
Toyota Boshoku's first seat styling designed for use in movie theaters: Premium Seat. Development of the seat 

styling design - from the styling of the seat and selection of materials to the seat's finish - was handled by Toyota 

Boshoku.

Seventy-seven of these seats are featured at the "Midland Square Cinema 2" movie theater in the Symphony 

Toyota Building, which opened in July 2016.

トヨタ紡織が初めて携わった映画館用プレミアムシート。シートのスタイリング、素材選定

から仕上がりまでを含むデザイン開発を担当しました※。

2016（平成28）年7月にシンフォニー豊田ビルにオープンした映画館「ミッドランドスクエア 

シネマ2」に77席採用されています。

ポイント

■斬新な見た目でお客様に強い印象を与え、非日常の世界を演出
■座った瞬間の心地よさや、長時間座っても疲れにくい快適性を追求
■素材へのこだわり
　・合成皮革では初となる抗菌・抗ウィルス加工
　・肘置き先端には手触りのよい無垢の木材を使用

■Innovative look which is strongly impressive to users and gives customers an extraordinary experience

■Pursuit of a pleasant feeling as you take the seat and comfort that will not tire you even after seating

　for many hours 

■Carefully selected materials 

　-Antibacterial / antiviral finish given for the first time to synthetic leather

　-Smooth-touch pure wood material used for the front part of the armrest 
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映画館用プレミアムシート
Premium Seat for Movie Theaters

ヘッドレスト
Headrest

アームレスト
Armrests

表皮材
Seat material

座った瞬間に感じるやわらかな感触と、
包み込まれる形状
The soft sensation and enveloping
form are noticeable the instant
the occupant sits down.

上部のパネルや足元の照明により
非日常の世界を演出
Illumination at the top of the panels 
and at the feet produces an extraordinary
atmosphere.

映画に集中できる
プライベートな
空間を演出
These panels create a private space that allows 
the occupant to concentrate fully on the film.

先端部には手触りの優しさと
美しい木目が際立つ
圧縮加工した国産杉を使用
The armrest ends utilize compressed
domestically-grown cedar for a smooth,
gentle feel and beautifully
contrasting grain.

光を受けて美しく輝くパール加工と合成皮革
では初となる抗菌・抗ウイルス加工
With a pearl finish that gleams beautifully in the light,
this is the first synthetic leather to feature
antibacterial and antiviral processing.

ライティング
Lighting

サイドパネル
Side panels

Ergonomically-inspired for optimum seating form and angle and armrest position,
this seat creates comfort that is obvious at the moment of seating and allows
the occupant to remain seated for extended periods without tiring.

快適な座り心地 Seating comfort　
人間工学の考えから導き出された最適な座面の形状と角度、
アームレストの位置など、座った瞬間に感じられる心地よさと、
長時間座っても疲れない快適性を創造

※ デザイン開発／トヨタ紡織（株）　合成皮革開発／TBカワシマ（株）　設計・製造／コトブキシーティング（株）
* Styling design: TOYOTA BOSHOKU CORPORATION,　Synthetic leather development: TB KAWASHIMA CO., LTD  Design and production: KOTOBUKI SEATING CO., LTD.



館内企画展アーカイブ バーチャル展示室360 https://www.tcmit.org/360virtual/

これまでにトヨタ産業技術記念館で開催した企画展をご紹介するデジタルアーカイブです。 
360 度 VR コンテンツで、臨場感溢れるバーチャル展示をお楽しみください。

当サイトに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright(C) Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology All rights reserved.

https://www.tcmit.org/360virtual/
https://www.tcmit.org/
https://www.tcmit.org/360virtual/



