Ergonomics

エルゴノミクス
誕生時〜乳幼児期〜大人になるまで、成

0 〜36＋
months

長に合わせてシートやフットレストの高さ

細やかな配慮のあるディテール

お子様にも大人にも優しいデザイン

を変えて使うことが可能です。曲面を多用
した有機的な形状と開放的なデザイン
はお子様の動きとアクティブシッティング
を誘発し、健やかな発育を促します。

安全性

Nomi の重量はたったの4.7kg。女性でも
楽に動かせます。シート裏のゴムの突起

できるので、床の食べこぼしを掃除する
時にとても便利です。

耐荷重 150kg は業界最上級の強度と耐

150kg

Functionality

sitting」という考えを表しています。お子様
のお誕生時から大人になるまで、座ること
により良い姿勢と健やかな成長を促します。

ドイツの製品安全法
に基づいた検査及び
認証済み。

私たちは REACH Ⅳに
基づいて全てのバッチ
をテストしています。

お子様が安定した姿勢で座ることができます。

落下防止用のガードはお子様を座らせやすく、着脱
も簡単。最新の安全基準に沿ったデザインです。

人間工学に基づいたデザインは、お子様の動きを妨
げることなく自由に動くことを可能にしました。

フットレスト前方にある山型に盛り上がっ
たフットパッド。成長過程にあるお子様

の足に刺激を与えつつ、足をフットレス

ト上に保たせて休める役割を果たします。

3 年保証
Nomi の全ての商品に
は３年間の保証がつ
きます。

背もたれとシートを支える木製のフレームが腰の部
分で湾曲しているので、深く安定して座ることがで

きます。この開放的なデザインのおかげでお子様の
動きが制限されることはありません。

いつでも清潔にお使いいただけます。
後方脚部についたキャスターにより、座っ

機能性

から由来したものです。その名前はお子様
し、か つ 安定 し た 座 り 心地 を 保 つ「Active

アの中で唯一の機能と安全性を実現し
薄めた中性洗剤でのお手入れが可能。

を意味する「Ergonomic( エルゴノミック )」
のどんな動きをも妨げず自由な動きを促

の転倒リスクを軽減し、
子供用ハイチェ
ています。リサイクル可能な PP 樹脂は、

Nomi – from newborn to teenager
「Nomi（ ノ ミ ）」と い う 商品名 は、人間工学

久性。後ろ脚のキャスターが、後方へ

使用している木材は
ヨーロッパの森林か
ら伐採された持続可
能な栽培・収穫され
たものです。

シートなどの表面は滑りにくい加工がされており、

をテーブルに乗せて椅子を掛けることが

Safety & Clean

地球の資源・環境に
優しい、リサイクル可
能な素材を使用して
います。

4.7kg

4.7kg の圧倒的な軽さでお子様の着座
時における移動の負担を軽減。シート
とフットレストは道具を使わずに無段

たまま簡単にテーブルに椅子を引き寄せ
ることができます。またお子様がテーブ

傾きのあるネジを使うことで安全性を強化。握り

倒のリスクを軽減する機能も合わせ持ち、

道具を使うことなく無段階の高さ調整が可能です。

ルを押して後ろに動いてしまった際の転

やすいハンドル型なので、女性でも簡単に操作できます。

最大限の安全性の確保を図っています。

階調整が可能です。握りやすいハンド
ルを回すだけでどなたでも素早く簡単
に行うことができます。
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DESIGNER : Peter Opsvik

( ピーター・オプスヴィック 1939~)
「Nomi（ノミ）」は、ピーター・オプスヴィックの子供のための

Nomi – from newborn to teenager

椅子の40年にわたる研究の成果です。子供はじっと座っている

Nomi BABY BASE
Color : ホワイト、

ことができません。彼は「子供のどんな動きに対してもしっかり

Gray & sand

コーヒー

と安定した椅子が、子供の動きを制限することのない自由な

リバーシブル

座り方を生む」という哲学の基に「Nomi」を設計しました。
彼は「本当に良いデザインの椅子は、人間の体に良い姿勢と動
Nomi HIGHCHAIR CUSHION

Gray & sand

リバーシブル

¥9,800 ( 税抜 )

きをもたらすことができる」と常に考えています。この考えは、

Pale blue &
sand

彼が長年にわたって開発してきた数多くのバランスチェアの

リバーシブル

デザインに見ることができます。
ノルウェー国立ベルゲン芸術大学卒業後、1970年よりフリー

Black : ブラック

Nomi HIGHCHAIR ¥39,000 ( 税抜 )
Nomi BABY MATTRESS

ランスの工業デザイナーとして活躍。人間工学に基づき、子供と
大人のために、座ることで自然に良い姿勢へと導く、
「バランス

Pale blue &
sand

チェア」を長年にわたって開発。北欧及び国際的な数々のデザイ

リバーシブル

［オプションパーツ］

Design : Peter Opsvik

［オプションパーツ］クッション

ン賞を受賞している。

ベビーベース＋マットレス
¥24,500 ( 税抜 )

［オプションパーツ］ベビーガード

Nomi MINI ¥7,000 ( 税抜 )
Color : ホワイト、ブラック、コーヒー

Nomi Baby 0-6 months
[ノミ・ベビー] 新生児から６ヶ月ぐらいまで
Nomi Baby のニューボーンセットは家族と同じ目線にお子様が
いる家族団欒を実現します。スムーズな動きでシートの角度の
調整が可能。お昼寝時は水平に、動きが活発になった時期には
斜めにとお子様の成長と状態に合わせて使えます。

Nomi Highchair 36 months ＋

Nomi Mini 6-36 months
Nomi PLAY
［オプションパーツ］

トイ・アーチ
¥9,000 ( 税抜 )

[ノミ・ミニ]６ヶ月から 3 歳ぐらいまで

[ノミ・ハイチェア ] 2 歳以上

お子様が一人でお座りができるようになったら、Nomi Mini の

お子様自身で自由に座ったり降りたりできるようになったら、

ガードをお使いください。背もたれとシートに道具なしで簡単

Nomi Highchair をお使いください。開放的なデザインなので

に取り付けられます。曲面を多用した柔らかなフォルムをして
いるので、スムーズに座らせたり抱き上げたりできます。

［オプションパーツ］トレイ

TRAY ¥9,000 ( 税抜 )
Color : ホワイト

座りやすく、シートやフットレストの位置を自由に変えられる
ので大人になるまで快適に座ることができます。

0-6 months

White : ホワイト
Coffee : コーヒー

Size : W52cm × D59cm × H83.5cm
SH52cm 〜58cm
※本製品は組み立て家具です。
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