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高級ゲーミングチェアメーカー「Andaseat」 とは

「Andaseat（アンダシート）」の前身は、名だたる高級車メーカーのスポーツカーシ

ートを生産する会社でした。2007年、シートメーカーとしての経験と専門知識を活

かし、プロフェッショナルなゲーミングチェアメーカー「Andaseat」が誕生。今では

世界50カ国以上への提供をするまでになりました。長い間椅子に座ることが原因で

起きる疲れや痛みを、Andaseatを利用していただくことで解決してもらいたい。「ず

っと座れる快適さ」をぜひ感じていただきたい。今後もゲーミングチェアリーディン

グカンパニーとして世界中の皆さまへ製品を提供することに専念していきます。

AndaseatのゲーミングチェアはEU基準のSGS認証を取得しています。(REACH規則・

ANSI/BIFMA・EN規格に沿った化学および物性試験）これは強度や耐久性、安全性に優れ

有害物質が含まれていないことを意味しています。また自社で12万回のロッキング耐久検

査、5,000回の耐傷検査を実施。通常の使用で約8年以上の耐久性があると結論付けてい

ます。椅子の背面・座面に使用されている高密度形成フォームは通常使用（80kgの体重で

1日7～8時間、週5日使用を想定）において8年を超え、たるみやへたりがなく使用できる可

能性があると計算されています。※8年間の使用を保証するものではございません。
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Andaseat の安全性に対する取り組み



まさに高級車の座り心地。Andaseatのプレミアムモデル

先行販売としてCAMPFIREでのクラウ

ドファンディングプロジェクトを行った

結果、1ヶ月間で2162万円もの資金調

達を達成。日本に本格参入するという

こともあり、多くの方々のご支持を頂

きました。皆さまの望みを叶える、人

間工学に基づいた高級感溢れるゲー

ミングチェアです。

人間工学に基づいたシートベースにAndaseatならではの重厚感

Kaiser3に使用されるDuraXtra™レザーは、引っかき傷や汚

れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。

また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気

性に優れたEverSoft™リネン生地（ファブリック）を使用。

さらに、10年以上に渡って人間工学の研究を重ね、それに基

づいて設計されたKaiser3 は、重厚感溢れる仕上がりに。よ

り広々と設計された平らなシートベースは、窮屈さを感じる

ことなく、ゆったりと安定した座り心地を提供します。
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Kaiser3

快適さを最上級まで追求したKaiser3。

チタンスチールで型取られたフレーム

ベースから、マグネット式ヘッドレスト、

内蔵型4方向可動ランバーサポートの

採用。宙に浮いているかのような無重

力ロッキング機能も装備。疲れ知らずで

快適に作業をしたいプロフェッショナル

なあなたへ。

Kaiser3は細部にまで高品質な素材を使用。チルト機能や

ロッキング機能を持ち合わせた チルトメカニズムをはじめ

なめらかな滑りを実現し、床に優しいPUコーティングキャ

スターや耐久性を高めた アルミホイールベースなど、一つ

一つの品質を可能な限り高めました。

製造過程などの説明はこちら
ANDASEAT LAB



Equipment

身体の動きや体重移動に合わせてチェ
アが動いて、体を支える機能である反応
性ロッキング機能を装備。Andaseat独
自の無重力ロッキング機能により、ふわ
りとゆりかごのような座り心地を実現し
ました。
 

無重力ロッキング機能

Andaseatオリジナルリクライニング機
能を搭載。90°から最大165°までリクラ
イニングが可能です。リクライニングは
お好みに合わせて細かく調整でき、的確
な位置を維持することが可能。お昼寝を
したり、お気に入りの番組を観るときな
どに煩わしさは一切ありません。人間工
学に基づいたサポートをお楽しみくだ
さい。

最大165°のリクライニング

MagSwap™テクノロジーを採用した
フルメタル4Dアームレストを装備。前後
左右4方向への平行可動に加え、高低調
整、さらには角度までスムーズに調整す
ることができます。合計8方向へ微調整
をすることができ、均等な体重配分と人
間工学的サポートを実現します。

8方向可動フルメタルアームレスト

ストレスフリーなマグネット式ヘッドレ
ストを標準装備。ヘッドレストは高密度
形状記憶冷却仕様。必要な時のみマグ
ネットで装着でき、細やかな微調整が可
能に。簡単にベストなポジションへと調
整する事ができます。

マグネット式ヘッドレスト 

Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標
準装備。ベルトストラップ付きのクッショ
ン型ではなく、椅子に内蔵されているた
め、見た目はより自然に感じられます。イ
ン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に
対して、左右2つのサイドノブダイヤル
によって調整可能。希望の姿勢で背中か
ら腰にかけてに適切なサポートを提供
します。

内蔵型ランバーサポート

Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、
MagClap™簡易組み立てシステムを備
えています。バックレストはシートベース
にスライドさせ、六角ネジを装着して両
側の磁気サイドカバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了
することができます。
 

簡易組み立てシステムの採用

GIFを使用した装備に
関する詳しい説明はこちら

Color

エレガントブラック 〈DuraXtra™レザー〉 ベントレーブラウン 〈DuraXtra™レザー〉 ロビンエッグブルー〈DuraXtra™レザー〉

クラウディホワイト〈DuraXtra™レザー〉 クリーミーピンク〈DuraXtra™レザー〉 カーボンブラック〈EverSoft™リネンファブリック〉

アッシュ〈EverSoft™リネンファブリック〉 ブロンズオレンジ〈DuraXtra™レザー〉 クラシックマロン〈DuraXtra™レザー〉
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Phantom3

人間工学に基づいたオフィスゲーミングチェア「Phantom3」は、長時間座ることを徹底的

に考慮。背中、お尻、全身の負担を軽減し、姿勢の崩れを防止。座面部分にはKaiser3と同

じく高密度成形フォームを採用。長時間に渡って行うハードなゲーミングセッションやお

仕事中に起こりうるストレスを解消することで、作業効率を次のレベルに引き上げます。シ

ンプルかつ上質なPhantom3は場所を選ばずどんなシーンにも適合します。

Equipment

ベロア生地を使用したベルト装着型ヘ
ッドレスト・クッション型ランバーサポー
トはすべてのPhantom3に標準装備。あ
なたの身体を心地よい生地と柔らかさ
で優しくサポートします。

2種のサポートクッション

Andaseatオリジナルリクライニング機
能を搭載。90°から最大160°までリクラ
イニングが可能です。また、身体の動き
や体重移動に合わせてチェアが動いて、
体を支える機能である反応性ロッキン
グ機能も装備。人間工学に基づいたサ
ポートをお楽しみください。
 

最大160°のリクライニング

「Phantom3」は耐久性との両立を考え、
合皮の中でも特に本革の質感に匹敵す
るPVCレザーを採用。柔らかく滑らかな
感触を備えた最新のPVCレザーを使用。
レザーの張り方を独自に施したシート
は、Andaseatならではの上質感を漂わ
せます。

最高級PVCレザーを全面使用

GIFを使用した装備に
関する詳しい説明はこちら

グレー〈ファブリック〉 ピンク〈PVCレザー〉 ホワイト〈PVCレザー〉 ブラック〈PVCレザー〉

Color
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Andaseatのハイスペックオフィスチェア



Product Specifications

83.5cm

51cm

63.5cm-82.5cm12.5cm

45cm-53cm

 54cm

52cm

70cm

66cm-71cm

Kaiser3 推奨身長
150cm-190cm

推奨荷重
120kgまで

椅子の表面素材
フォームタイプ
フレーム
ホイールベース
ホイール
ランバーサポート
ネックサポート
ガスピストン
認証

パッケージサイズ 

総重量
商品重量
椅子の高さ(最大)

背もたれの長さ
背もたれの肩幅
ホイールベースの直径

85×69×37cm         

32kg 

28.5kg   

136.5cm     

83.5cm  

54cm    

70cm

アームレスト
ランバーサポート
マルチチルトメカニズム
リクライニング機能

MagSwap交換システム・6方向可動
イン＆アウト・アップ＆ダウン
細やかなチルトロック機能
90°-165°

アームレストからアームレストまでの距離

アームレストの高さ調整

アームレストからの高さ

シートベースの奥行き

シートベースの幅

シートからの座面の高さ

【最小】66cm【最大】71cm

12.5cmの間で可動

【最小】63.5cm【最大】82.5cm

52cm

51cm

【最小】45cm【最大】53cm

DuraXtra™レザー/EverSoft™リネンファブリック
65kg/㎥高密度成形フォーム
100％チタンスチール
アルミニウム製
65㎜PUカバーホイール
内蔵型4方向可動ランバーサポート
マグネット式ヘッドレスト
SGS認証class4ガスリフト
REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852

55cm

82cm

    53cm

62.2cm-69.3cm7cm 

43cm-52cm 9cm

52cm

70cm

72cm-74cm

椅子の表面素材

フォームタイプ
フレーム
ホイールベース
ガスピストン
ヘッドレスト
ランバーサポート

PVC レザー
リネンファブリック 
60kg/m³ 高密度成形フォーム
スチール100% 
プレミアムナイロン
SGS認証Class-4ガスリフト
ベルベット生地仕様Mサイズヘッドレスト
ベルベット生地仕様XLサイズランバーサポート

アームレスト可動
背もたれのリクライニング

アップ＆ダウン
90°-160°

梱包サイズ
総重量
商品重量 

椅子の高さ（最大）
シートの高さ調節域
背もたれの長さ
背もたれの横幅
ホイールベースの直径

85×71×37cm         
27.9kg 
22.8kg 
137cm
9cm
82cm  
55cm   
70cm

Phantom3 推奨身長
150cm-180cm

推奨荷重
90kgまで

アームレストからアームレストまでの距離
アームレストの高さ調節域
アームレストから地上までの高さ
シートベースの奥行き
シートベースの幅
シートからの地上までの高さ

【最小】72cm【最大】74cm
7cmの間で可動
【最小】62.2cm【最大】69.3cm
52cm
53cm
【最小】43cm【最大】52cm

Option-Andaseat Kaiser3 純正 マグネット式拡張テーブル

Kaiser3のアームレストに直接装着できるマグネット式拡張

テーブルをオプションとしてご用意。Andaseatゲーミングチ

ェアを購入された42％の方々がこの拡張テーブルを購入し

ています。また、テーブルの先にはデバイススタンドがつい

ているので、テーブルに携帯やタブレットを置いて映画やゲ

ームを楽しむこともできます。

色：ブラック
設置距離：70cm

製品サイズ：85×30×1.5cm

梱包サイズ：89×36×9cm

表面材質：カーボンファイバー素材

素材：MDF

製品重量：3.6kg

総重量：4.5kg

最大負荷（テーブル）：10kg

最大負荷（モバイルスタンド）：1kg

85cm
厚み：1.5cm

7.8cm

13cm

25cm

設置距離：70cm

30cm

天然竹炭を使用した環境に優しいメッシュ生地のシートマッ

ト。レザーシートへの着座による湿気やべたつきを効率的に

和らげます。炭ならではの消臭効果も同時に実現しました。

また、シートマット背面に滑り止めの素材を採用し、滑りを抑

制。 シート素材と異なる特別に加工された竹繊維の質感素

材ですので、レザーシートに優しく、お手入れも簡単です。

色：ブラック　　　製品サイズ：45.7cm×45.7cm

100％天然竹炭使用

優れた通気性をもつメッシュデザイン

裏面は滑り止め素材を採用

天然竹炭100％。 着座による湿気やべたつきに。 

チェアに直接取り付く拡張テーブル。 
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※一部柔軟性の素材のため、表記と 実際の製品に差異が生じる場合がございます。

Option-Andaseat 純正 竹炭シートマット


