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KOKUYO KOKUYO OKAMURA アイリスチトセ ITOKI interoffice 関家具 関家具

商品名 Work Pod WORK POD FLEX
TELECUBE TELECUBE

ADDCELL Framery Kolo 
Solo/Midi/Duo

Milli 
Sit/Stand

By okamura by IRIS CHITOSE

URL
https://www.kokuyo-

furniture.co.jp/products/office/workp
od/sp/workpod/index.html

https://www.kokuyo-
furniture.co.jp/products/office/workp
od/sp/workpodflex/index.html

https://www.okamura.co.jp/product/
others/telecube/

http://www.irischitose.co.jp/telecube
/

https://www.itoki.jp/products/creativ
ework/addcell/

https://www.interoffice.co.jp/brand/f
ramery/ https://www.sekikagu.co.jp/kolo/ https://www.sekikagu.co.jp/news/46

09/

製品外寸
W1100×D1100×H2435 W1100×D1100×H2420 W1000×D1200×H2325 W1200×D1100×H2304 W1200×D1200×H2350 W1000×D1000×H2321 W1000×D1000×H2410 W1200×D826×H1980

（1人用） （1人用） （1人用1000W） (1人用） (ガラスタイプ・パネルタイプともに） (FrameryO スタンドアローン) （Solo） (Sitタイプ）

内寸
W952×D1045×H2105 W948×D985×H2120 W854×D1080×H2125 W1044×D936×H2115 W1040×D1040×H2165 W798×D927×H1998 W873×D890×H2110 W1070×D716×H1818

（1人用） （1人用） （1人用1000W） (1人用） (ガラスタイプ・パネルタイプともに） (FrameryO スタンドアローン) （Solo） (Sitタイプ）

重量
333㎏ 379㎏ 338㎏ 370㎏ 365kg 314㎏ 2780㎏ 245kg

（1人用スタンディングタイプ） （ソファ・壁面パネルタイプ） （1人用1000W） （1人用） (ガラスタイプ・パネルタイプともに） (FrameryO スタンドアローン) （Solo） (Sitタイプ）

人感センサー 〇 〇 〇 ○ × 〇 〇 〇

コンセント 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇

USBポート 〇 〇 〇 × オプション オプション 〇 〇

換気用ファン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

キャスター 〇 〇 〇 ○ ○ 〇 × 〇

スプリンクラー 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇

換気量 199㎥/h 199㎥/h 216㎥/h 97.8㎥/h 198㎥/h 77.4㎥/h 30.80㎥/h 30.80㎥/h

納期 約2カ月 約1.5~2カ月 約2カ月 約1.5~2カ月 約1.5か月 在庫有の場合、約1カ月 Kolo在庫有の場合、約1カ月
受注生産品の場合、約1.5カ月 在庫有の場合、約1カ月

販売価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 Solo本体
¥1,499,000-（＋tax)

Sit/Standともに本体
¥1,099,000-（＋tax)

ご提供価格
1人用スタンド本体 1人用ソファ本体 1人用1200Wスタンダード本体 1人用本体 熱感知式消火装置付 ガラスタイプ/ロー天板/塗装タイプ１ FrameryO スタンドアローン本体 Solo本体 Sit/Standともに本体

￥1,694,000-＋諸経費 ￥1,334,000-＋諸経費 ￥1,667,000-+諸経費 ￥720,000-+諸経費 ￥1,400,000-＋諸経費 ￥1,386,000-+諸経費 ￥1,274,150-＋諸経費 ￥989,100-＋諸経費

phonebooth
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WORK POD FLEX［ワークポッド フレックス］

WORK POD ［ワークポッド］
 variation

ソファータイプ スタンディングタイプ

ソファー（背・座）

GHE6
ブラック

GHE2
ライトグレー

GHM6
ダーク

グレージュ

GH1K
ソフトベージュ

GHQ6
ディープ
グリーン

GH2J
オパール
グリーン

GHT7
ネイビー

GH39
アッシュ

ターコイズ

GHAG
パーシアン

レッド

GH0Y
ペール

テラコッタ

GH1S
オリーブ
イエロー

本体

WHITE Black

内装（不燃）

805
パール

ブラウン

807
ライトグレー

815
グレー

816
ブラック

天板 ＜別製色＞
別途お問合せください。

PAW
ホワイト

MV5
ブラウン

ウォールナット

アルトビーチ

2人用 4人用

外寸法 ：W2200×D1100×H2435
内寸法 ：W2040×D1030×H2105
天板寸法：W800×D870×H715
重量 ：545kg

外寸法 ：W2200×D1400×H2435
内寸法 ：W2040×D1330×H2105
天板寸法：W800×D1170×H715
重量 ：650kg

空間の意匠になじむデザイン

ガラス面を最大化させたフレーム、洗練されたデザインで開放感を実現。並べた際
に違和感のないスッキリとしたフレームデザインが特⾧。下部のコーナーを90度
変えることで、きれいなラインで設置可能。

上部コーナー下部コーナー 並列時

クローズド環境でも優れた換気性能で空気を循環

内部の空気循環と温度上昇抑制に配慮しています。
換気効率に優れた機械給気方式を採用。人感センサーにより、
ユーザーの操作不要で利用時は常に換気された状態でご利用出来ます。

デザイン性と充実の機能性で安心・快適なワークスペース

外寸法 ：W1100×D1100×H2435
内寸法 ：W952×D1045×H2105
天板寸法：W800×D408×H718
重量 ：333kg

2人用

背面パネル

4人用

背面パネル 背面ガラス左開きドア 右開きドア

デザイン性と充実の機能性で安心・快適なワークスペース

クローズド環境でも優れた換気性能で空気を循環

内部の空気循環と温度上昇抑制に配慮しています。換気効率に優れた機械給気方式
を採用。人感センサーにより、ユーザーの操作不要で利用時は
常に換気された状態でご利用出来ます。

空間に合わせてデザインが選べる豊富なバリエーション

扉の開き（左右）、本体背面のガラス仕様・パネル仕様、カラーをレイアウトに合
わせた組合せが可能です。シンプルなデザインだからこそ、豊富なバリエーション
からお好みのWORKPODにアレンジできます。

外寸法 ：W1100×D1100×H2435
内寸法 ：W952×D1045×H2105
天板寸法：W800×D408×H1035
重量 ：312kg

外寸法 ：W1100×D1100×H2420
内寸法 ：W948×D1045×H2120
天板寸法 ：W800×D400×H718
重量 ：364kg

外寸法 ：W1100×D1100×H2420
内寸法 ：W948×D1045×H2120
天板寸法 ：W800×D400×H718
重量 ：350kg

外寸法 ：W1100×D1100×H2420
内寸法 ：W948×D1045×H2120
天板寸法 ：W800×D400×H1035
重量 ：350kg

ソファータイプ スタンディングタイプデスクタイプ

 variation

外寸法 ：W2200×D1100×H2420
内寸法 ：W2060×D945×H2120
天板寸法 ：W760×D800×H718
重量 ：600kg

外寸法 ：W2200×D1400×H2420
内寸法 ：W2060×D1245×H2120
天板寸法 ：W760×D800×H718
重量 ：702kg
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TELECUBE by okamura ［テレキューブ］  color variation variation

TELECUBE by IRIS CHITOSE［テレキューブ］ variation

1人用

2人用 ４人用  color variation
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ADDCELL ［アドセル］  color variation variation

Framery ［フラメリー］  variation

Framery O Quick Call
(Stand Alone Type) 

FrameryQ
(Stand Alone Type) 

外寸法 ：W2220×D1200×H2321

内寸法 ：W1998×D1090×H1998

天板寸法 ：W710×D530×H700

重量 ：709kg ※家具除く

外寸法 ：W1000×D1000×H2321

内寸法 ：W798×D927×H1998

天板寸法 ：W700×D285

重量 ：314kg ※家具除く

 color variation

ガラスタイプ・パネルタイプ
外寸法 ：W1200×D1200×H2350
内寸法 ：W1040×D1040×H2165
天板寸法：W1042×D450×H720/1000
重量 ：365kg

１人用ガラスタイプ １人用パネルタイプ
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Kolo［コロ］

Milli［ミリ］

Solo

Midi

Duo

■color variation

Sit

Stand

スマートロック対応
鍵付きのスマートワーキングブースは
スマートロックの使用が可能。 不特定
多数が利用する場所に設置する際に、
セキュリティ面での心配がいりません。

「狭い」「天井が低い」といった日本のオフィスが抱える課題を想定し、
よりコンパクトなサイズ設計

■color variation

Option

独自の消火装置
モリタ宮田工業と共同開発した、ス
マートワーキングブース用の消火装置。
霧状に消火薬剤が放射される為消火性
能が高いことはもちろん、ステンレス
材を使用したスタイリッシュなデザイ
ンになっています。


