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このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。
本書には重要な注意事項や取り扱い方法が記載されています。
組み立て前、ご使用前には必ず本書をお読みになり、組み
立てが終わったあともいつでも見られるよう大切に保管して
ください。

本書はWEBでもご覧いただけます
PDFのダウンロードはこちらから

https://www.century.co.jp/racen/?m=1


2 安全上のご注意　《必ず守っていただくようお願いいたします》

●ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
● この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ
内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。
この表示で記載された文章を無視して誤った
取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性を想定した内容を示します。

この表示で記載された文章を無視して誤った
取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を
負う可能性を想定した内容を示します。

個別図記号とその意味

指示事項 禁止事項 注意事項 分解禁止

破裂注意 水濡れ禁止 指のはさまれ注意 2人作業推奨

主軸内のガスシリンダーは、絶対に分解や注油
をしないでください。

高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけが
をするおそれがあります。

ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しない
でください。

破裂によりけがをするおそれがあります。

製品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因
となります。
不要になった製品の廃棄は、各地方自治体の案内に
したがい、適切な処理方法で破棄してください。

健康に影響をおよぼすことが考えられますので、
以下の内容を守って使用してください。

● 使用開始当初は、樹脂などのにおいを感じる場合が
あります。 
換気や通風を十分に行ってご使用ください。

● ご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃以上、
相対湿度50%以上）になる場合は、換気を行ってくだ
さい。

● すべてのキャスターが床面に着いた状態で使用して
ください。

● 必ず一人でおすわりください。

● すわる際には座面の中央にすわってください。 
浅くすわったり端に寄ると、思わぬけがや故障の原因
となります。

● 位置を変えたり、高さの調節、リクライニングを変える
場合、小さなお子様やペットなどがいないこと、周囲に
何もないことを確認してから動かしてください。 
けがや破損などの原因となり危険です。

● すわる際には、必ずアームレストに手をかけながら
すわってください。 
キャスターが思わぬ方向に滑り、けがの原因となり
ます。

● 本製品を使用することで床面に傷や汚れ、色移りなど
が起こる可能性があります。 
床面保護のため、チェアマットなどの併用をお勧め
します。

着座時のルール

座面の端に
すわらない

座面の上に
立たない

リクライニング時に
足を上げない
揺らさない



3安全上のご注意

● 定期的に本製品全体をチェックし、不自然な油や鉄粉
などが出ていないか確認してください。 
異常がある場合は、サポートセンター（➡27ページ）
までご連絡ください。

● 座面の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないで
ください。

● 前後逆方向にすわったり、座面以外の部分にすわったり
しないでください。

● 乗物や運搬台代わりに使ったりしないでください。
（特にお子様に注意してください。）

● お子様だけで使わせないでください。 
けがをするおそれがあります。

● 足が床に届かない状態ですわらないでください。

● 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しない
でください。

● 可動部やすきまに手や指を入れないでください。 
けがをするおそれがあります。

● 分解や改造はしないでください。

● 柔らかいフロアの上で使用しないでください。 
床を傷つけることがあります。

● 可動部に注油しないでください。 
油がたれて床や衣類を汚す原因となります。

● 乱暴な取り扱いやすわる用途以外の使用はしないで
ください。

● リクライニング時、足を床面から上げたり、背面シート
に無理な力をかけないでください。 
転倒したりけがをするおそれがあります。

● キャスターで配線ケーブル類を踏んだり、ひも状の
ものをからんだりしないでください。 
本製品や機器が故障したり、転倒してけがをするおそれ
があります。

座ったまま寝ない
仮眠などには絶対にご使用にならないでください。
椅子から落下してけがをするおそれがあります。

アームレストに体重をかけない
アームレストに体重をかけるなど、必要以上の荷重を
かけないでください。
破損やけがをするおそれがあります。

立つ場合はゆっくりと立つ
勢いよく立ち上がると椅子が倒れたり、うしろ方向に
移動して破損やけがをするおそれがあります。

本製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・
故障などの原因となります。

直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所
や、湿気・乾燥の著しい所での使用は避けてくだ
さい。

変色や変形・そり・目割れなどの原因となります。

飲み物をこぼしたままにしたり、濡れ雑巾など
をそのまま放置しないでください。

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因と
なります。
必ず水分が残らないように拭き取ってください。

セロハンテープやシールなど、粘着性のある
ものを貼り付けないでください。

表面材がはがれる原因となります。

塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂
製品や、ゴム製品を長期間放置しないでくだ
さい。

塗装との化学反応により、接触面が変質したり、ベトツキ
現象や色の移行を起こすことがあります。

ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタ
ツキがないか点検し、ある場合は締め付けて
ください。

溶接外れや部品の欠落などの異常を発見したときは、
ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談
ください。

本製品を他の人が使用するときは、この取扱
説明書をよく読んでから使用するようにご指導
ください。



4 製品内容

出荷時、ガスシリン
ダーとシリンダー
カバーはセットされ

た状態で梱包されています。
箱から取り出すときにシリン
ダーカバーを持つと、中のガス
シリンダーが落下して床面の破
損やけがのおそれがあります。
持つ際は、ガスシリンダーの
先端部を持ってください。

背面シート （x1）座面シート （x1）

キャスター （x5） キャスターベース （x1） ガスシリンダー （x1）

シートプレート （x1）

プラカバー （各x1）

ヘッドレスト （x1） ランバーサポート （x1） 取扱説明書/保証書（本書）

六角ボルト （x21 ： 予備1） プラキャップ （x5 ： 予備1） 工具（六角レンチ/プラスドライバー）プラスネジ （x7 ： 予備1）

アームレスト （x2）

リクライニング金具 （各x1）

シリンダーカバー （x1）

（右）（左） （左上）

（左下）

（右上）

（右下）

●開封時に、次のすべての部品がそろっていることを
ご確認ください。
●バリなどの異常、ヒビなどの異常、欠品等がある場合
は組み立てを行わず、サポートセンター（➡27ページ）
までご連絡ください。
※製品内容は仕様変更や改良のため、予告なく変更する
場合がございます。あらかじめご了承ください。



5各部の名称

ヘッドレスト

ロッキング調節ノブ
（➡20ページ）

アームレスト/パッド

アームレスト昇降レバー
（➡21ページ）

リクライニングレバー
（➡20ページ）

座面昇降・ロッキングレバー
（➡20ページ）

【 正 面 】

【 背 面 】

ランバーサポート
（➡21ページ）



6 組み立て方法

組み立て作業場所の注意

・ 組み立て作業は、必ず安定した平らな場所で行って
ください。
・ 床や壁などを傷付けないように、厚手の布や段ボール
などを敷いての作業をお勧めします。
・ 危険ですので小さなお子様のいない状態で組み立て
を行ってください。

組み立て前の注意

■バリや突起部分の注意（正常、異常の場合の両方）
・ 開封後、製品に欠品等がないかご確認ください。
・ 製品に不自然な突起やヒビなどの異常がある場合、
サポートセンター（➡27ページ）までご連絡ください。
■油などがついている部分の注意
・ 金属などの可動部分には潤滑油やグリスなどが塗布
されております。 
他のものに付着しないようにご注意ください。

組み立て上の注意

■ネジの仮締め、増し締めについて
・ ネジは1箇所を一気に完全に締め付けず、ほかのネジ
も仮締めの状態で取り付けておき、対角線の順で増し
締めを行って固定してください。

本製品は次の順序で組み立てると、スムーズに組み上がります。

キャスターの取付け

ガスシリンダーの取付け

シートプレートの取付け

アームレストの取付け

座面シートの取付け

リクライニング金具の取付け

背面シートの取付け

プラカバー（右側）の取付け

プラカバー（左側）の取付け

ランバーサポートの取付け

ヘッドレストの取付け

プラキャップの取付け

第
３
段
階

第
２
段
階

第
１
段
階

組み立ての順序



7組み立て方法

このページで
使用する部品

キャスターベース
（x1）

キャスター
（x5）

キャスター

キャスターベース

取り付け穴

シャフト
この部分がかくれるまで
しっかり押し込む。

①
①

①

① ①

②

（裏側）（裏側）（裏側）

① キャスターベースをうら返し
て、取り付け穴にキャスターを
5本取り付けます。 
キャスターのシャフトがかく
れるまで、垂直にしっかり押し
込みます。

キャスターの取付け

② キャスターベースをおもて
向きに戻します。

指のはさまれ注意



8 組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

ガスシリンダー
（x1）

シリンダーカバー
（x1）

シリンダーカバー

ガスシリンダー

で組み立てたもの

ガスシリンダーの
先端部が見えるよ
うにしてカバーをか
ぶせます。

※取付後は取り外せなく
なります。
ご注意ください。
※潤滑油、グリス等がほか
のものに付着しないよう
にご注意ください。

①

②
先端部

① キャスターベースの中心の穴
にガスシリンダーを取り付け
ます。 
ガスシリンダーが抜けないよう
に、しっかり押し込みます。

ガスシリンダーの取付け

② ガスシリンダーの上からシリン
ダーカバーをかぶせます。

出荷時、ガスシリン
ダーとシリンダーカ
バーはセットされた

状態で梱包されています。
箱から取り出すときにシリン
ダーカバーを持つと、中のガス
シリンダーが落下して床面の破
損やけがのおそれがあります。
持つ際は、ガスシリンダーの
先端部を持ってください。

指のはさまれ注意



9組み立て方法

このページで
使用する部品

座面シート
（x1）

シートプレート
（x1）

六角ボルト
（x4）

工具
（六角レンチ側）

4 1

2 3

六角ボルト

座面シート

シートプレート

六角ボルトは1→2→3→4の順番を何度か繰り返して、4本を
均等にきつく締め付けます。

六角ボルトのスプリングワッシャーのすきまがなく
なるまで固く締め付けます。

スプリングワッシャー

（裏側）（裏側）（裏側）

① 座面シートをうら返して、シート
プレートを取り付けます。 
取り付けの際は、前後の向きに
注意してください。

シートプレートの取付け



10 組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

アームレスト
（x2）

六角ボルト
（x8）

工具
（六角レンチ側）

アームレスト

アームレスト

六角ボルト

六角ボルト

六角ボルトは1→2→3→4の順番を何度か繰り返して、4本を
均等にきつく締め付けます。

で組み立てたもの

14

32

① 座面シートの裏側に、アーム
レストを2本取り付けます。 
アームレストに左右の向きは
ありません。
※ シートを支える人とボルトを
回す人の、２人での作業を推奨
します。

アームレストの取付け

六角ボルトのスプリングワッシャー
のすきまがなくなるまで固く締め
付けます。

スプリングワッシャー

２人作業推奨



11組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

で組み立てたもの

で組み立てたもの

で組み立てたもの

ガスシリンダー
取り付け穴

ガスシリンダー
先端部

ガスシリンダー
取り付け穴

ガスシリンダー
先端部

①

①

～座面シートを立てて作業する場合～

① シートプレートのガスシリン
ダー取り付け穴に、ガスシリン
ダーの先端部をまっすぐ差し
込みます。
※ 取付後は取り外せなくなり
ます。ご注意ください。

座面シートの取付け

座面シートを持ちながらの作業
がむずかしい場合は、座面シート
の前側を下向きにしてを立て、
キャスターベースを持って差し
込むようにすると、作業がしやすく
なります。

指のはさまれ注意



12 組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

リクライニング金具（右）
（x1）

リクライニング金具（左）
（x1）

六角ボルト
（x4）

工具
（六角レンチ側）

で組み立てたもの

リクライニング金具（右）

リクライニング金具（左）

六角ボルト

六角ボルト

①

①

②

②

このページの作業では、六角ボルトは仮締め程度
に締めてください。
次の　  の組み立ての際、ほかの六角ボルトといっ
しょに最後まで締め付けます。

① 座面シートの右側後部に、リク
ライニング金具（右）を取り付け
ます。 
このとき、2本の六角ボルトは
最後まで締め付けず、金具が
動く程度の仮締めにしてくだ
さい。

リクライニング金具の取付け

② 座面シートの左側後部に、リク
ライニング金具（左）を取り付け
ます。 
このとき、2本の六角ボルトは
最後まで締め付けず、金具が
動く程度の仮締めにしてくだ
さい。



13組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

背面シート
（x1）

六角ボルト
（x4）

工具
（六角レンチ側）

スプリングワッシャー

六角ボルトのスプリングワッシャーのすきまがなく
なるまで固く締め付けます。

六角ボルト

六角ボルト

②

②

②
②

②

②

②
②

① 座面シートに取り付けたのリク
ライニング金具（右・左）の間に
背面シートを差し込みます。
※ 背面シートが金具に当たって
表面を破かないように注意
してください。

背面シート

で組み立てたもの

①

背面シートの取付け

② 背面シートとリクライニング
金具（右・左）の上部を、六角
ボルトで固定します。 
このとき、座面シート側の六角
ボルトも均等にきつく締め付け
ます。
※ シートを支える人とボルトを
回す人の、２人での作業を推奨
します。

２人作業推奨指のはさまれ注意



14 組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

プラカバー（右下）
（x1）

プラカバー（右上）
（x1）

プラスネジ
（x3）

工具
（プラスドライバー側）

プラスネジ

リクライニングレバーリクライニングレバーリクライニングレバー

プラスネジ

プラカバー（右下）

プラスネジ

プラカバー（右上）

キャッチ穴

①

②

で組み立てたもの

パチン

① リクライニング金具（右）の下側
にプラカバー（右下）を取り付け
ます。 
このとき、カバーのスリットに
リクライニングレバーを通して
ください。
※ ネジを強く締め付けすぎると
カバーが割れてしまいますので
ご注意ください。

プラカバー（右上）の見分け方

【右上】【左上】

プラカバー（右側）の取付け

② リクライニング金具（右）の上側
にプラカバー（右上）を取り付け
ます。 
このとき、カバー裏側の丸い
突起部を、プラカバー（右下）の
キャッチ穴にはめ込みます。

指のはさまれ注意



15組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

プラカバー（左下）
（x1）

プラカバー（左上）
（x1）

プラスネジ
（x3）

工具
（プラスドライバー側）

プラスネジ

プラスネジ

プラカバー（左下）

プラスネジ

プラカバー（左上）

キャッチ穴

①

①

②

で組み立てたもの

パチン

① リクライニング金具（左）の下側
にプラカバー（左下）を取り付け
ます。
※ ネジを強く締め付けすぎると
カバーが割れてしまいますので
ご注意ください。

プラカバー（左上）の見分け方

【右上】【左上】

プラカバー（左側）の取付け

② リクライニング金具（左）の上側
にプラカバー（左上）を取り付け
ます。 
このとき、カバー裏側の丸い
突起部を、プラカバー（左下）の
キャッチ穴にはめ込みます。



16 組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

ヘッドレスト
（x1）

パチン

バックル

ヘッドレスト

ゴムバンドゴムバンドゴムバンド

バンドホール

で組み立てたもの

① ヘッドレストの左右に付いてい
るゴムバンドを、背面シートの
バンドホールに通します。 
また、バンドをつないだ状態
でシートの上からかぶせても
お使いいただけます。

ヘッドレストの取付け （お好みに応じてご使用ください）

② シートの裏側で左右のゴム
バンドを伸ばしなから、パチン
と音がするまでバックルを留め
ます。
※ ゴムバンドは引っ張りすぎると
伸びたり切れてしまいますの
で、必要以上に引っ張らないで
ください。

指のはさまれ注意



17組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

ランバーサポート
（x1）

②

②

ランバーサポート

バンドホール

パチン

で組み立てたもの

バックル

ゴムバンドゴムバンドゴムバンド

① ランバーサポートの左右に付
いているゴムバンドを、背面
シート上部のバンドホールと
シートの下側に通します。

ランバーサポートの取付け （お好みに応じてご使用ください）

② シートの裏側で上下のゴム
バンドを伸ばしなから、パチン
と音がするまでバックル2箇所
を留めます。
※ ゴムバンドは引っ張りすぎると
伸びたり切れてしまいますの
で、必要以上に引っ張らないで
ください。

指のはさまれ注意



18 組み立て方法

このページで
使用する部品

で組み立てたもの

プラキャップ
（x4）

プラキャップ

プラキャップ
①

①

で組み立てたもの

①

①

① プラカバー（左右上下）側面の
ネジ穴にプラキャップを取り
付けます。 
取り付ける場合は、本製品の
使用を始めてから数か月間の
動作をご確認後に取り付けて
ください。

プラキャップの取付け

プラキャップは一度
取り付けると外せなく
なります。 

（ プラスネジの調整やカバー内
部の六角ボルトの調整もでき
なくなるため、取り付けない
ことを推奨します。）
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MEMO



20 各部の機能と調節方法

機能 調節方法 操作説明

ロッキング

座面昇降

リクライニング

リクライニングの操作は、必ず座面にすわった状態
で操作してください。
座面にすわらずに操作をすると背面シートが勢い
よく動き、思わぬ事故や故障の原因となるおそれが
あります。

リクライニングレバーリクライニングレバーリクライニングレバー

ロッキング調節ノブ

固定解除

座面昇降・ロッキングレバー

座面昇降・
ロッキングレバー

上げる

上げる上げる上げる

硬化
する

軟化
する

▼ 座面から腰を浮かせた
状態で座面昇降レバー
を上げると、シート全体
が上昇します。
▼ すわったままの状態で
レバーを上げると、体の
重みで座面が下降し
ます。
※ 上げた際にアームレス
トが机などに当たらな
いように注意してくだ
さい。

▼ 座面にすわり、背面シー
トに軽く背をつけてリク
ライニングレバーを引き
上げます。 
そのまま後方に体重を
かけるとシートが傾き
ます（最大約160度まで
傾斜可能）。
▼ レバーをもどすとその
角度でロックされます。
※ リクライニングした際に
背面シートが物や壁に
当たらないように注意
してください。

▼ 座面にすわり、後方に体重
をかけるとシート全体が
ロッキング（揺動）します。
▼ ロッキング調節ノブで、
ロッキングの硬軟（戻り
の強弱）を調節すること
ができます。
※ 無理にノブを回すと、
破損の原因となります
のでご注意ください。

▼ ロッキングレバーを押し
引きすると、ロッキング
の解除⇆固定の操作が
できます。



21各部の機能と調節方法

機能 調節方法 操作説明

3Dアームレスト①
（アームレスト昇降）

3Dアームレスト②
（前後調節・左右角度）

ランバーサポート

アームレスト昇降レバー

パッド

パッド

ゴムバンドゴムバンドゴムバンド ゴムバンドゴムバンドゴムバンド

上げる上げる上げる

上移動 下移動

前後調節 左右角度

▼ アームレスト昇降レバー
を上げながらパッドを
持ち上げると、アーム
レストの高さが調節でき
ます（6段階）。
▼ レバーをもどすとその
高さでロックされます。
※ アームレストに体重を
かけないでください。 
けがや故障の原因となり
ます。

▼ アームレストのパッドは
前後に動かすことができ
ます（6段階）。
▼ アームレストのパッド
は、左右に角度を変える
ことができます（左・中
央・右）。
※ アームレストに体重を
かけないでください。 
けがや故障の原因となり
ます。

▼ ランバーサポートは上下
に動かすことができます
（移動幅約34cm）。
▼ 左右のゴムバンドを平行
に上下させて、ランバー
サポートをお好みの位置
に調節します。
※ ゴムバンドは引っ張り
すぎると伸びたり切れ
てしまいますので、必要
以上に引っ張らないで
ください。



22 取り扱いについて

お手入れの方法

本製品をお手入れする際は、次の要領で行ってください。
・安全のため、必ずリクライニングやロッキング機能をロックしてから作業を行ってください。
・汚れがひどい場合、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を浸しよくしぼってから拭いてください。
・から拭きする場合は、かわいた柔らかい布でから拭きしてください。
※可動部の潤滑油、グリス等は拭き取らないでください。故障の原因となります。

製品を長くお使いいただくために

・ 硬いものや尖ったものに接触すると傷や破れなどの原因となります。 
キーチェーンやヘアピンなどのアクセサリをつけたまま座らないでください。

お手入れ上のご注意

必ず水で薄めた中性洗剤をご使用ください
シンナー、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤、アルコールや薄めた塩素系漂白剤、磨き粉などは
使用しないでください。
樹脂パーツが変形・変色したり塗装がはがれる原因となります。

レザー用クリーナーを使用しないでください
本製品の主な素材は、PU（ポリウレタン）やPVC（ポリ塩化ビニル）といった合成皮革になります。
レザー用クリーナーに含まれる油分や溶剤と合成皮革が化学反応を起こし、
シートの劣化や塗装がはがれる原因となります。

シートを湿ったままにしないでください
合成皮革が水分を含み、紫外線や皮脂などと化学反応を起こし、
シートの劣化や塗装がはがれる原因となります。
シートが湿っている場合は、かわいた柔らかい布などでから拭きしてください。

キャスターの汚れはこまめに取り除いてください
キャスターベースとシャフトの間にホコリが付着していると、キャスターがスムーズに回転できず
思わぬけがや故障の原因となります。
定期的に汚れをチェックし、乾いた布やブラシなどでホコリを取り除いてください。



23取り扱いについて

点検について

・ 定期的に本製品全体をチェックし、不自然な油や鉄粉などが出ていないか確認してください。 
異常がある場合は、サポートセンター（➡27ページ）までご連絡ください。

健康上の注意

・ 腕、肩、首、目、腰、足、肌など、体に違和感やかゆみ、痛み、疲れを感じる場合はすぐに使用を中止してください。 
不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してください。
・ 障害や疾患がある場合や、疲れがある場合は、製品を使用することによって症状が悪化する可能性があります。 
このような場合、使用する前に医師に相談してください。

使用や経年による劣化について

・ 座面シートや背面シート、アームレストなどに使われている素材は、直射日光や紫外線などを浴びたり、湿度や汗など
の水分の影響を受けることで劣化し、表面のツヤが変化したり、ベトツキ、剥離、硬化、ひび割れなどが起きることが
あります。 
水分や汗が付いた場合はすぐにふき取り、直射日光を避けて湿気のこもらない風通しの良い場所に置くことで、劣化
するまでの時間が延び、長くお使いいただけます。

廃棄について

・不要になった製品の廃棄は、各地方自治体の案内にしたがい、適切な処理方法で破棄してください。
・大変危険ですので、お客様ご自身による分解、分別などはおやめください。



24 トラブルシューティング　～故障かな？と思ったら～

主なトラブルの対処方法を説明いたします。
「故障かな？」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。
以下の項目を確認しても症状が直らない場合は使用を中止し、サポートセンター（➡27ページ）までご連絡ください。

症状 対処方法
シートが下がらない 座面の中央に深く腰を掛けて座面昇降レバーを操作してください。

（➡20ページ）

シートが上がらない 座面から腰を浮かせた状態で座面昇降レバーを操作してください。
（➡20ページ）

ロッキングできない ① ロッキングレバーを解除位置に操作してください。 
（➡20ページ）
② ロッキング調節ノブを反時計回り（looseの方向）に回して、ロッキングの
戻りを軟化させてください。 
（➡20ページ）

後方に体重をかけてもロッキング
しない

シートプレートの取り付けの前後を間違えていないか確認してください。
（➡9ページ）

背面シートがぐらつく 背面シートと座面シートの左右の六角ボルト8本をしっかり締め直してくだ
さい。
（➡12、13ページ）

リクライニング時に音がする シートがこすれる音や内部金具から少し音が鳴る場合があります。
こちらは異常ではありません。
不自然に大きな音や割れるような異音が鳴る場合は、故障の可能性があり
ます。
サポートセンター（➡27ページ）までご相談ください。



25トラブルシューティング　～故障かな？と思ったら～

MEMO



26 寸法図・製品仕様

※製造上の個体差や縫製の具合により、1cm～2cm程度の誤差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
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製品仕様
商品名 RACENゲーミングチェア RISING

型番 CRC-GMCHAIR01

寸法（組立後）※

全体寸法 約1,230mm ～ 1,295mm

座面幅 約390mm

座面奥行 約520mm

座面厚さ 約90mm

座面高調節幅 約65mm

アームレスト調節高 +75mm 6段階

背面リクライニング角度 最大約160度、23段階調整

座面高※ 約420mm ～ 485mm

ガスシリンダー 昇降幅約75mm、DIN4550 class-4

材質

背面・座面

PU（ポリウレタン）、PVC（ポリ塩化ビニル）、スチールアームレスト

キャスター

キャスターベース ナイロン樹脂

座面クッション モールドウレタン

ヘッドレスト・ランバーサポート 布

内部骨組み スチール

重量（組立後） 約21kg

耐荷重 約150kg

寸法図※



27サポート・保証規定

̶ 本書に関するご注意 ̶
１．　 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
２．　本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
３．　 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、

お気づきの点がございましたらご連絡ください。
４．　 運用した結果の影響については、【３.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
５．　 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン

チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた
損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※掲載している商品および仕様は2021年9月現在のものです。
※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※ This product version is for internal Japanese distribution only. 
Ⅰt comes with drivers and manuals in Japanese. 
This version of our product will not work with other languages operating system and 
we provide help support desk in Japanese only.

ラセンゲーミングチェア

RISING

サポートセンターへご相談の際は…

センチュリーサポート
マスコットキャラクター

ライジング

修理受付のご案内

本製品はお預かりしての修理を行っておりません。
基本的には故障部分の部品をお送りする形になります。
万が一製品に異常がある場合は故障部位の写真を
弊社サポートセンターにお送りください。

【サポートセンター】

04-7142-7533
（電話受付時間　平日 午前10時 ～ 午後5時まで）

【メール】 
support@century.co.jp

【お問い合わせ】 

https://www.century.co.jp/support/
contact/support.html

■販売元

■製造・輸入元
株式会社関家具
〒831-0033　福岡県大川市幡保201-1

保　証　書

ー 保証規定 ー

1．  弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換を
お約束するものです。 
したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありま
せん。

2．  本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。 
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するもの
とします。 
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障
した場合には無償で修理いたします。 
（ 修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく
場合がございます。）

3．  購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や
納品書を指します。 
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してくだ
さい。

4．  保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
  a . 購入日を証明する資料を提示されない場合。
  b . 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
  c .  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および

損傷。
  d . 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  e .  お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でない

ために生じた故障および損傷。
  f . 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  g . 特定機種でのみ発生する動作不良等。（相性の問題）
  h .  説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障

および損傷。
  i . 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
  j . 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
  k .  オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手

した場合。
5．  保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。 
尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時
は弊社の負担とさせていただきます。 
保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。

6．  本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上
記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯
一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じ
る直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。 
弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム（機能停止
期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の
製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラ
ムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。

7．  修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を
延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書
を添付していただく必要がございます。

8．  保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものと
します。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。 
また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。

9．  製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。 
その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。

10．  保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
11．  本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。 
日本国外への保守対応、修理対応は行いません。 
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入日から 1年間
※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※ 保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご提示いただき
ます。 
紛失しないように大切に保管してください。

https://www.century.co.jp/support/contact/support.html?m=1
https://www.century.co.jp/?m=1
https://www.sekikagu.co.jp/?m=1


RACEN URL

RACENゲーミングチェア RISING
CRC-GMCHAIR01

取扱説明書
CRC-GMCHAIR01_m01_20211001

https://www.century.co.jp/racen/?m=1
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