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The price for freedom is 
less than you might think.

With the “Pro Unit” component system, 
desktops and legs can be configured to 
meet individual office requirements. And, 
as needs change, the layout can be modified 
or expanded simply by combining other 
“Pro Unit” components with existing layouts. 
The versatility of this system makes it both 
highly efficient and cost effective over time.

ミニマムなユニットで、�
豊かな発展性。�

Pro Unit［プロユニット］は、�

ワークスタイルに合わせて天板、脚などの�

ユニットをチョイス。�

将来の転用・展開やカスタマイズにも、�

最小限のパーツの追加・交換で�

フレキシブルに対応できます。�

スタイリッシュで自由度の高い�

新しいワークステーションのご提案です。�

�

o n c e p tC
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720mm

03

シンプル、という普遍的価値。�

美しくあるために、そして可能な限り長期間お使いいただくために、�

プロユニットは普遍的な価値にこだわりました。�

デザインはシンプルで直線的。可能性あふれる空間が、ここに広がります。�

Units
LegWorkSurface

01 02

Simplicity has universal value 

The simple and versatile design of the 
“Pro Unit” component system makes 
it possible to reconfigured and expand or 
adapt the office environment to changing 
needs over time, create an efficiency, 
cost effective work environment.
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Case Study Of Pro Unit #001

05 06

The ProUnit can be set up as 
an ideal workstation by 
freely combining the unit components.

The ProUnit can flexibly cope with any changes in 
workstation requirements, owing to its simple and 
streamline composition, which consists of 
work surface boards, legs and beams. It allows the 
user to create a variety of workstation layouts, 
making it ideal for changing office environments. 

o n c e p tC

ユニットを自由に組み合わせて、理想のワークステーションを構築。�

プロユニットは、ワークサーフェース・レッグ・ビームといった�

シンプルなユニットの構成で、ワークスタイルの変化にも柔軟に対応。�

さまざまなタイプのワークステーションを構築できます。�

01WorkSurface Unit×8�

02Leg Unit×10�

03Beam Unit×8



Case Study Of Pro Unit #001
Large Worktable

Case Study Of Pro Unit #002
Workstation+Meeting Space

Case Study Of Pro Unit #002
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最小限のユニットの入換えで、将来的な変化に柔軟に対応。�

プロユニットは、転用が簡単です。大型ワークテーブルに�

レッグ・バックパネル・ワゴンを追加するだけで、�

実務に集中できるワークステーションとミーティングスペースへ簡単に変化します。�

The ProUnit is a versatile and flexible system which allows the setting up of various 
workstation layouts merely by exchanging a minimum number of unit components. 

The ProUnit is easily adapted to a wide range of applications. Simply by adding legs, back 
panels and wagons, for example, a large-sized work table can be reconfigured into a 
workstation where employees can both work alone or converse with colleagues. 

o n c e p tC

02Leg Unit×2�
04Panel Unit×2�
    Wagon×2

01WorkSurface Unit×8�
02Leg Unit×10�
03Beam Unit×8
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ワーカーのための最適環境を実現。�

ワークスタイルと必要性に合わせて自在に変化させることが可能なプロユニット。�

これにより最適化されたオフィス環境は、ワーカーひとりひとりの�

モチベーションを高め、個性と能力を存分に発揮させることができます。�

Optimizing productivity by addressing 
individual needs

The “Pro Unit” component system is designed so that each user 
can select from the various combinations of components to create 
a workstation that most closely matches their working style and 
requirements. This freedom makes for a pleasant and productive 
work environment.

p p l i c a t i o n sA



チームの結束を生む120度レイアウト。�

ワーカーの動きにマッチし、天板を効率良く使えるとともに、�

チームとしての一体感を生む120度デスク対向レイアウト。�

移動の少ないワーカーにはスリム袖タイプを、�

よりアクティブなワーカーには可動するワゴンを選択しています。�

ビームの角度を変えることができる中間脚は、�

90度、120度、135度レイアウトに、対応することも可能です。�

11

90度レイアウト�

120度レイアウト�

135度レイアウト�

p p l i c a t i o n sA
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120-degree desk layout ensures closer teamwork.

This unit connects three desks facing each other at 120-degree angles and improves comfort 
by making it possible for the occupants to communicate more readily while seated. Depending on 
the needs of the user, a slim stationary desk and a wider unit on casters are also available. 
The mounting angle of the center leg is adjustable to 90, 120, or 135 degrees, 
making the desk unit ideal for a variety of layouts.

12
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高さ調整で、ワーカーそれぞれにフィットしたProUnitUD。�

体格や執務内容に合わせて、自分で簡単にデスクの高さを変えることができます。�

Pro Unit UDは、デスクの天板が昇降可能で、座位姿勢、立位姿勢の両方に対応。�

より健康的で活動的な空間を生むことができます。�

�

The ProUnit UD series fit a variety of 
workers’ physiques since its height is adjustable.

Users may easily adjust the desk height according to their physical sizes and work styles. 
The ProUnit UD incorporates a height-adjustable desk-top board, thereby meeting both sitting 
and standing work styles. This helps create a more healthful, active office setting.

デスク 手動タイプ�
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デスク 電動タイプ� テーブル 電動タイプ�

Pro Unit UDにつきま
しては、専門のカタロ
グがあります。担当
者におたずねください。�

p p l i c a t i o n sA
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デスクの奥行きを効率化して、空間に新たなゆとりを創出。�
パソコンの小型化などを考慮し、作業面の奥行きを600mmに、�

収納量を確保するため袖脚部分の奥行きを700mmに設定した天板形状を採用。�

執務時も椅子の収納時も、効率化した100mmが空間に新たなゆとりを創出します。�

�
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Adopting an efficiently narrow depth, 
the desk produces spacious room around it. 

And, by considering the downsizing trend in personal computers, the desk top is a 
space saving 600 mm deep. In order to create a sturdy and usable desk, 
the desk-top board is coupled with 700 mm-deep side legs. 
This creates more leg room and adds to the spacious feeling of the unit. 

p p l i c a t i o n sA
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集中とコミュニケーションを両立するレイアウト。�

執務に集中するときは前を向き、振り向けばチームメンバーとの�

コミュニケーションが可能な90度デスク背面レイアウト。�

天板は1600mm×1600mmの左右対称形を採用し、�

隣り合うデスクの脚は共有脚としました。�

バックパネルはチームの結束力を高めると共に、�

通路とプロジェクトエリアを仕切る役目をしています。�

p p l i c a t i o n sA
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Creating workspaces for privacy and communication 

The 90-degree back-to-back layout makes it possible for the occupants of the workstations to work 
in a private, enclosed space, or by turning around, to communicate freely with coworkers. 
Individual work surfaces are uniformly 1600 mm x 1600 mm with on leg supporting two desk units. 
Combining panels to form a backdrop clearly identifies the work area and isolates it from common areas. 

18
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スペース効率の良い島型対向式レイアウト。�

PC作業のしやすいラウンド形状の天板と足元をかくすパネル脚。�

対向レイアウトの中央には配線処理を容易にするため、デスクトップパネルと幕板を組み合せ、�

また通路に面するデスクには幕板併用のバックパネルを組み合せています。�

19
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Face-to-face 
island-type layout

Curved workstation tables ensure more 
efficient use of space and PC operation, 
while a panel-type leg hides the space 
below the desk. Positioning a larger 
back panel lends privacy from busy areas 
and used in combination with a lower 
back panel also creates privacy for desks 
facing each other. The panels are 
designed to make placing of electrical 
cords and wiring easy and simple.

p p l i c a t i o n sA
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整然とした空間にオープンなミーティングスぺースを配置。�
ワイヤリングコアに、アッパーユニットとライトプレーンの両ラウンドデスクを組み合わせたレイアウト。�

ディスプレー下がすっきりしているので、天板が広く使えます。�

中央には即座の打ち合わせに対応できるようミーティングスペースを配置。�

デスクを中心にレイアウトするのではなく、ワイヤリングコアを中心にプロユニットを配置。�

ワイヤリングコアには、大容量の配線を格納でき開閉式の配線カバーも設置できるため、ワイヤリングマネジメントのしやすさも向上します。�

また、アッパーユニットなどのオプション装着も可能となり、将来的な用途の変化にもスムーズに対応できます。�

�

新しい発想、ワイヤリングコアを軸にした配置で将来的な変化にも対応。�

21

デスクトップパネル�

28m厚のデスクトップパネルはアンダ

ーカバーの有無を選択できます。��

�

立上げ配線�

脚カバーを外せばケーブル類を脚内

に立上げ配線することができます。また、

オプションのケーブルガードもご用意。�

�

カウンタートップ�

アッパーユニットに取り付け、共有資料

などをきれいに配置できます。�

�

配線カバー�

ケーブル類を脚内に立ち上げ配線可能。�

オプションのケーブルガードもご用意。�

アッパーユニット�

ワイヤリングコアと組み合わせて、様々

なオプション展開をサポートします。�

�

ワイヤリングコア�
プロユニットデスクの連結はもちろん多彩なオプションの装着や優れた

ワイヤリングマネジメントを可能にします。�
※写真はイメージです。実際にはデスクとの連結やフリースタンディング脚等を�
    組み合わせてご利用ください。�
�
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プライバシーを守り集中を高めるクラスター型レイアウト。�
クラスター型レイアウトが、ワイヤリングコアを使うことで�

可能になります。ワイヤリングコアを軸にホワイトのデスクと�

ブラッククロスのパネルを組み合わせて配置しました。�

A newly developed 
arrangement using a wiring 
core as the axis makes it 
possible to build and expand 
the furniture configuration 
in the future.

Arrange the PROUNIT desks by using the 
wiring core as the spine of the desk 
layout, rather than placing priority to desk 
positions.The wiring core is capable of 
holding a large amount of cables and is 
provided with an optional opening/closing 
wiring cover, thereby ensuring easy wiring
maintenance. Other optional devices, 
such as an upper unit are also available. 
These options make changing 
configurations simple and easy.

22
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デスクトップサイドパネル（中間用）�

隣接するデスク同士を仕切ることで、

プライバシーを守り集中を高めます。�

フロアサイドパネル（エンド用）�

専用パネルをデスクサイドに設置すれば、

通路側を目隠してすっきり仕上がります。�

�
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120度デスクでプロジェクトエリアを創出。�
120度デスクでコンセントレーションとコミュニケーションを両立し、�

チームでの一体感を高めるプロジェクトエリアを構築。空間にゆとりと洗練を生むレイアウトです。�

ホワイトのデスクにべールグレーのパネルで輪郭付けし、�

ブラウンのチェアを組み合わせてシックなイメージを演出しています。�

プロユニットはシンプル&シャープなデザイン。どのようなレイアウトでも、美しく機能的に仕上がります。�

様々なカラーとユニットを組み合わせることで、オフィスのイメージに最適なレイアウトを実現。�

新しいセンスと機能性を組み込んだワークステーションが構築できます。�

美しく機能的なワークステーションの構築が自在。�

23
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メンバーとの面談に配慮したマネージャーブース。�
L型デスクとサイドミーティングテーブルを組み合わせて、�

訪れたメンバーのプライバシーに配慮しながら一人一人との面談を可能にしています。�

淡い木目の天板やぺ－ルブルーのパネルを使うことで、�

メンバーが行きやすく、話しやすい雰囲気に仕上げています。�

24

The Pro Unit creates 
a refined and functional 
workstation.

The Pro Unit series is based on a simple 
yet highly functional design concept: 
Function and beauty working in harmony 
to increase comfort and productivity 
in the office environment. 
The combining of many colors and 
components makes it possible to create 
highly specialized, yet individualistic layout 
arrangements that meet the myriad of 
needs of Okumura’s many customers.  
The Pro Unit series redefines function 
and style in the office setting. 

p p l i c a t i o n sA
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ワークツールと組み合わせた省スペース・L型レイアウト。�
省スペースでユーティリティを高めたレイアウト。�

デスクの連結部は共有脚を使って足元スぺースを有効活用、�

L型になるようにワークツール（ワゴン）を組み合わせて収納量を確保し作業スペースも拡げています。�

フロントパネルはフロスト／クロスのコンビで明るく軽快なイメージを演出。

立位姿勢を取り入れたアクティブなワークスタイルを実現するレイアウト。�
個人席は共有脚を採用してスペースを有効活用。�

加えてマルチパーパスなエリアとしてプロユニットUDの天板昇降デスクを隣接させました。�

立位姿勢を取り入れて気分転換を図ることができ、タッチダウンデスクとしての利用も可能です。�

ライトプレーンの天板やオレンジのパネルを使用し、�

アクティブでありながらやさしく暖かい雰囲気を演出しています。�

�

ワーカー同士の視線が合わず集中しやすいレイアウト。�
1600W（700D）×1400 W（550D）の異型L型天板を全て同じ方向に配置した、�

ワーカー同士の視線が合わないレイアウト。チームとしてのつながりを確保しつつ、ワーカーの独立心を高めています。�

スキップシルバーの本体にネオウッドダークの天板、パネルとイスはブラックを基調とし、�

シックで高級感のあるワークステーションです。�

25 26
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オフィスのイメージに合わせて選べる5色�

Slanted edge gives the desktop a thin, 
sharp appearance

ひとにやさしい天板カーブ�

Ergonomically curved desktop 

現在の高さを表示するインジケーター、�

4つの高さを記憶できるメモリー機能を装備した�

電動スイッチ（ProUnit UD電動タイプ）�

The ProUnit UD electric type is equipped with a 
height indicator and a power switch that 
memorizes a total of four (4) height selections.

体格に合わせて最適な天板高さに調整できる�

昇降ハンドル（ProUnit UD手動タイプ）�

The ProUnit UD manual type comes with a manual 
elevating handle that makes desk-top height 
adjustable in order to accommodate occupants of 
any size and shape. 

合理的で使いやすいワイヤリングマネジメント�

Streamline and easy-to-use wiring design

シンプルでスッキリとしたバックパネル�

Simple but refined looking back panel

空間を仕切り、統一感のあるデスクトップパネルと�

化粧幕板の組み合せ�

Partition panels and desktop panels join to create 
an efficient and productive work area.

机の下を床まで隠せる�

28mm厚バックパネルフロアタイプ。�

A floor type, 28 mm-thick back panel hides the area 
from the desk to the floor.

パネルは22mm厚と28mm厚の2タイプ。�

Panel thicknesses of 22 mm and 28 mm are available.

28mm厚パネルはトレー（別売）などが�

設置できるファンクションレールを装備。�

A 28 mm-thick back panel is equipped with a 
functional rail on which an optional tray can 
be mounted.

足元が広く使える脚ユニット�

The desk legs create usable space underneath

専用脚（エンド用、中間用）を設置して�

自立させることが可能。（ワイヤリングコア）�

Self-standing types are available when 
coupled with exclusive legs (for end and 
intermediate types).

シンプルで洗練されたデザイン。�

飽きのこないシンプルで直線的なデザイン、だからこそディテールにこだわった仕上げです。�

長期にわたってお使いいただくこと、自由な組み合わせを実現すること、�

そのためにユニットひとつひとつの美しさと機能性を徹底して磨き上げています。�

Simply sophisticated

This streamline design is permanently fashionable, and with upgraded 
components and accessories usable in countless combinations, 
this model will remain efficient and attractive for many years to come.



パネル脚／Panel-type legL脚／L-shaped leg

袖脚／Side deskスリム袖脚／Slim side desk

29

2つのフェースバリエーションから選べるワゴン（3段A4ファイルタイプ）

This wagon comes in two surface variations.

用途に合わせて選択できる脚ユニット�

Various styles of legs are available to meet every 
space requirement.

直線的でシンプルな収納デザイン�

Housing units that are sleek and simple
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プロユニットシリーズは最適・快適なオフィス進化を実現します。�
�多様な天板形状を持つプロユニットデスク。最適な執務姿勢を提供する天板昇降タイプのプロユニットUD。�
多目的に使える天板連結型デスクのプロユニットフリーウェイなど充実したバリエーション。�

優れた配線機能を備えオプション展開の幅を広げるワイヤリングコアを加えて、�

プロユニットシリーズなら、オフィスをさらにシンプルで洗練されたイメージに統一できます。�

�

The PROUNIT Series helps realize more advanced and comfortable office environments.

Large variations are available from the PROUNIT desks of many different shapes, the PROUNIT UD having an elevating desktop panel to offer the most appropriate working posture, 
and the PROUNIT Freeway, in which more than one desktop panel is connectable to meet many application styles. 
Together with the wiring core, which is designed with excellent wiring functions allowing for wide applications of optional devices, 
the PROUNIT Series helps unify the office layout in a simple but sophisticated fashion.
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LegStorage

Work Surface Panel Beam
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Leg

H47 フロスト�ZA49 ネオウッドダーク�MG06 ライトプレーン�

FY21 ペールグレー� FY22 ローズ� FY26 ペールブルー� FY29 オレンジ�FY28 ライトグリーン�FY27 ブラック�

Panel クロス（PETリサイクルクロス）�

Beam

MG07 ホワイト� MG06 ライトプレーン� MK17 ネオウッドライト� MK18 ネオウッドミディアム� MK19 ネオウッドダーク�

Work Surface

Z637 スキップシルバー� Z975 ネオホワイト� Z768 パウダーブルー�

Z637 スキップシルバー� Z975 ネオホワイト� Z768 パウダーブルー�

Z637 スキップシルバー� Z975 ネオホワイト� Z768 パウダーブルー�

Storage

ZA48 ネオウッドミディアム�ZA47 ネオウッドライト�

Color coordination to your liking

無駄なく使えるから、環境にもやさしい。�

オフィスの発展にフレキシブルに対応し、長く無駄なく使えるプロユニット。�

もちろんオカムラは、商品企画段階から、分別設計の推進、�

リサイクルに適した素材の選定、再生材の積極的な使用など、�

環境負荷低減にきめ細かく配慮しています。�

カラーコーディネートも自在。�

モノトーンでシックにまとめることも、カラフルなパネルを組み合わせて、�

ポップでアクティブなイメージにまとめることも自在。�

ゾーンを色分けするなど、オフィス空間の多彩な演出が可能です。�

アクリル�木目（メラミン）�

Designed from an environment-friendly standpoint 
that conserves resources and minimizes waste 
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スキップシルバー（本体）＋ホワイト（天板）� スキップシルバー（本体）＋ライトプレーン（天板）�

ネオホワイト（本体）＋ホワイト（天板）� ネオホワイト（本体）＋ライトプレーン（天板）�

パウダーブルー（本体）＋ホワイト（天板）� パウダーブルー（本体）＋ライトプレーン（天板）�

スキップシルバー（本体）＋ネオウッドライト（天板）�

ネオホワイト（本体）＋ネオウッドライト（天板）�

パウダーブルー（本体）＋ネオウッドライト（天板）�

スキップシルバー（本体）＋ネオウッドミディアム（天板）�

ネオホワイト（本体）＋ネオウッドミディアム（天板）�

パウダーブルー（本体）＋ネオウッドミディアム（天板）�

スキップシルバー（本体）＋ネオウッドダーク（天板）�

ネオホワイト（本体）＋ネオウッドダーク（天板）�

パウダーブルー（本体）＋ネオウッドダーク（天板）�

リサイクルヘの取組み。�

1.分別設計、材料表示を積極的におこなっています。�

2.再生した材料を樹脂部（ビームキャップなど）に使用しています。�

3.パネルクロスには、回収されたペットボトルやポリエステル繊維などを�
   ケミカルリサイクル技術により再生したクロスを使用しています。�

スキップシルバー� ネオホワイト� パウダーブルー�

Recycling efforts

Desk Color

Wiring Core Color
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