
らゆる方向に自由に動かすことができま
す。したがって、静的に座ることが回避
されます。そして コアマッスル（腹部、
背中の深い筋肉、骨盤底筋）が活性化さ
れ、強くなります。

*製品の詳細については、12ページを
ご覧ください。

乗馬のような座り方

腰と膝が90度の角度となる従来の方法で座っている
時、バランスと姿勢が悪くなっています。これによ
り上半身の多くのエリアが影響を受け、循環が悪く
なります。
従来のチェアーによって必然的に引き起こされる悪
い姿勢は、背中の筋肉を伸ばし、緊張させ、痛めま
す。脊椎の椎間関節は開いて
おり、椎間板への圧力が30％
も増加します。腰の角度が
90度となり、それにより
骨盤が自然なポジション
へと前傾するのを妨げる
ため、背もたれは役に
立ちません。

X

上半身の重さは、太もも
の後ろ、臀部、骨盤底、
生殖器にもかかります。

人間工学の専門家は、コアマッ
スルが活性化され、体のバラン
スが取れているアクティブな座
り方を推奨しています。 動きと筋肉の
使用は循環を促します。

座っている時もアクティブに

従来のシートは健康と生産性に悪影響を及ぼします。
私たちの身体は座るためにデザインされていませんが、
私たちは通常、それを実際に意識することなく、毎日
12〜15時間座っています。

2パート(2部構成)サドルチェアー
に座っても、循環は妨げられるこ
とはありません。骨（坐骨、足、
肘）が体重を支えるので、軟部組
織を圧迫することはありません。
脚を開き、45度の角度で足が
下に傾斜している状態は、最
もリラックスして自然な姿勢
になります。
これにより骨盤が自動的に前
傾します。骨盤が前傾すると、
背中はニュートラルポジション
（中立な位置）となります。
立っている時と同じようにバラ
ンスが取れていると、座ってい
ても楽で自然な感じがします。
筋肉の緊張や外部からの圧力に
よって血行が妨げられることも
ありません。

www.salli.com
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慣れる為に時間がかかる場合があります
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新しくスポーツを始める時と同じ

ように、新しい方法で座り始める

と、不快に感じることがあります。

腰の筋肉が痛むこともありますが、

それはその筋肉を使い始めたか

らです。太ももの内側の筋肉を伸
ばすことに慣れていないため、
そ

の部分の筋肉が張り、痛みを感じ

ることがあります。

坐骨に圧力をかけることに慣れて

いない場合、坐骨エリアも圧痛を
感じるかもしれません。

サリーコンセプトが機能する理由
座圧は骨盤領域に影響を与えます。
従来のチェアーに座ることによって生じる圧力により、骨盤、尾骨、骨盤底
および生殖器エリアに悪い影響を及ぼします。それは腸及び骨盤内部の健康
問題、そして勃起不全をひき起こしやすくなると信じられています。
従来のチェアーでは、男性は生殖器エリアへの圧力を避けるため、後傾する
傾向があります。この状態は、背中が真っ直ぐではないことを意味し、背中
に問題を引き起こす原因となります。
1パート（1部構成）サドルチェアーでは、骨盤開口部への圧力がさらに強く
なります。骨盤を後ろに傾けることで自動的にそれを回避しようとし、その
結果、前かがみになります。すでに腰痛があり、腰が痛くてしゃがむことが
できない場合は、そこに圧力がかかるため、生殖器エリアが麻痺します。
2パート（2部構成）サドルチェアーに座っている時、圧力は坐骨にかかりま
す。その結果、軟組織への圧力が減少し、バランスの取れた姿勢でより快適
に座ることができます。循環も妨げられません。
ズボンを緩め、座る前にズボンの足部分を持ち上げ、骨盤の下の生地に余裕を
持たせることをお勧めします。そうすることで、チェアーの機能をより生かす
ことができます。

従来のワークステーション

サリーワークステーション

頭痛

アクティブな脳

姿勢が悪い

良い姿勢

肩の緊張

呼吸が浅い

腸の動きが悪い

マウスハンド症候群
腰痛

セルライトの蓄積
生殖器の健康問題
関節の病気
静脈瘤

血液とリンパの循環が悪い

リラックスした肩
呼吸が深い
便通を促す

マウスの使用が楽
健康な背中

臀部循環が改善

生殖器の健康により良い
関節に優しい

足の血行が良い
血液とリンパの循環が改善
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歯科
新しいレベルの人間工学的な作業姿勢！
歯科治療では、座るポジションによって健康を害
するリスクが最も高まります。これは長時間に渡
る手術中にポジションが不自然になり、その中で
繰り返しの動きが多くなるためです。悪いポジシ
ョンで座ると、立っている時の2倍の負担が脊椎
にかかります。
2パート（2部構成）サドルチェアーでは、背中が

立っている時と同じ位置にあり、腰の前弯を維持
することができます。シートの隙間により、前傾
姿勢が必要な場合でも背中を真っ直ぐに保つこと
ができます。サリー上では、移動して物に手を伸
ばすという動作を簡単かつ迅速に行えます。小さ
くて実用的なサリーは、歯科医と助手の両者が患
者の近くで作業することを可能にします。

問題のために早期退職することが

よくあります。

歯科で働くほとんどすべての人は、

脚の循環不良、酸素不足、股関節、
膝関節、肩関節の問題、生殖器の

健康問題など、
ある種の座位障害

の影響を受けます。
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あなた自身のサリーを手に入れよう

歯科医は、肩、首、腰のさまざまな

ヘルスケア

美容と治療

背中の痛みはもうありません

サリーはあなた自身のケアを助けます

解剖学的にデザインされた2パート（2部構成）
サドルチェアーでは、人間工学的で健康的な
座り方が出来ます。サリーに座ることで、自
動的に腰に前弯が生じ、椎間板への有害な圧
力が軽減されます。シートの隙間（ギャップ）
により、生殖器部に不快な圧力がかからず、
背中を丸める必要がないため、長時間の手術
でも良好な姿勢を保つことができます。

美容師やボディセラピストの仕事は、人間工学的
には特に困難です。なぜなら、彼らは長時間に渡
り顧客に対してかがんだ姿勢を取る必要があるか
らです。サリーサドルチェアーでは、座って作業
を行うことができ、背中を真っ直ぐに保つことが
可能です。

サドルチェアーに座っている時、身体は立っ
た状態で作業している時とほぼ同じくらい自
由に動くことができます。患者の周りを動き
回って、物に手を伸ばすことも簡単です。さ
らに、サリーでの移動はとても速く簡単なの
で、テーブル前に別の作業用チェアーを置く
必要はありません。

硬質もしくは美容師向けの洗浄可能なキャスター
など、特別なニーズに対応するいくつかの便利な
アクセサリーをご用意しています。

ヘルスケアの分野では、すべてが人間工学的で効率的な作業ポジションで始まり、終わります。

サリーサドルチェアーは、医師、看護師、歯科医、眼鏡技師、理学療法士に幅広い製品を提供し、
作業姿勢の悪さによって引き起こされる問題を取り除き、新しい病気を効果的に予防します。

“

“

2パート（2部構成）シートのため、背中を丸める
必要がなく、生殖器エリアに不快な圧力がかかる
ことはありません。サリーサドルチェアーのシー
トは、特定の角度に傾斜するものと、身体の動き
に合わせて自由に動くものがあり、特に後者のモ
デルは仕事中に動きを加えるので、循環とリンパ
の流れを良くすることが出来ます。

サリーサドルチェアーは作業効率を高め、狭いスペースに最適で、精密な作業に最適です。
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オフィス

学校

両性に対して安全な座り方

まずは最初から健康的な選択を

悪い姿勢で座ると、循環が妨げられ、脳が十分な
酸素を取るができなくなります。 これにより私達
は疲労します。仕事は非効率になり、私たちは間
違いを犯しやすくなります。 また、腰痛は普遍的
な問題です。

立ったり腰を下ろしたりすると、先生の背中に大
きな負担がかかります。サリーサドルチェアーを
使用すると、個々の子供との対応や接触が簡単に
なり腰をかがめる必要がなくなります。快適な姿
勢を保ちながら、チェアーを子供の横に移動して
下方向を見るのは簡単です。従来のチェアーより
も高いサドルチェアーに座ることで、クラスやグ
ループの前でも動作がうまく出来ます。

かがんだ姿勢で座ると、腰の椎間板が損傷し、長
期的には関節炎を引き起こします。 さらに私たち
が座るたびに、ズボンは太もも、鼠径部、生殖器
の部分を締め付け、敏感なリンパ系の循環を妨げ
ます。

小学生から大学生まで、デスクとチェアーを各自
で調整できるということは、人間工学的に大変素
晴らしいことです。
人間工学は、痛みや苦痛を軽減し、姿勢を改善し、
背中の全体的な健康を維持する上で主要な役割を
果たします。自然で快適な姿勢により、落ち着い
て勉学に打ち込めます。学校で姿勢が良いという
ことは、将来の健康な背中につながります！

従来の椅子よりも高い位置に座るため、直立姿勢
を維持するには、高さ調節可能なテーブルも必要
です。サリーシステムは、電動で調整可能なテー
ブルも提供しています。16ページをご参照くださ
い。1日中立っていることは、筋肉にとっては重労
働ですが、座っていることと、立っていることに
多様性を持たせることは、優れた選択肢です。

どのように座るかは重要です！座る必要がある場合、
アクティブな状態を維持するための
最良の方法は、
あなたの動きに合わせてくれる2パート
（2部構成）
サドルチェアーに座る

ことです。
あなたが良いポジションで座っていても、休憩を取り、出来るだけ身体を動かし
てアクティブでいることは常に大切です
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“

“

家

産業

あなたの人生にムーブメントとアクティビティを
もたらしましょう！

特別な環境にも

正しく座ることは家でも非常に重要です。
定期的な運動でさえ、座ることによって引き起こ
される不利益を補うことはできません。悪い姿勢
で座ると全身に影響が出ます。首や肩が緊張して
痛み、血液やリンパの循環が悪くなると腫れが生
じ、腸の機能さえも停滞します。

サリー製品は、様々な事を要求される作業環境に
最適です。帯電防止のシート表面に張る素材、ま
たはポリウレタン張りのシートのチェアーもご利
用いただけます。異なったタイプのキャスターは、
コンクリートの床など、凹凸のある面でも使用で
きます。また、サリー製品はヘビーな使用に耐え
ることも出来ます。

自宅でも効率的で機能的なサリー製品により、身
体をアクティブに保ち、生活に動きを加えること
が出来ます。アイロンや料理など、通常は立って
行われる多くの作業は、サリーに座って行うこと
も可能です。これは特に高齢者の生活がより簡単
で安全なものになります。自分の座り方をを改善
し、そして正しく座ることが健康保持に繋がるこ
とを、ご家族にも教えてあげてください。

サリーサドルチェアーは移動が簡単で、膝の角度が
135度を描くことにより、太腿と上半身間の循環が
良好になります。
サリーに座っているときは、作業ポジションについ
て考える必要がなく、実際の作業に集中でき、作業
がより効率的になります。
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チェアー
人間工学に基づいた形状の2パート
（2部構成）サリーサドルチェアー
人間工学に基づいた形状の2パート（2部構成のサドルチェアー）は、負担のない、
立っているような、アクティブでバランスの取れた座り方を提供します。
シートの角度とデザインにより、骨盤は中立的に前傾し、筋肉の力を使わずに脊椎と
上半身を自然に支えます。
なぜ幅調整？

チェアーはあなた自身の好みに従って調節可能です。

なぜ隙間が固定されて
いるのですか？

同じチェアーを複数人で使
用する場合に、使いやすく
実用的でより手頃な価格帯
です。

なぜスイング？

スイング機能

固定されたシート幅

深部のコアマッス
ルを強化し、新陳
代謝を高めます。
健康を維持し、あ
なたの１日をもっ
とアクティブにし
ます。

サリー
スイングフィット

サリー スモール
スイングフィット

幅調整付きアクティブシート

スウイングフィットよりシート幅が
6cm狭いスウイングフィット

サリースイング
隙間が固定されたアクティブ
シート

傾斜機能

なぜ傾くのです
か？

革の品質基準

チェアーを少し前
に傾けて、骨盤を

A1クオリティ

中立位置にします。

丈夫で耐久性があり、お手入
れも簡単です。
滑らかで均一になっています。
革の自然な構造の痕跡が見ら
れます。

これにより、背中
が自然で健康的な
姿勢になります。
関節の動きが悪い

A2クオリティ

人々によく見られ
る過度の脊柱前弯

サリー スモール
マルチアジャスター

サリーツイン

チェアーを少し後

サリー
マルチアジャスター

ろに傾けます。

調整可能なシート幅と傾斜

マルチアジャスターよりシート幅が
6cm狭いマルチアジャスター

隙間が固定され、傾斜のある
シート

を避けるために、
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幅調整

自然さ、快適さ、耐久性の組
み合わせ。
自然についた表面の跡は部分
的に見えることはありますが、
摩耗に強い革です。

チェアー
シート表面に張る素材

サリー ネイチャー

サリー
ストロング

製造過程で生じる余分な革を
使用した革張りです。
環境に優しく最も手頃なオプ
ションです。
両側に3つの縫い目があります。

特別に頑丈なデザイン、
最大荷重150kgです。
高さと傾斜の調節が可能
です。

12ページのすべてのモデルに適
応します。

サリー プレミアム

サリー クラシック

あなた自身の名前が刻印出来る
サリースイングフィット。
ブラックサリーベースとブラック
プレミアムキャスター。
小型モデルではご提供していませ
ん。

女性専用もしくは一時的な
使用向けです。

サリーチェアーは、チェアーの
使用目的に応じて、シート表面
上に張る素材をいくつかのオプ
ションからお選びいただけます。
通常のオフィス使用には、通気
性と耐久性のある本革をお勧め
しますが、実験室では、簡単に
消毒できる人工レザーを選択し
た方が良いでしょう。
産業環境に対しては、火花から
防御するシートカバーを提供し
ています。帯電防止ESD材料は、
電子産業に最適ですが、静電気
の蓄積が問題となっている通常
のオフィス環境でもご利用いた
だけます。

シート表面に張るカバー材の種類
A1またはA2品質の牛革
消毒可能な人工レザー
帯電防止ESD素材
お手持ちの材料での張り生地、
張り直す素材※

サリー ライト

サリー スリム

2パート（2部構成）シート品質
で、軽量で手頃な価格です。
中央に溝のある単一のブラック
ポリウレタンピースです。
布製のシートカバーがご使用に
なれます。

2パート（2部構成）サドルシ
ートのすべての優れた品質を
備えています。
軽量で、優れた人間工学を提
供します。価格もお手頃です。
サリースリムは子供、もしく
は小さ目なシートを希望する
女性向けです。

ベーシック

傾斜

スイング

シート幅固定

隙間が固定され、傾斜機能のある
シート

シート幅が固定でスイング機能付き

シートの張り替えには、新しい
パッドとA1品質の革、人工レザ
ー、またはESDが含まれます。
通常の詰め物 (200g/㎡)
特別に柔らかい詰め物 (300g/㎡)

*生地のサイズは70x80cmです。
厚すぎたり硬すぎたりしないように、
素材の適合性を確認してください。

サリーは、静電気対策製品を提供しています。（ESD（=静電気放電）から防御する代
替品を提供しています。）ESDチェアーには、帯電防止張りのシート、亜鉛電気メッキ
シートフレーム、およびØ65mmのESDキャスターが付属しています。
モデル：クラシック、ツイン、マルチアジャスター

サリーチェアーの技術的特徴
シート表面に張る素材
シートプレート
ガススプリング
高さ調整
傾斜調整
スイング機能
ベース
キャスター
最大荷重
保証

上のオプションと12ページのレザーの品質基準をご参照ください。カラーオプション*は、当社のWebサイトで確認できます。
ブラックにペイントされた3mmの鋼板。 ESDプレートは未塗装です。 ライトモデルとスリムモデルのプレートは合板です。
長さは3種類、色はメタリックとブラック。
手動の高さ調節が標準となります；トップアンドボトム（足の高さコントロール）をご利用いただけます。
18〜19ページを参照してください。
革
16色
18〜19ページを参照してください。
人工レザー 8色
アルミニウムサリベース（Ø560mm）メタリックまたはブラック −他のモデルもご提供可能です。
布地
5色
Ø65mm、ソフトスタンダードキャスター −他のモデルもご提供可能です。
標準120 kg、ストロング150 kg、ライト100 kg、スリム100kg。
保証規定に基づく、1年間。
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アクセサリー

オールラウンド

エルボーレスト

オールラウンドは、チェアーの
全側面、またチェアー自体の軸
の周辺でも自由に動きます。
片腕または両腕のサポートとし
て使用できます。

エルボーレストは、精密な作業
や、腕のサポートが必要な作業
に最適です。
180度回転させることができます。

エルゴレスト

ストレッチングサポート

可動式エルゴレストアームレス
トは、ストレッチサポート付き
でご利用いただけます。
歯科医や超音波室での使用、ま
たは肩の怪我の後のリハビリテ
ーション補助として使用するの
に理想的です。

ストレッチングサポートは、瞬間
的なストレッチのサポートのみを
目的としています。
バランスの取れた位置で背骨が上
半身を支え、筋肉がリラックスし
た状態を保つことができるため、
背もたれは必要ありません。

エルボーテーブル
オフィスや家庭用のコンパクトで用
途の広いワークステーションです。
肘パッドが付属しています。

あなた自身のサリーをデザインする

2
3

3
5

4
デザイン

14

1

1

サリースイングフィット、
サリースイング、サリーマ
ルチアジャスター、または
サリーツインの色の組み合
わせを選択してください。
シートは最大で異なる6色
の組み合わせが可能です。

2
4
6

レインボー

アクセサリーとその他の製品

フットサポート

トップアンドボトム

シートカバー

ハイワークステーション用のフット
サポートに最適なアクセサリー。
一時的な使用のみをお勧めします。
Ø460mm

レバーに手を触れずに座る高さを調節
できます。 高さコントロールは手動で
も操作可能です。
衛生的な環境で非常に便利です。

産業環境向きです。
汚れや火花からシートを保護します。
革、人工レザー、綿100％（ブラック）、
ポリエステル100％（青は火花から保護
します）

サリードライバー

サリーエキスパート

サリードライバーは、車、電車、飛行機の
背もたれをサポートする優れた機能です。
−基本的に、既存のシートが快適で健康的
ではない車両では、 分割シート、バックサ
ポート。 ベルクロと一緒に取り付けられて
います。

シートの隙間（ギャップ）により、長時間の操
作でも体は良い位置を維持できます。
トップアンドボトムが付属しています。
高さはハンドレバーで調整することも可能です。
ハンドレストは肘をサポートし、ストレッチング
サポートは時折ストレッチすることも可能です。

クリーニング製品

サリーツール

シートはエルモフォームで洗浄できますが、
代替品としてユニセプタフォームワイプを
使用してシートの洗浄と消毒を行ってくだ
さい。

チェアー分解用ツール

シートのクリーニング
革

人工レザー及びESD人工レザー

ポリウレタン

定期的に掃除機をかけてください。
湿らせた布で定期的に拭くと、革は清潔
で美しく保たれます。 すぐに汚れを拭き
取ってください。 湿らせた布またはペー
パータオルを水または中性洗剤と一緒に
使用します。 専用のレザーコンディショ
ナーも使用できます。 染色された繊維製
品の中には、明るい色の革に色移りする
ものもあります。

刺激の少ない石鹸と水で汚れを拭き取りま
す。 表面を風で乾かします。 アルコール
を含む溶液を使用する場合は、最初にシー
ト下の部分でテストしてください。

弱アルカリ性の洗浄剤（最大5％のアルコール）
を使用して、汚れをすばやく取り除きます。
ぬるま湯で 湿らせた布で表面を拭き、必要に応
じて拭いて乾かします。強アルカリ、または緑
泥石、アセトン、キシレン、強酢などの漂白剤
は使用しないでください。

ESDファブリック
ESDファブリックは、ドライクリーニングま
たは掃除機でクリーニングするのが最適です。
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テーブル
サリーワークデスク

サリースモールデスク

ラウンドエッジプロファイル
色：ホワイトまたはブラック
くぼみ部分は上半身をサポートします
ホワイトまたはブラックのフレーム、74〜118 cm
デスクトップ93x 70 x 1.6 cm、合板
ガススプリングによる高さ調整
移動が簡単（2つのキャスター）

エルゴエルボー

ラウンドエッジプロファイル
色：ホワイトまたはブラック
くぼみ部分は上半身をサポートします
ホワイトまたはブラックのフレーム、74〜118 cm
デスクトップ75x 60 x 1.6 cm、合板
ガススプリングによる高さ調整
移動が簡単（2つのキャスター）

エルゴニプス

サリーイーデスク

デスクトップ、93 x 70 x 1.6 cm、合板
ラウンドエッジプロファイル
色：ホワイトまたはブラック
くぼみ部分は上半身をサポートします
ホワイトフレーム、ベース93 x 62 cm
電動高さ調整70〜119 cm
メモリ位置3か所

サリーオートスマート
テーブルとモニターの高さは、立った状態と座っ
た状態の両方で、多くのユーザー（ログインIDに
リンクされている）に対して個別に設定されます
デスクトップ160cm x 90 cm x 2.5 cm
色：光沢のあるホワイト、ライトグレー、バーチ
くぼみ部分は上半身をサポートします
1、2、または3つの調整可能なモニターアーム

肩、首、背中上部の緊張を
和らげるために、どのテー
ブルにも取り付けることが
できます。
ブラックまたはホワイトの人
工レザー張りです。
幅67cm、奥行き22.5cm

エルゴロール

肘と手首用サポート。
ブラックポリウレタン
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肘、手首、マウスの手をサポートし、
サリーデスク（右手または左手）で
の使用に適しています。
ブラックポリウレタン

モバイルデバイス用のワイヤレス
ローディングシステム
ブラックフレーム、高さ63〜129 cm
エルゴロールサポートが付属してい
ます。エルゴニプスもリクエストに
応じてご利用可能です。
最大荷重90kg

スペアパーツ
ガススプリング

チェアーの高さ（単位：mm、最も低い―最も高い）

ショート ミディアム

スィング
フィット

スモール
スィング
フィット

マルチアジャスター

スモール
マルチアジャスター

ツイン

ショート

425-540

430-545

430-545

445-560

445-560

445-560

ミディアム

515-690

515-695

515-695

530-705

530-705

530-705

ロング

585-825

585-825

585-825

600-840

600-840

600-840

注意！ 工業用またはインラインキャスターを使用している場合、チェアーは表に示されている
測定値より35mm高くなります。

385 mm

325 mm

235 mm

スィング

ロング

ユーザー身長（㎝）

ロングは165cm（標準）を超える方。 ミディアムは170cm未満の方。ショートは150cm未満の方。

ベース

キャスター
（標準キャスター）
ソフトスタンダード
Ø65mm
硬い床用

サリーベース

ブラックサリーベース

標準
Ø560mm、アルミニウム
メタリック
重量：1.89 kg

Ø560mm、アルミニウム
ブラック
重量：1.89 kg

ハードスタンダード

Ø65mm
柔らかい床用、
総張りのカーペットなど

ビッグソフト

Ø75mm
凹凸のある床向け

スモール
アルミニウムベース
Ø500mm、アルミニウム
メタリック
重量：1.2 kg

アルミニウムベース
Ø540mm、アルミニウム
メタリックまたはブラック
重量：1.18 kg

ラージ
アルミニウムベース

Ø600mm、アルミニウム
メタリックまたはブラック
重量：1.80 kg

ソフトフリクション
（摩擦防止加工）
Ø65mm
硬い床用

ソフト、
アンロード時ロック

Ø65mm
シートが降ろされると
キャスターがロックされます

スモール
プラスチックベース
Ø480mm
ブラック
重量：1,04 kg

プラスチックベース
Ø580mm
ブラック
重量：1.34 kg

エクストラ
ラージベース

ソフト、ロック機能付き
Ø65mm
傾斜面用

ソフト帯電防止（ESD）
Ø65mm

インダストリアル
（産業向け）
Ø75mm
硬質ゴム、
凹凸のある床や
美容院向け

インライン

Ø75mm
硬質ゴム、
凹凸のある床や美容院向け

抗菌加工

Ø65mm

ポー（足）

静的作業向け及びフット
サポート付きチェアー用
ブラック

※7色：ブラック、レッド、ブルー、

グリーン、オレンジ、メタリック、
マットメタリック

Ø700mm、アルミニウム
ゴムパッド付きメタリック
エルボーテーブル用
重量：2.2 kg
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チェアー

サリースイング

サリースイングフィット
及び
スモールスイングフィット

サリーツイン

サリーマルチアジャスター
及び
スモールアジャスター

サリーネイチャー

スウィング機能

X

X

–

–

スイング、スイングフィット
またはスモールスイングフィット

傾斜機能

–

–

X

X

ツイン、マルチアジャスター
またはスモールマルチアジャスター

幅調整

–

X

–

X

– /X

シート

スイング

スイングフィット

ツイン

マルチアジャスター

スイング、スイングフィット
スモールスイングフィット、
ツイン、マルチアジャスター、
スモールマルチアジャスター

アップホルスタリー
A1、A2 革/
人工レザー、
（特に明記しない限り）
ガススプリング
S、M、L
メタリック/ブラック、
（特に明記しない限り）

ブラックレザー、
※余剰素材（A2)

スタンダード
L

スタンダード
L

スタンダード
L

スタンダード
L

ベース
サリベースØ560mm、
メタリックまたはブラック
アルミニウム
（特に明記しない限り）

スタンダード
ブラックL

Ø540mm
ブラックアルミベース

キャスター
Ø65mmソフト、
（特に明記しない限り）
重量（kg）

10

11 / 10

11

12/ 11,5

各チェアーの重量参照

X（Ø600mmベース）

X（Ø600mmベース）

X

X

X（Ø600mmベース（スイング、
スイングフィット、スモール
スイングフィットの場合）

エルボーレスト

X

X

X（ツイン、スモール
マルチアジャスター
マルチアジャスター）

エルゴレスト

X

X

X（ツイン、スモール
マルチアジャスター
マルチアジャスター）

ストレッチングサポート
Ø600mmベース

X

X

X（ツイン、スモール
マルチアジャスター
マルチアジャスター）

X

X

X

オールラウンド

トップアンドボトム
特殊な金属製ガススプリ
ング、Ø540mm
金属アルミニウムベース
エルボーテーブル
Ø700mmベース
※ 製造過程で生じる余剰素材
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X

X

X（傾斜機能なし）

CHAIRS

サリープレミアム

サリーストロング

サリークラシック

サリーライト

サリースリム

X

-

–

X/–

X/–

–

-

同じレバーで
高さと傾斜調整

X

X/–

X/–

X

X

-

–

–

–

スイングフィット

ツイン

クラシック

ライト（ベーシック、
傾斜、スイング）

スリム（ベーシック、
傾斜、スイング）

ポリウレタン

ポリウレタン

スタンダード
ブラックM

スタンダード
ブラックM

トップアンドボトム
メタリックＬ

Ø580mm
ブラックプラスチック

Ø480mm
ブラックプラスチック

Ø540mm
メタリック

ブラック/ブロンズ
A1革

ブラック
L

スタンダード
メタリックM

ブラック
サリーベース

Ø600mmベース

スタンダード
L

サリーエキスパート

X / マルチアジャスター
ツイン、
マルチアジャスター

ブラックプレミアム
キャスター

11

13

11.5

ベーシック6、傾斜7.5、 ベーシック5.4、傾斜6.6、 ツイン16.3、
マルチアジャスター17.3
スイング6.2
スイング5.7

X

X

X

X

X

X

X

X（ライト傾斜）

X（スリム傾斜）

標準として

X

X

X

標準として

X

!

サリーエキスパートは、取り外し可能なアームレストとバックサポートを備えています（重量5kg）
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You deserve the best ergonomics
最高の人間工学をあなたに

サリー®サドルチェアーは、フィンランド中部の美しい村ラウタランピにある
サリーシステムの自社工場で製造されています。最高品質の各シートの製造は
手作業で行われています。サリーシステムには厳格な品質管理システムがあり、
特定の適合すべき品質基準を各製造段階に設けています。
このカタログは2021年12月現在のものです。都合により製品の仕様、価格および外観の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
日本総代理店

〒182-0036 東京都調布市飛田 給 1-45-4 TEL 042-498-1911 FAX 042-480-6361

E-mail medimann@takachiho-medical.co.jp
URL https://www.takachiho-medical.co.jp
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