
脚付マットレス
寝心地と素材へのこだわりから生まれた、シンプルなベッドです。ベッドとしてもソファとしても使えます。
ポケットコイルは、コイルの数量を増やして安定した寝心地にしました。

脚付マットレス
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組立式＋
組立所要時間（分）

別売のパーツが
ある商品

2人以上で
組み立て可能

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

※木製脚／ナチュラルとの組み合わせ例

脚付マットレス・高密度ポケットコイル（スチールメッシュ・洗えるカバー） 

82907971｜スモール 消費税込25,900円
幅83×奥行198×高さ26cm（M8）

02970659｜シングル 消費税込27,900円
幅98×奥行198×高さ26cm（M8）

02970666｜セミダブル 消費税込37,900円
幅120×奥行198×高さ26cm（M8）

02970673｜ダブル 消費税込47,900円
幅140×奥行198×高さ26cm（M8）

側生地：ポリエステル100%（ポリエステル綿キルティング）　
詰め物：ウレタンフォーム・ココファイバー
台座：スチール

+共通脚 消費税込29,900円

+共通脚 消費税込39,900円

+共通脚 消費税込49,900円

+共通脚 消費税込27,900円

 ポリエステルわた（キルティング）
不織布
ウレタンフォーム20mm

ココファイバー10mm
スチールフレーム50mm

※マットレス部：厚さ26cm

フェルト
コイル数616個（シングル）

脚付マットレス・ボンネルコイル（スチールメッシュ・洗えるカバー） 
02509071｜シングル 消費税込17,900円
幅98×奥行198×高さ26cm　梱包時：98×199×27cm
コイル数：204個

脚取付時高さ：床下26cmタイプ 52cm／床下20cmタイプ 46cm／
                    床下12cmタイプ 38cm／床下10cmタイプ 36cm／床下5cmタイプ 31cm
側生地：ポリエステル100% （ポリエステル綿キルティング）
詰め物：ウレタンフォーム・ココファイバー
台座：スチール
【洗濯機（ネット）】

+共通脚 消費税込19,900円

※カバー（側生地）の洗濯には必ず洗濯用ネットをご使用ください。ご利用いただける洗濯機は8kg以上が目安です。　※サイズについては、商品により若干の個体差があります。

 ※木製脚／ブラウンとの組み合わせ例

ポリエステルわた（キルティング）
不織布
ウレタンフォーム20mm

スチールフレーム50mm

※マットレス部：厚さ26cm

ココファイバー10mm

ココファイバー10mm
コイル数204個（シングル）

連結用ベルト使用例

脚付マットレス連結用ベルト・2本セット 
37235991 消費税込1,490円
※フレームの構造上、高密度ポケットコイルタイプのみ使用できます。

脚付マットレス・シングル 脚付マットレス・シングル、ポリプロピレン衣装ケース・引出式・大



脚付マットレス
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

脚付マットレス・洗えるカバー  

02526993｜スモール 消費税込3,290円
02526962｜シングル 消費税込3,490円
02526979｜セミダブル 消費税込4,490円
02526986｜ダブル 消費税込5,490円
ポリエステル100%
【洗濯機（ネット）】

交換用の脚付マットレス・洗えるカバーです。 
脚付マットレスのカバー（側生地）がご自宅の洗濯機で洗えます。
洗濯機の対応目安は8kg以上です。 
洗えるカバーの脱着がしやすくなりました。

※フレームがスチール製の脚付マットレスに対応しております。
2014年2月以前に販売の脚付マットレス（木製フレーム仕様）とはカバーの固定方法が異なるため使用できません。

※ポケットコイルタイプ・ボンネルコイルタイプ共通です。詳しくは店頭スタッフにおたずねください。

替パーツ

脚の高さは「26cm」「20cm」「12cm」「10cm」「5cm」の5サイズから、
素材・色は「木製脚・ナチュラル」「木製脚・ブラウン」「スチール脚・黒」の3種から、
お好みに合わせてお選びいただけます。

共通脚

スチール脚・4本組 
床下26cmタイプ 02528911  
床下20cmタイプ 02528904 
床下12cmタイプ 02528898 
床下10cmタイプ 02528881

床下5cmタイプ 82583076  各消費税込2,000円
 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

木製脚・4本組 
 ナチュラル ブラウン

床下26cmタイプ 02529444 02528041  

床下20cmタイプ 02528355  02529437  

床下12cmタイプ 02529406 02529413  

床下10cmタイプ 02528867  02528874

床下5cmタイプ 82579703  82579710  各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装

20cmタイプ 20cmタイプ

※2018年2月以前に販売の脚付マットレスをお使いの方は、下記の木
製脚が対応しています。

※一部対応していない商品があります。詳しくは店頭スタッフにおたずね
ください。

 ナチュラル ブラウン

床下26cmタイプ 15296972  15296989  各消費税込2,500円
床下20cmタイプ 47462203  47462227  各消費税込2,000円
床下12cmタイプ 47462197  47462210  各消費税込2,000円

カバー（側生地）・コイルユニットの�
交換が可能です

脚、スチールフレーム、コイル
ユニットは分離でき、脱着テー
プの付いたカバー（側生地）
で包み込む仕組みです。パー
ツのみの販売もしており、消
耗した部分を交換したり、廃
棄処分する場合も分別すれ
ば、環境への負担も少なくて
済みます。
※ スチールフレームはパーツ
販売していません。

マットレスの�
ローテーションが可能です

季節ごとに、頭部と脚部を定期的にローテーショ
ンしてください。コイルへの荷重が一点に集
中するとスプリングの強度が弱まりますので、
まんべんなく荷重をかけることで、コイルの負担
を取り除けます。また、必ず定期的にマットレ
スを立てかけて換気を行ってください。敷いた
ままだと湿気
がたまり、カビ
の温床になり
ます。

向きを変える
頭部

脚部

高さ 24cm

奥行 198cmスモール：幅 83cm

シングル：幅 98cm

約奥行 65cm

ポリプロピレン衣装ケース・引出式・小
（高さ18cm）

ポリプロピレン衣装ケース・引出式・大
（高さ24cm）

※床下10cm、１２cmタイプの脚をご使用の場合、収納ボックスは入りません。

約幅 40cm 約幅 40cm

セミダブル：幅 120cm

ダブル：幅 140cm

高さ 18cm

高さ 46cm
（脚：床下20cmタイプ）

高さ 52cm
（脚：床下26cmタイプ）

26cm脚使用20cm脚使用

脚付マットレスの床下収納について

脚

カバー

コイルユニット

スチールフレーム

ポケットコイルスプリングを�
バランス良く配置しています

へたりやすい腰周辺にはやや硬さのあるコイル、座ること
の多いフチにはさらに硬いコイル、広く体を受けとめる部分
にはやわらかめのコイル。3種類の硬さを役割に応じて配
置しています。  ※ ポケットコイルのみ

●硬めのコイル
●中間の硬さのコイル
○やわらかめのコイル

※ 高密度ポケットコイルのみ



板と脚でできた木製ベッドフレーム
フレームが薄く、圧迫感の少ないシンプルなベッドです。
脚を替えながらながくお使いいただけるように、敷ふとんも敷ける丈夫なすのこを使用しました。オーク材、ウォールナット材からお選びいただけます。

板と脚でできた木製ベッドフレーム
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組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 プラスドライバーが必要な商品

詳しい商品情報はこちら

別売のパーツがある商品

選べる自分だけのベッド台

ベッドに求める千差万別のお客様の声から生まれたベッドフレーム。
本体に、オプションで脚、ヘッドボード、マットレス、
ベッドフレーム下収納などを組み合わせて、
眠りの時間も日々のくらしも快適になる
ベッドをお好みでカスタマイズしていただけます。

木製ベッドフレーム ［11月］

スモール 82944198｜オーク材突板 消費税込32,900円
82944259｜ウォールナット材突板 消費税込37,900円

 幅85.5×奥行202×高さ5.5cm

シングル 82944204｜オーク材突板 消費税込34,900円
82944266｜ウォールナット材突板 消費税込39,900円

 幅103×奥行202×高さ5.5cm

セミダブル 82944211｜オーク材突板 消費税込39,900円
82944273｜ウォールナット材突板 消費税込44,900円

 幅123×奥行202×高さ5.5cm

ダブル 82944228｜オーク材突板 消費税込44,900円
82944280｜ウォールナット材突板 消費税込49,900円

 幅147×奥行202×高さ5.5cm

※脚は別売です。共通脚との組み合わせ価格です。
※敷布団や薄いマットレスを使用する場合は、長辺200cmまでのものをご使用ください。

［オーク材突板］本体フレーム：天然木化粧積層材（オーク材突板）・金属（鋼）
［ウォールナット材突板］本体フレーム：天然木化粧積層材（ウォールナット材突板）・金属（鋼）
［共通］すのこ：積層材

表面加工：フレーム　ラッカー塗装、金属部　エポキシ樹脂粉体塗装

スモール、シングル、セミダブル ダブル

木製ベッドフレーム用ヘッドボード ［11月］

スモール 82579581｜オーク材突板 消費税込9,990円
82579642｜ウォールナット材突板 消費税込12,900円

 幅85.5×奥行2.5×高さ45cm

シングル 82579598｜オーク材突板 消費税込11,900円
82579659｜ウォールナット材突板 消費税込14,900円

 幅103×奥行2.5×高さ45cm

セミダブル 82579604｜オーク材突板 消費税込14,900円
82579666｜ウォールナット材突板 消費税込17,900円

 幅123×奥行2.5×高さ45cm

ダブル 82579611｜オーク材突板 消費税込17,900円
82579673｜ウォールナット材突板 消費税込20,900円

 幅147×奥行2.5×高さ45cm

［オーク材突板］本体　表面材：天然木化粧繊維板（オーク材突板）
芯材：フラッシュ構造（積層材、合板、天然木）

［ウォールナット材突板］本体　表面材：天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板）
芯材：フラッシュ構造（積層材、合板、天然木）

［共通］サポートパーツ：金属（鋼）
スペーサー：ABS樹脂　
表面加工：木部　ラッカー塗装、金属部　エポキシ樹脂粉体塗装

マットレス

ベッドフレーム・
本体

� 脚 収納

ヘッドボード

シングル・オーク材 シングル・ウォールナット材

木製ベッドフレーム・シングル・オーク材突板
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板と脚でできた木製ベッドフレーム組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能 プラスドライバーが必要な商品

ベッドフレーム用帆布バスケット  

38370321｜小　 消費税込3,490円
外寸：幅76.5×奥行37.5×高さ13.5cm 内寸：幅69.5×奥行32×高さ12.5cm　耐荷重：5kg

38370338｜大　 消費税込4,490円
外寸：幅76.5×奥行55×高さ13.5cm 内寸：幅69.5×奥行49.5×高さ12.5cm　耐荷重：7kg

バスケット：ポリエステル65.5％、綿34.5％
フレーム：スチール・エポキシ粉体塗装

デッドスペースを余すことなく活用できる吊り下げ式のベッド下収納です。フタ付きで埃などが入るのをふせぎ
ます。

※脚5cm、10cm、12cmタイプにはバスケットを使用できません。

ベッドフレーム用バスケットレール（2セット入り）  

38370260｜スモール 幅2.5×奥行76×高さ3cm 消費税込4,490円
38370277｜シングル 幅2.5×奥行93.5×高さ3cm 消費税込4,990円
38370284｜セミダブル 幅2.5×奥行113.5×高さ3cm 消費税込5,490円
38370291｜ダブル 幅2.5×奥行137.5×高さ3.5cm 消費税込5,990円
スチール・エポキシ粉体塗装
2セット：バスケット2列分（4本）　収納ハンドル付き

ベッドフレーム用帆布バスケット取付用のレールです。

大

ベッドフレーム下収納   

02554033｜小・オーク材 消費税込9,990円
02554040｜小・ウォールナット材  消費税込11,900円
外寸：幅80×奥行60.5×高さ19cm　内寸：幅76.5×奥行53.5×高さ13.5cm　仕切り板：大×1、小×2枚入り

02554019｜大・オーク材 消費税込11,900円
02554026｜大・ウォールナット材  消費税込13,900円
外寸：幅80×奥行90.5×高さ19cm　内寸：幅76.5×奥行83.5×高さ13.5cm　仕切り板：大×1、小×4枚入り

※脚10cm、12cmタイプにはベッドフレーム下収納を使用できません。

02550943｜小・高さ25cm・オーク材 消費税込11,900円
02550950｜小・高さ25cm・ウォールナット材  消費税込13,900円
外寸：幅80×奥行60.5×高さ25cm　内寸：幅76.5×奥行53.5×高さ19.5cm　仕切り板：大×1、小×2枚入り

02550929｜大・高さ25cm・オーク材 消費税込13,900円
02550936｜大・高さ25cm・ウォールナット材  消費税込15,900円
外寸：幅80×奥行90.5×高さ25cm　内寸：幅76.5×奥行83.5×高さ19.5cm　仕切り板：大×1、小×4枚入り

［オーク材］MDF・オーク材突板
［ウォールナット材］MDF・ウォールナット材突板
アクリル樹脂塗装

※脚5cm、10cm、12cm、20cmタイプには、ベッドフレーム下収納高さ25cmを使用できません。

大・ウォールナット材

ポリエステル綿麻混・ベッドフレーム下収納用ふた
61133805｜ 幅80×奥行55.5cm  消費税込2,290円
61133812｜大用・幅80×奥行85.5cm  消費税込2,990円
生地：ポリエステル34％、綿22％、麻22％、レーヨン22％
芯材：ポリプロピレン
【洗濯不可】

ベッドフレーム下収納に取り付けることで埃などが入るのをふせぎます。
ズレ防止のマグネット付きです。

木製脚・4本組 

20cmタイプ

20cmタイプ

スチール脚・4本組 
床下26cmタイプ 02528911  
床下20cmタイプ 02528904 
床下12cmタイプ 02528898 
床下10cmタイプ 02528881

床下5cmタイプ 82583076  各消費税込2,000円
 ［11月］

黒（M8）・4本組　直径6cm　スチール・エポキシ粉体塗装

 ナチュラル ブラウン

床下26cmタイプ 02529444 02528041  

床下20cmタイプ 02528355  02529437  

床下12cmタイプ 02529406 02529413  

床下10cmタイプ 02528867  02528874

床下5cmタイプ 82579703  82579710  各消費税込2,000円
 ［11月］

M8・4本組　直径6cm　ラバーウッド・ラッカー塗装



木製ベッド
どんな部屋にも合わせやすい、ベーシックでシンプルな木製組立式ベッドです。
「オーク材」と「パイン材」の2種類から選べます。

木製ベッド
86

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

詳しい商品情報はこちら

簡単な組み立て

木製ベッド・オーク材突板 ［11月］

82944488｜スモール 消費税込22,900円
幅83×奥行201.5×高さ74cm

82944495｜シングル 消費税込24,900円
幅100.5×奥行201.5×高さ74cm

82944501｜セミダブル 消費税込29,900円
幅123×奥行201.5×高さ74cm

82944518｜ダブル 消費税込34,900円
幅143×奥行201.5×高さ74cm

82944525｜クィーン 消費税込39,900円
幅163×奥行201.5×高さ74cm

本体：天然木（オーク材）、天然木化粧積層材（オーク材突板）　床板：積層材、合板　ラッカー塗装

木製ベッド・パイン材 ［11月］

82944310｜スモール 消費税込12,900円
幅83×奥行201.5×高さ74cm

82944327｜シングル 消費税込14,900円
幅100.5×奥行201.5×高さ74cm

82944334｜セミダブル 消費税込19,900円
幅123×奥行201.5×高さ74cm

82944341｜ダブル 消費税込24,900円
幅143×奥行201.5×高さ74cm

82944358｜クィーン 消費税込29,900円
幅163×奥行201.5×高さ74cm

本体：天然木（パイン材）　床板：積層材、合板　ラッカー塗装

「ドッコ式」と呼ばれる組立方式で
差し込むだけで組み立てられる簡単な構造です。

※組み合わせ例
ポリエステル綿麻混・ベッド下収納ボックス用ふた 
18601332  消費税込2,290円
約幅95×奥行63cm
ポリエステル34％、綿22％、麻22％、レーヨン22％ 【洗濯不可】

ベッド用下収納ボックス仕切付きに取り付けることで、埃などが入るのをふせぎます。ボックスの向きにより、
自由にふたを開けられます。

※重いものをふたの上にのせると変形する恐れがあります。

木製ベッド用下収納ボックス 仕切り付き ［11月］

44303979｜パイン材  消費税込4,990円
44303986｜オーク材突板  消費税込7,990円
幅94.5×奥行62.5×高さ18.5cm

［パイン材］側板：天然木（パイン材）　底板：プリント紙化粧MDF　仕切り板：MDF
表面加工：側板ラッカー塗装、仕切り板アクリル樹脂UV塗装

［オーク材突板］側板：天然木化粧繊維板（外側オーク材突板、内側人工突板）　底板：プリント紙化粧MDF
仕切り板：MDF
表面加工：側板ラッカー塗装、仕切り板アクリル樹脂UV塗装

シングル シングル

木製ベッド・パイン材・シングル



木製ベッド・オーク材
シンプルでベーシックなデザインで、どんな部屋にも合わせやすいベッドです。
床下高が30cmなので、ベッド下のスペースを有効に活用できます。

木製ベッド・オーク材
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詳しい商品情報はこちら

組立式＋組立所要時間（分） 2人以上で組み立て可能

木製ベッド・オーク材 

82219456｜スモール 消費税込27,900円
幅84×奥行203×高さ88cm

82219463｜シングル 消費税込29,900円
幅101×奥行203×高さ88cm

82219470｜セミダブル 消費税込39,900円
幅124×奥行203×高さ88cm

82219487｜ダブル 消費税込49,900円
幅144×奥行203×高さ88cm

82219494｜クィーン 消費税込59,900円
幅164×奥行203×高さ88cm

本体：パーティクルボード、オーク材突板　※内側：人工突板
脚部：天然木（オーク材）
床板：合板、パイン材
ラッカー塗装

※組み合わせ例：マットレス、ベッド下収納は別売です。※木製ベッド・オーク材・シングルサイズを使用しています。

木製ベッド・オーク材用ベッド下収納・2個セット 
82219517

＜1個＞幅95×奥行59.5×高さ35cm 消費税込9,990円
内寸：幅88×奥行56×高さ21cm
本体：MDF、オーク材突板　※内側：人工突板
ラッカー塗装　※一部アクリル樹脂塗装

ポリエステル綿麻混・木製ベッド・オーク材用ベッド下収納ふた 
82531435｜一枚入り 消費税込2,990円
約幅91×奥行58.5cm
生地：ポリエステル34%、綿22%、麻22%、レーヨン22%
芯材：ポリプロピレン、スチール

使用イメージ

木製ベッド・オーク材・ダブル 木製ベッド・オーク材用ベッド下収納・2個セット

幕板は1枚付いています。
足元側、ヘッドボード側のどちらにも取付けできます。



マットレス
ウレタンフォームなどの詰め物を必要最小限にして、コイルスプリングがつくり出す寝心地の良さにこだわった4種類のコイルマットレスと、
天然素材やご家庭で洗える素材を採用したノンコイルマットレス2種類からお選びいただけます。

マットレス
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お好みに合わせたマットレス選びのお手伝いをいたします。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーにご相談ください。

詳しい商品情報はこちら

コイルマットレスサイズ表� ※スプリングマットレスのみ高さ18cm

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

幅80×奥行195×高さ19cm 幅97×奥行195×高さ19cm 幅120×奥行195×高さ19cm 幅140×奥行195×高さ19cm 幅160×奥行195×高さ19cm

コイルマットレス

スプリング仕様
線径 ：1.4mm　高さ：180mm
不織布内装時140mm

一層：20mmウレタンフォーム
二層：ポリエステルフェルト

超高密度ポケットコイルマットレス  
61171456｜スモール 消費税込64,900円
61133850｜シングル 消費税込72,900円
61133867｜セミダブル 消費税込89,900円
61133874｜ダブル 消費税込104,900円
61133843｜クィーン 消費税込119,900円

よりしなやかに体を支えるマットレスです。コイルの数を大幅に増量し、寝心地を追求したマットレスです。
コイル数を増やすことで、極めて小さな点で支えるため、それぞれのコイルがより体に沿いやすく、安定
した寝姿勢を長く保つことができます。

コイルの配列（チドリ配列）
 スモール： 23×33 759個
 シングル： 28×33 924個
 セミダブル： 35×33 1155個
 ダブル： 40×33 1320個
 クィーン： 47×33 1551個

一層：15mmウレタンフォーム
二層：フェルト
三層：フェルト

スプリング仕様
線径：2.2mm　
コイル高さ：135mm

スプリングマットレス 
15901838｜シングル  消費税込14,900円
15901845｜セミダブル  消費税込19,900円
15901852｜ダブル  消費税込24,900円

弾力性にすぐれ、面で体をしっかり支えるマットレスです。ツヅミ型のコイルを連結させ、「面」全体で
体圧をしっかり支える構造です。現在、最も普及し信頼性と実績のある、弾力性にすぐれたボンネル
コイルスプリングを使用しています。

ヘリカルワイヤー
（連結）

ボンネルコイル
（線径2.2mm）

コイルの配列（横組み）
 シングル：   9×31 279個
 セミダブル： 12×31 372個
 ダブル： 14×31 434個

数多くのコイルが安定した寝姿勢を保つマットレスです。コイルの数を増やすことで体圧を分散し、背
骨や腰などへの負担をおさえます。体の凹凸に沿ってコイルが連動するので、安定した姿勢を保つこ
とができます。

スプリング仕様
線径 ：1.6mm　高さ：180mm
不織布内装時140mm

一層：20mmウレタンフォーム
二層：ポリエステルフェルト

コイルの配列（チドリ配列）
  スモール： 21×32 672個
  シングル： 25×32 800個
  セミダブル： 31×32 992個
  ダブル： 36×32 1152個
  クィーン： 42×32 1344個

高密度ポケットコイルマットレス
82258998｜スモール  消費税込37,900円
82259001｜シングル  消費税込39,900円
82259018｜セミダブル  消費税込54,900円
82259025｜ダブル  消費税込69,900円
82259032｜クィーン  消費税込84,900円

一層：15mmウレタンフォーム
二層：15mmウレタンフォーム

スプリング仕様
線径 ：1.9mm　高さ：180mm
不織布内装時140mm

独立したコイルが「点」で体を支えるマットレスです。一つひとつ独立したコイルが密集し、多くの「点」
で体圧を受け止める構造です。体をバランス良く支えることができます。安定した姿勢を保ち、マット
レスの揺れや沈み込みもおさえます。

コイルの配列（チドリ配列）
 スモール： 18×28 504個
 シングル： 22×28 616個
 セミダブル： 27×28 756個
 ダブル： 32×28 896個

ポケットコイルスプリングマットレス
82258813｜スモール  消費税込24,900円
82258820｜シングル  消費税込29,900円
82258837｜セミダブル  消費税込39,900円
82258844｜ダブル  消費税込49,900円



マットレス
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ノンコイルマットレスサイズ表
スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

幅80×奥行195×高さ13cm 幅97×奥行195×高さ13cm 幅120×奥行195×高さ13cm 幅140×奥行195×高さ13cm 幅160×奥行195×高さ13cm

ベッド・マットレス組み合わせ価格

板と脚でできた木製ベッドフレーム　マットレス組み合わせ　�※商品の詳細はP.84をご覧ください。　�※価格は消費税込みです。　※脚は別売の共通脚との組み合わせ価格です。　

ベッド本体 スプリング
マットレス

ポケットコイル
スプリング
マットレス

高密度
ポケットコイル
マットレス

超高密度
ポケットコイル
マットレス

ポリエチレン
ノンコイル
マットレス

やわらかウール
二層式
マットレス

スモール
オーク材突板 32,900円 ─  　 57,800円 70,800円 97,800円 77,800円 80,800円

ウォールナット材突板 37,900円 ─  　 62,800円 75,800円 102,800円 82,800円 85,800円

シングル
オーク材突板 34,900円 49,800円 64,800円 74,800円 107,800円 84,800円 84,800円

ウォールナット材突板 39,900円 54,800円 69,800円 79,800円 112,800円 89,800円 89,800円

セミダブル
オーク材突板 39,900円 59,800円 79,800円 94,800円 129,800円 99,800円 104,800円

ウォールナット材突板 44,900円 64,800円 84,800円 99,800円 134,800円 104,800円 109,800円

ダブル
オーク材突板 44,900円 69,800円 94,800円 114,800円 149,800円 114,800円 124,800円

ウォールナット材突板 49,900円 74,800円 99,800円 119,800円 154,800円 119,800円 129,800円

木製ベッド　マットレス組み合わせ　※商品の詳細はP.86をご覧ください。　�※価格は消費税込みです。

ベッド本体 スプリング
マットレス

ポケットコイル
スプリング
マットレス

高密度
ポケットコイル
マットレス

超高密度
ポケットコイル
マットレス

ポリエチレン
ノンコイル
マットレス

やわらかウール
二層式
マットレス

スモール
パイン材 12,900円 ─  　 37,800円 50,800円 77,800円 57,800円 60,800円

オーク材 22,900円 ─  　 47,800円 60,800円 87,800円 67,800円 70,800円

シングル
パイン材 14,900円 29,800円 44,800円 54,800円 87,800円 64,800円 64,800円

オーク材 24,900円 39,800円 54,800円 64,800円 97,800円 74,800円 74,800円

セミダブル
パイン材 19,900円 39,800円 59,800円 74,800円 109,800円 79,800円 84,800円

オーク材 29,900円 49,800円 69,800円 84,800円 119,800円 89,800円 94,800円

ダブル
パイン材 24,900円 49,800円 74,800円 94,800円 129,800円 94,800円 104,800円

オーク材 34,900円 59,800円 84,800円 104,800円 139,800円 104,800円 114,800円

クィーン
パイン材 29,900円 ─  　 ─  　 114,800円 149,800円 109,800円 124,800円

オーク材 39,900円 ─  　 ─  　 124,800円 159,800円 119,800円 134,800円

木製ベッド・オーク材　マットレス組み合わせ　※商品の詳細はP.87をご覧ください。　※価格は消費税込みです。

ベッド本体 スプリング
マットレス

ポケットコイル
スプリング
マットレス

高密度
ポケットコイル
マットレス

超高密度
ポケットコイル
マットレス

ポリエチレン
ノンコイル
マットレス

やわらかウール
二層式
マットレス

スモール 27,900円 ─  　 52,800円 65,800円 92,800円 72,800円 75,800円

シングル 29,900円 44,800円 59,800円 69,800円 102,800円 79,800円 79,800円

セミダブル 39,900円 59,800円 79,800円 94,800円 129,800円 99,800円 104,800円

ダブル 49,900円 74,800円 99,800円 119,800円 154,800円 119,800円 129,800円

クィーン 59,900円 ─  　 ─  　 144,800円 179,800円 139,800円 154,800円

ノンコイルマットレス

やわらかウール二層式マットレス  

02490010｜スモール   消費税込29,900円
02527792｜シングル 消費税込39,900円
02527808｜セミダブル 消費税込49,900円
02527815｜ダブル 消費税込54,900円
02527822｜クィーン 消費税込59,900円
トッパーは、吸放湿性に優れた天然ウールを使用してい
ます。ベースは、上側に高反発性のあるラテックス、下
側にポリエステルわたを用いた2層構造で、体をしっかり
支える安定感のあるふっくらとした寝心地のノンコイルマッ
トレスです。

トッパー

ベース

ポリエチレンノンコイルマットレス    

82886221｜スモール   消費税込44,900円
82886238｜シングル 消費税込49,900円
82886245｜セミダブル 消費税込59,900円
82886252｜ダブル 消費税込69,900円
82886269｜クィーン 消費税込79,900円
側生地だけでなく、中材（ポリエチレン）もご家庭で洗うことができ、
いつも清潔にお使いいただけるノンコイルマットレスです。スプリン
グタイプのマットレスに比べて軽く（当社比）、折りたためるので普段
のお手入れが簡単です。



トッパー
マットレスに1枚重ねるだけで自分好みの寝心地が実現できます。
2種類の硬さからお選びいただけます。

トッパー
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詳しい商品情報はこちら

ポリエステルわたトッパー かため ［11月］

82944372｜スモール 消費税込8,000円
82944389｜シングル  消費税込10,000円
82944396｜セミダブル  消費税込12,000円
82944402｜ダブル  消費税込14,000円
82944419｜クィーン  消費税込16,000円
側生地：ポリエステル100％
中材：ポリエステル100％

ポリエステルわたトッパー やわらかめ ［11月］

82944433｜スモール 消費税込8,000円
82944440｜シングル  消費税込10,000円
82944457｜セミダブル  消費税込12,000円
82944464｜ダブル  消費税込14,000円
82944471｜クィーン  消費税込16,000円
側生地：ポリエステル100％
中材：ポリエステル100％

トッパーの使い方

マットレスの上に取り付けます。四隅をゴムバンドで固定します。 カバーは、ファスナーで取り外し可能で、
洗濯機で洗うことができます。

おすすめの選び方

実際に寝てみて、体感しましょう。寝姿勢を横からチェックして、身体にフィットしているのかを判断します。

・体重が軽い方、横向きで寝ることが多い方 ▶�「やわらかめ」がオススメ
・体格がよい方、仰向きで寝ることが多い方 ▶�「かため」がオススメ

柔らかすぎ
身体が「く」の字に落ち込んでしまっている。

×
ちょうどいい

背骨が自然なカタチで維持されている。

○
硬すぎ

身体が浮いて、フィットしていない。

×



こども用ベッド
ベッド下のスペースを有効活用できるハイベッド。お子さまの成長に合わせて、その使い方もさまざま。
組み替えるとスモールサイズベッド2台としても使えます。

こども用ベッドプラスドライバーが
必要な商品

組立式＋
組立所要時間（分）

別売のパーツが
ある商品

2人以上で
組み立て可能
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※1　製品加工のためサイズ、色等に多少のバラツキがあります。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

オーク材2段ベッド 
37461413   消費税込74,900円
幅87.5×奥行204×高さ157.5cm　床下有効内寸：幅193×奥行76.5×高さ25cm
脚：オーク無垢集成材
サイドレール、サイドガード：積層合板・オーク材突板
本体・柵連結金具：金属プレート・ラッカー塗装
床板：ポプラ積層材

組み替えるとスモールサイズのベッド2台になります。

※ マットレスは別売です。（右記のウレタンマットレス・薄型・スモールをご使用ください。）
※ 床下にはポリプロピレン衣装ケース・引出式・大が最大4個おさまります。
※4歳未満のお子さまはご使用いただけません。
※8歳未満のお子さまは下段に寝かせてください。
※ 必ずマットレスをご使用ください。上段にはマットレス及び敷物の厚さの合計が90mm以下になるように
してください。

※昇降は、必ずはしごを使ってください。　
※ 柵は取り付けが確実か定期的に点検し、ボルトがゆるんでいるときは、締め直してください。
※天然木を使用しているため、商品ごとに若干色が異なります。また、照明によって色合いが変化して見え
ることがあります。
※天然木はその素材の持つ特性上、色や木目等に個体差があります。
※オーク材はその素材の持つ特性上、独特の“虎斑（とらふ）”と呼ばれる模様が入っている場合があります。

※組み合わせ例

ウレタンマットレス・薄型・スモール 
38399292  消費税込7,990円
幅80×奥行195×高さ7cm
ウレタンフォーム

ウレタンフォーム一層式のマットレスです。オーク材2
段ベッド、ハイベッド、パイン材ミドルベッドに使用いた
だけます。

綿天竺・落ちワタ入りボックスシーツ
ウレタンマットレス・薄型・スモール用 
82933727｜杢ライトベージュ
82934892｜杢ブラウン

82934113｜杢グレー

82934502｜杢ネイビー 各消費税込1,290円
80×195×7cm用　綿100%【洗濯機（ネット）】

綿洗いざらしボックスシーツ
ウレタンマットレス・薄型・スモール用 
02413354｜生成
02413422｜ライトベージュ 各消費税込1,490円
80×195×7cm用　綿100%【洗濯機（ネット）】※１

ライトベージュ生成

杢ライトベージュ 杢ブラウン

杢グレー 杢ネイビー

オーク材2段ベッド 組み替えるとスモールサイズのベッド2台になります。



掛ふとん・ふとんセット
心地良い眠りを追求し、素材や機能性を考えたふとんです。
豊富なバリエーションから、好みの寝心地を選べます。

掛ふとん・ふとんセット
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※1　羽毛・羽根製品は、購入直後や温度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。

【ドライ（セキユ）】
 ドライクリーニング（セキユ系）のみ

詳しい商品情報はこちら

グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型
44258385｜シングル 150×210cm 消費税込29,900円
44258392｜セミダブル 170×210cm 消費税込34,900円
44258408｜ダブル 190×210cm 消費税込39,900円
44258415｜クィーン 210×210cm 消費税込44,900円
44258422｜キング 230×210cm 消費税込49,900円
側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工
詰め物：ダウン85%、フェザー15%
抗菌加工（羽毛表面の菌の増殖を抑制します。）
薬剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
ダウンパワー：400　【ドライ（セキユ）】
羽毛充填量（シングルサイズ）：0.9kg

放し飼いされたグレーグースの羽毛をたっぷりと使いました。グースはダックに比べて体が大きいのであた
たかく、やわらかです。

グース（がちょう） 　※1

グレー羽毛掛ふとん・二層式 
02529697｜シングル 150×210cm 消費税込39,900円
02529703｜セミダブル 170×210cm 消費税込44,900円
02529710｜ダブル 190×210cm 消費税込49,900円
02529727｜クィーン 210×210cm 消費税込54,900円
02529734｜キング 230×210cm 消費税込59,900円
側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工
詰め物：ダウン85%、フェザー15%
抗菌加工（羽毛表面の菌の増殖を抑制します。）
薬剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
ダウンパワー：400　【ドライ（セキユ）】
羽毛充填量（シングルサイズ）：1.3kg

放し飼いされたグレーグースの羽毛をたっぷりと使いました。グースはダックに比べて体が大きいのであた
たかく、やわらかです。

グース（がちょう） 　※1

グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式 
82049565｜シングル 150×210cm 消費税込19,900円
82049572｜セミダブル 170×210cm 消費税込24,900円
82049589｜ダブル 190×210cm 消費税込29,900円
82049596｜クィーン 210×210cm 消費税込34,900円
82049602｜キング 230×210cm 消費税込39,900円
側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工
詰め物：ダウン80%、フェザー20%
抗菌加工
ダウンパワー：350
羽毛充填量（シングルサイズ）：0.8kg

放し飼いで健康に飼育されたグレーダックの羽毛を使用し、軽量でコンパクトな掛ふとんを作りました。

ダック（あひる） 　※1

グレー羽毛薄掛ふとん 
82049657｜シングル 150×210cm 消費税込9,990円
82049664｜セミダブル 170×210cm 消費税込11,900円
82049671｜ダブル 190×210cm 消費税込13,900円
82049688｜クィーン 210×210cm 消費税込15,900円
82049695｜キング 230×210cm 消費税込17,900円
側生地：ポリエステル100%、ダウンプルーフ加工
詰め物：ダウン80%、フェザー20%
抗菌加工
ダウンパワー：350
羽毛充填量（シングルサイズ）：0.2kg

薄手で、コンパクトな薄掛ふとんです。放し飼いで健康に飼育されたグレーダックを使用しました。

ダック（あひる） 　※1

羽毛ふとんの構造について

羽毛・羽根の吹き出しについて
羽毛、羽根製品に使用されている生地は、
吹き出し防止の加工が施されております。
針や安全ピンを生地に刺さないでください。
縫い目などから羽毛が出てくることがありま
すが、少量の場合は使用上問題ありません。

臭
にお

いについて
羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い
時期には、臭

にお

いを感じることがあります。この
ような場合には、臭

にお

う空気を手でよく押し出し
て新しい空気に入れ替えて3～4時間風通
しの良いところに干してからお使いください。

二重構造のキルトであたたかさを逃がさない
グレー羽毛掛ふとん・二層式
グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型

真ん中から二層に分けることで羽毛の偏りを防ぎ、体温をまんべんなく包み込む二重構造のキルト
を採用。表と裏のキルトの位置をずらして互い違いに重ね合わせることで、あたたまった空気が逃げ
るのを防ぎます。マス目を大きくしているので羽毛が自由に動いて空気をたっぷりと含み、保温性が
高まります。また大きいマス目は体に沿いやすく、肩口から冷たい空気が入りにくい効果もあります。

※上下のキルトがずれているため、
　表裏のキルト数が違います

マチ高

二層式の仕様

グレー羽毛掛ふとん・二層式　マチ高：5.5cm

グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型　マチ高：4cm

毛布などと組み合わせて使える
グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式

マチが低めの立体構造キルトを採用し、程よいあたた
かさの掛ふとん。薄手で毛布の厚みに合わせて使用
したり、春先や秋口などシーズンを通して使えます。
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掛ふとん・ふとんセット※1　羽毛・羽根製品は、購入直後や温度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。

グレー羽毛ふとんセット 
82049862｜敷ふとん用・シングルサイズセット 消費税込24,900円
羽毛掛ふとん、敷ふとん、まくらの3点セットです。敷ふとんは、軽量でコンパクトにたためます。

敷ふとん用
＜掛けふとん＞ ＜敷ふとん＞ ＜まくら＞
側生地：ポリエステル85%、綿15% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100%
詰め物：ダウン70%、フェザー30% 巻きわた:ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%
抗菌加工 固わた：ポリエステル100%
ダウンパワー：320
羽毛充填量：0.7kg

ダック（あひる） 　※1

グレー羽毛ふとんセット 
82049879｜ベッド用・シングルサイズセット 消費税込19,900円
羽毛掛ふとん、ベッドパッド、まくらの3点セットです。来客用の予備にも最適です。

ベッド用
＜掛けふとん＞ ＜ベッドパッド＞ ＜まくら＞
側生地：ポリエステル85%、綿15% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100%
詰め物：ダウン70%、フェザー30% 詰め物：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%
抗菌加工
ダウンパワー：320
羽毛充填量：0.7kg

ダック（あひる） 　※1

寝具6点セット
82586855｜敷ふとん用・シングルサイズセット  消費税込9,990円
掛ふとん、コンパクトにたためる敷ふとん、まくらに、綿100%のカバーを付けた6点セットです。
来客用の予備にも最適です。

敷ふとん用
＜掛けふとん＞ ＜敷ふとん＞ ＜まくら＞
側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100% 固わた：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%

＜掛ふとんカバー、敷ふとん用シーツ・ゴム付、まくらカバー＞綿100%

寝具6点セット
82586862｜ベッド用・シングルサイズセット  消費税込8,990円
掛ふとん、ベッドパッド、まくらに、綿100%のカバーを付けた6点セットです。
来客用の予備にも最適です。

ベッド用
＜掛けふとん＞ ＜ベッドパッド＞ ＜まくら＞
側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100% 側生地：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%

＜掛ふとんカバー、ボックスシーツ、まくらカバー＞綿100%

掛ふとん比較表（シングルサイズ）
商品名 グレー羽毛掛ふとん・二層式 グレー羽毛掛ふとん・二層式・薄型 グレー羽毛掛ふとん・軽量一層式 グレー羽毛薄掛ふとん

消費税込価格 39,900円 29,900円 19,900円 9,990円

主原料 グレーグース グレーグース グレーダック グレーダック

詰め物重量 1.3kg 0.9kg 0.8kg 0.2kg

詰め物混率 ダウン85％　フェザー15％ ダウン85%　フェザー15% ダウン80％　フェザー20％ ダウン80％　フェザー20％

ダウンパワー 400 400 350 350

構造 二層式立体キルティング構造 二層式立体キルティング構造 一層式マチ付キルティング構造 薄型構造（マチなし）

マチ高 5.5ｃｍ（上下合計11cm） 4ｃｍ（上下合計8cm） 4ｃｍ マチなし

側生地 ポリエステル100％（静電気防止加工） ポリエステル100％（静電気防止加工） ポリエステル100％（静電気防止加工） ポリエステル100％（静電気防止加工）

ダウン
水鳥の胸から腹部に多く見られるタンポポの綿
毛のような羽毛で、軽くやわらかく、保温性にすぐ
れています。

ダウンとフェザーのちがい

フェザー
一般的に羽根と呼ばれる部分で、湾曲した羽軸
を持ち、弾力性があります。

日本語でグースはガチョウ、ダックはアヒルのことです
一般的にダックよりグースの方が生体としての鳥の体型が大きいため、比例してダウンボールが大きく、かさ
高性にすぐれていると言われています。グースの方がダウンの羽枝、小羽枝が細くて柔らかく、ゆるやかにし
なる特長を持っています。

グースとダックのちがい

グース

ダウンボール

羽枝・小羽枝 ダック

ダウンボール

羽枝・小羽枝



敷ふとん
心地良い「眠り」のためにかかせない睡眠環境づくり。
お好みや今お使いの寝具に合わせて、お選びいただけます。

敷ふとん【洗濯機】
 洗濯機洗い可
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詳しい商品情報はこちら

軽量コンパクト敷ふとん 
82049756｜シングル 100×200cm 消費税込9,990円
82049763｜セミダブル 120×200cm 消費税込11,990円
82049770｜ダブル 140×200cm 消費税込13,990円
側生地：表側 ポリエステル100%、裏側 ポリエステル100%
詰め物： 中わた ポリエステル100%

固わた ポリエステル100%
中材：ウレタンフォーム

【洗濯不可】

軽量でコンパクトな薄手の敷ふとんです。場所を取らず、上げ下げも楽です。

洗える敷ふとん 
82049787｜シングル 100×210cm 消費税込29,900円
82049794｜セミダブル 120×210cm 消費税込34,900円
82049800｜ダブル 140×210cm 消費税込39,900円
側生地：ポリエステル100%
詰め物中材：ポリエチレン樹脂
【洗濯機】

側生地は取り外して洗濯機で洗えます。中身も取り出して洗い流すことができます。体重のかかる
中心部をかためにし3分割の構造です。

ウレタンフォーム 敷ふとん用マットレス 
82602975｜シングル 95×210×4cm 消費税込4,990円
82602982｜セミダブル 115×210×4cm 消費税込7,490円
82602999｜ダブル 135×210×4cm 消費税込8,490円
側生地：ポリエステル100%
詰め物中材：ウレタンフォーム
【洗濯不可】

敷ふとんの下に直接敷いてお使いいただける、詰め物にウレタンフォームを使用した敷ふとん用マットレスです。

※ウレタンフォームは変色しますが、製品の性能には影響はありません。

羊毛ポリエステルパッド固わた敷ふとん 
82220308｜シングル 100×210cm 消費税込14,900円
82220315｜セミダブル 120×210cm 消費税込18,900円
82220322｜ダブル 140×210cm 消費税込23,900円
側生地：綿100% 裏生地：ポリエステル100%
詰め物：羊毛50%、ポリエステル50%
固わた：ポリエステル100%
【洗濯不可】

通気性と耐久性を考えたウェーブ構造の中材に羊毛とポリエステルを混ぜたわたで巻いた、使い心地のよ
い敷ふとんです。

洗える敷ふとんの構造について

三分割で中材の出し入れが簡単です。腰を支える
中心部の中材は少しかためになっています。

三つ折りで
たたんだ状態 中材 カバー



ベッドパッド
ご家庭で丸洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけるベッドパッドです。
お好みに合わせて選べ、ゴムが付いているのでズレにくい仕様です。

ベッドパッド
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

ポリエステルわたベッドパッド・ゴム付
82220452｜スモール 83×200cm  消費税込2,490円
82220469｜シングル 100×200cm  消費税込2,990円
82220476｜セミダブル 120×200cm  消費税込3,490円
82220483｜ダブル 140×200cm  消費税込3,990円
82220490｜クィーン 160×200cm  消費税込4,490円
側生地：綿52%、ポリエステル48%
詰め物：ポリエステル100%
【洗濯機（ネット）】

綿混の生地にポリエステルわたを入れたベッドパッドです。

麻わたベッドパッド・ゴム付 
82220391｜スモール 83×200cm  消費税込3,990円
82220407｜シングル 100×200cm  消費税込4,990円
82220414｜セミダブル 120×200cm  消費税込5,990円
82220421｜ダブル 140×200cm  消費税込6,990円
82220438｜クィーン 160×200cm  消費税込7,990円
側生地：綿50%、ポリエステル50%
詰め物：麻100%
【洗濯機（ネット）】

吸湿発散性があるといわれている天然素材の麻を中わたに使用しました。

ウールわたベッドパッド・ゴム付 
82220513｜スモール 83×200cm  消費税込5,490円
82220520｜シングル 100×200cm  消費税込5,990円
82220537｜セミダブル 120×200cm  消費税込6,990円
82220544｜ダブル 140×200cm  消費税込7,990円
82220551｜クィーン 160×200cm  消費税込8,990円
側生地：綿50%、ポリエステル50%
詰め物：ウール100%
【洗濯機（ネット）】

吸放湿性にすぐれているといわれる天然のウールを中わたに使用しました。

リヨセル綿クッション性のあるベッドパッド・ゴム付 ［10月］
82945331｜スモール　 83×200ｃｍ  消費税込5,490円
82945348｜シングル　 100×200ｃｍ  消費税込5,990円
82945355｜セミダブル　120×200ｃｍ  消費税込6,490円
82945362｜ダブル　　 140×200ｃｍ  消費税込6,990円
82945379｜クィーン　　160×200ｃｍ  消費税込7,490円
表側：再生繊維（リヨセル）55%、綿45%
裏側：ポリエステル100%
詰め物：ポリエステル100%
【洗濯機】

ふっくらした厚みのクッション性のあるベッドパッドで、背中や腰にやわらかな感触です。洗濯できるので、カバー
なしでもご使用いただけます。



まくら
一日の3分の1を費やす眠りにかかせない「まくら」。
お好みに合わせて素材や、高さ・硬さ・大きさをお選びください。

まくら【ドライ（セキユ）】
 ドライクリーニング（セキユ系）のみ

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）
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※1　まくらカバーは43×63cm用／50×70cm用をご利用ください。　※2　羽毛・羽根製品は、購入直後や湿度の高い時期には臭
にお

いを感じることがあります。　

詳しい商品情報はこちら

お好みに合わせた、まくら選びをお手伝いいたします。
詳しくはこちらのマークが目印の、インテリアアドバイザーにご相談ください。

頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕
82586879｜40×60cm  消費税込3,990円
82586886｜47×67cm  消費税込4,990円
側生地：表側：綿100%　裏側：ポリエステル100%
詰め物：固わた：ポリエステル100%　巻きわた：ポリエステル100%　【洗濯不可】

やわらかなワタで包んだ中芯を手で詰めてふっくらと仕上げました。やわらかでも底付きしにくいまくらです。

※1

頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕・低め
82586893｜40×60cm  消費税込3,990円
82586909｜47×67cm  消費税込4,990円
側生地：表側：綿100%　裏側：ポリエステル100%
詰め物：固わた：ポリエステル100%　巻きわた：ポリエステル100%　【洗濯不可】

やわらかなワタで包んだ中芯を手で詰めてふっくらと仕上げました。やわらかでも底付きしにくいまくらです。
低めのまくらがお好みの方用です。

※1

羽根まくら  
82257915｜43×63cm 消費税込1,190円
82257922｜50×70cm 消費税込1,490円
側生地：外側：綿100% ダウンプルーフ加工　内側：ポリエステル100%　
詰め物：フェザー99%、ダウン1%　【ドライ（セキユ）】

軽くへたりの少ない水鳥の羽根を使用しました。後頭部がやわらかく包みこまれる感触が特長です。

※2

ウレタンフォーム低反発キルトまくら 
37288607｜43×63cm  消費税込3,990円
側生地：ポリエステル85%、綿15%　中わた：ポリエステル100%　
詰め物：ウレタンフォーム　【洗濯不可】

ゆっくりと沈み込む低反発素材を中材に使用しました。ポリエステルわたで包み込み、ふっくらとした使い心
地が特長です。

片面パイプ洗えるまくら  
82927375｜43×63cm 消費税込3,490円
側生地：ポリエステル100%
詰め物：片面 ポリエステル100%、片面 ポリエチレン樹脂　【洗濯機（ネット）】

通気性のよいパイプを片面に使い、上下二辺の高さを変えました。肩のラインにフィットするアーチ形です。
ポリエステルわたとパイプのリバーシブル仕様です。

グレーダウン混まくら 
82221053｜40×60cm  消費税込7,990円
82221060｜47×67cm  消費税込9,990円
側生地：綿55%、ポリエステル45%　
詰め物：ダウン70%、フェザー30% ダウンプルーフ加工　【ドライ（セキユ）】

ホテルのまくらをお手本にダウンを70%入れたやわらかな感触のまくらをつくりました。

※1　※2

低反発ウレタンフォームチップまくら
82906905｜43×63cm  消費税込1,490円
側生地：表側：綿100%　側生地・詰め物：ポリエステル100%
側生地：裏側：ポリエステル100％　詰め物：ウレタンフォーム　【洗濯不可】

ウレタンフォーム低反発のチップを詰め物に使いました。ゆっくりと沈み込み、頭を包み込むような感触が特長です。

頭を支える�沈み込み過ぎないふっくら枕

1 沈み込み過ぎず、寝姿勢を保つ
適度な高さで頭を支えます。

適度な高さ

寝姿勢を保つ
自然な首の高さ※
※20～60代の
平均的な首の高さ

2 多層構造により、
クッション性をもたせました。

中心の芯材の上下に巻きわたを入れた多層構造

わた：クッション性のある巻きわた
芯材：沈み込み過ぎない固わた
生地：伸縮性のある綿ニット素材



寝具カバー（綿洗いざらし）

寝具カバー（綿洗いざらし）

オーガニックコットンを使ったカバーです。
最初からやわらかな肌触りを楽しめるよう洗い加工を施しました。

詳しい商品情報はこちら

※1　製品加工のためサイズ、色等に多少のバラツキがあります。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）
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ボックスシーツ

スモール  各消費税込1,490円
シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円
クィーン  各消費税込3,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込590円
50×70cm用  各消費税込790円

綿100%【洗濯機（ネット）】※１

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込1,490円

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円
クィーン  各消費税込4,490円

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込2,490円
セミダブル  各消費税込2,990円
ダブル  各消費税込3,490円

生成 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82116571 82116588 82116595 82116601

ボックスシーツ 02413347 02413293 02413309 02413316 02413323

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02412814 02412821 02412838

敷ふとんカバー 02412845 02412852 02412869

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 02413354

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
02413057

50×70cm用
02413064

ライトベージュ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82116694 82116700 82116717 82116724

ボックスシーツ 02413415 02413361 02413378 02413385 02413392

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02412876 02412883 02412890

敷ふとんカバー 02412906 02412913 02412920

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 02413422

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
02413118

50×70cm用
02413125

ライトベージュストライプ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224474 82224481 82224498 82224504

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227901

50×70cm用
82227918



寝具カバー（綿洗いざらし）
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ライトブラウン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82935738 82935745 82935752 82935769

ボックスシーツ 82935981 82935943 82935950 82935967 82935974

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82935820 82935837 82935844

敷ふとんカバー 82935851 82935868 82935875

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82935998

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82935882

50×70cm用
82935899

ライトブラウンストライプ ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936018 82936025 82936032 82936049

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82936100

50×70cm用
82936117

グリーン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936162 82936179 82936186 82936193

ボックスシーツ 82936414 82936377 82936384 82936391 82936407

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82936254 82936261 82936278

敷ふとんカバー 82936285 82936292 82936308

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82936421

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82936315

50×70cm用
82936322

グリーンストライプ ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936445 82936452 82936469 82936476

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82936537

50×70cm用
82936544
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グレー  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224290 82224306 82224313 82224320

ボックスシーツ 82229530 82229486 82229493 82229509 82229516

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82226898 82226904 82226911

敷ふとんカバー 82226928 82226935 82226942

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82229547

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227840

50×70cm用
82227857

グレーストライプ  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224412 82224429 82224436 82224443

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227888

50×70cm用
82227895

ネイビー  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224351 82224368 82224375 82224382

ボックスシーツ 82229615 82229561 82229578 82229585 82229592

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82226959 82226966 82226973

敷ふとんカバー 82226980 82226997 82227000

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82229622

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227864

50×70cm用
82227871

ネイビーストライプ  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82224597 82224603 82224610 82224627

まくらカバー＜かぶせ仕様＞
43×63cm用
82227949

50×70cm用
82227956

まくらカバーサイズ対応表

まくらカバー まくら本体

43×63cm用

• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕 40×60cm
• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕・低め 40×60cm
• 羽根まくら 43×63cm
• グレーダウン混まくら 40×60cm
• ウレタンフォーム低反発キルトまくら
• 低反発ウレタンフォームチップまくら
• 片面パイプ洗えるまくら

50×70cm用

• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕 47×67cm
• 頭を支える 沈み込み過ぎないふっくら枕・低め 47×67cm
• 羽根まくら 50×70cm
• グレーダウン混まくら 47×67cm

ふとんカバーサイズ対応表

掛ふとんカバー 敷ふとんカバー 敷ふとんシーツ・
ゴム付き ボックスシーツ ボックスシーツ・ウレタン 

マットレス薄型スモール用 フラットシーツ

スモール 80×200×18
～28cm用 80×195×7cm用

シングル 150×210cm用 100×200
～210cm用 100×210cm用 100×200×18

～28cm用 150×260cm

セミダブル 170×210cm用 120×200
～210cm用 120×210cm用 120×200×18

～28cm用 180×260cm

ダブル 190×210cm用 140×200
～210cm用 140×210cm用 140×200×18

～28cm用 220×260cm

クィーン 210×210cm用 160×200×18
～28cm用 250×260cm

キング 230×210cm用



糸の紡績工程で出る落ちワタを取り入れて、杢調に仕上げました。
Tシャツに使われる天竺編みは、やわらかさと伸縮性が特長です。オーガニックコットンを使用しています。

寝具カバー（綿天竺・落ちワタ入り）

寝具カバー（綿天竺・落ちワタ入り）
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【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

詳しい商品情報はこちら

杢ライトベージュ ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82933390 82933406 82933413 82933420 82933437

ボックスシーツ 82933710 82933673 82933680 82933697 82933703

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82933543 82933550 82933567

敷ふとんカバー 82933574 82933581 82933598

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82933727

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82933604

50×70cm用
82933611

杢ライトブラウン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82934953 82934960 82934977 82934984 82934991

ボックスシーツ 82935271 82935233 82935240 82935257 82935264

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82935103 82935110 82935127

敷ふとんカバー 82935134 82935141 82935158

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82935288

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82935165

50×70cm用
82935172

杢ブラウン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82934564 82934571 82934588 82934595 82934601

ボックスシーツ 82934885 82934847 82934854 82934861 82934878

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82934717 82934724 82934731

敷ふとんカバー 82934748 82934755 82934762

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82934892

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82934779

50×70cm用
82934786

杢グリーン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82935349 82935356 82935363 82935370 82935387

ボックスシーツ 82935660 82935622 82935639 82935646 82935653

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82935493 82935509 82935516

敷ふとんカバー 82935523 82935530 82935547

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82935677

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82935554

50×70cm用
82935561

ボックスシーツ

スモール  各消費税込1,490円
シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円
クィーン  各消費税込3,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込590円
50×70cm用  各消費税込790円

綿100%【洗濯機（ネット）】

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込1,290円

掛ふとんカバー
＜下部ファスナー仕様＞

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円
クィーン  各消費税込4,490円
キング  各消費税込4,990円

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込2,490円
セミダブル  各消費税込2,990円
ダブル  各消費税込3,490円
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杢グレー ［10月］
 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82933789 82933796 82933802 82933819 82933826

ボックスシーツ 82934106 82934069 82934076 82934083 82934090

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82933932 82933949 82933956

敷ふとんカバー 82933963 82933970 82933987

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82934113

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82933994

50×70cm用
82934007

杢ネイビー ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82934175 82934182 82934199 82934205 82934212

ボックスシーツ 82934496 82934458 82934465 82934472 82934489

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82934328 82934335 82934342

敷ふとんカバー 82934359 82934366 82934373

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用 82934502

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82934380

50×70cm用
82934397

掛ふとんカバーの下部がファスナー仕様になりました。

簡単に着脱できる仕様はそのままに、カバーの下部にファスナーを付けることで、
ふとんの飛び出しを防ぎます。

四隅は、取り外しの簡単なスナップボタンです。

※対象商品：綿天竺・落ちワタ入り／綿リヨセルパイル／綿であったか　掛ふとんカバー



ホテルのカバーを参考に高密度に織り上げ、上質で艶やかな光沢感のある滑らかな肌触りのカバーをつくりました。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿高密度織）

寝具カバー（綿高密度織）
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詳しい商品情報はこちら

ボックスシーツ

スモール  各消費税込3,490円
シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

フラットシーツ

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込990円
50×70cm用  各消費税込1,290円

綿100%【洗濯機（ネット）】掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円
キング  各消費税込6,990円

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込4,490円
セミダブル  各消費税込4,990円
ダブル  各消費税込5,490円

オフ白

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82839814 82839821 82839838 82839845 82839852

ボックスシーツ 82840230 82840186 82840193 82840209 82840216

フラットシーツ 82839975 82839982 82839999 82840001

敷ふとんカバー 82840025 82840032 82840049

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82840124

50×70cm用
82840131

ライトグレー

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 82839869 82839876 82839883 82839890 82839906

ボックスシーツ 82840308 82840254 82840261 82840278 82840285

フラットシーツ 82840056 82840063 82840070 82840087

敷ふとんカバー 82840094 82840100 82840117

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82840148

50×70cm用
82840155

ファスナーなし、スナップボタンで着脱かんたん
掛ふとんカバー

寝具は清潔に使いたい。できれば頻繁に洗濯したいと思いながら、
掛ふとんカバーは、取り外しの煩わしさで、着け替えがついおっくうになってしまうものです。
もっと、楽に早く着け替えできるように、ホテル等で採用されている業務用の掛ふとんカバーを参考に、
簡単に着脱できる掛ふとんカバーをつくりました。　

装着方法
1上部の穴の外側から手を入れてカバーをたぐりよせ、下部を開きます。
2 ふとんの隅を持ち、開いた下部からふとんをつつみます。ふとんを上下反転させ、全体にすっぽりとかぶせます。
3 スナップボタンをすべて留めて、ふとんとカバーを固定したら完成です。

※対象商品：綿洗いざらし／綿高密度織／綿フランネル／
麻平織　掛ふとんカバー



綿とリヨセルを混ぜた糸をパイル状に編み上げ、吸水性と放湿性にすぐれた、やわらかな生地に仕上げました。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿リヨセルパイル）

寝具カバー（綿リヨセルパイル）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜下部ファスナー仕様＞

シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込3,490円
シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込990円
50×70cm用  各消費税込1,290円

パイル：綿50%、再生繊維（リヨセル）50%
基布：ポリエステル100%
【洗濯機（ネット）】

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込3,490円

ライトブラウン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82942866 82942873 82942880 82942897

ボックスシーツ 82943122 82943085 82943092 82943108 82943115

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82942989 82942996 82943009

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82943139

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82943016

50×70cm用
82943023

ライトグレー ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82942569 82942576 82942583 82942590

ボックスシーツ 82942828 82942781 82942798 82942804 82942811

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82942682 82942699 82942705

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82942835

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82942712

50×70cm用
82942729



オーガニックコットンに湿気や汗を吸って発熱する機能を持たせました。
天然素材にこだわった、あったか寝具です。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿であったか）

寝具カバー（綿であったか）
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詳しい商品情報はこちら

ボックスシーツ

シングル  各消費税込1,990円
セミダブル  各消費税込2,490円
ダブル  各消費税込2,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込590円
50×70cm用  各消費税込790円

綿100%【洗濯機（ネット）】掛ふとんカバー
＜下部ファスナー仕様＞

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円

杢ベージュ ［10月］

シングル セミダブル ダブル

掛ふとんカバー 44254875 44254882 44254899

ボックスシーツ 44255131 44255148 44255155

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
44255094

50×70cm用
44255100

杢ブラウン ［10月］

シングル セミダブル ダブル

掛ふとんカバー 44254929 44254936 44254943

ボックスシーツ 44255193 44255209 44255216

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
44255117

50×70cm用
44255124



ネルのパジャマをお手本に、綿織物に起毛を施し、あたたかくやわらかなカバーをつくりました。
オーガニックコットン100%です。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

寝具カバー（綿フランネル）

寝具カバー（綿フランネル）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込2,490円
シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円
クィーン  各消費税込4,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込2,990円
セミダブル  各消費税込3,490円
ダブル  各消費税込3,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込790円
50×70cm用  各消費税込990円

綿100%【洗濯機（ネット）】

杢ベージュ ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82937749 82937756 82937763 82937770

ボックスシーツ 82937886 82937848 82937855 82937862 82937879

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82937794 82937800 82937817

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82937824

50×70cm用
82937831

杢ベージュウィンドペン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82937909 82937916 82937923 82937930

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82937954

50×70cm用
82937961

杢エンジ ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82937978 82937985 82937992 82938005

ボックスシーツ 82938111 82938074 82938081 82938098 82938104

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82938029 82938036 82938043

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938050

50×70cm用
82938067

杢エンジウィンドペン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938135 82938142 82938159 82938166

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938180

50×70cm用
82938197



寝具カバー（綿フランネル）
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杢ダークブラウン ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938203 82938210 82938227 82938234

ボックスシーツ 82938340 82938302 82938319 82938326 82938333

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82938258 82938265 82938272

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938289

50×70cm用
82938296

杢ダークブラウンウィンドペン ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938364 82938371 82938388 82938395

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938418

50×70cm用
82938425

杢チャコール ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938432 82938449 82938456 82938463

ボックスシーツ 82938579 82938531 82938548 82938555 82938562

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82938487 82938494 82938500

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938517

50×70cm用
82938524

杢チャコールウィンドペン ［10月］ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82938593 82938609 82938616 82938623

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82938647

50×70cm用
82938654



使うほどにやわらかさと風合いが増すリネンを使用しています。
一年を通してお使いいただける、吸湿性の良いカバーリングです。

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

※1　素材の特性上、ご使用、洗濯により毛羽立ち、毛羽落ちが生じます。また、使用状況によってはカバー内側に繊維くずがたまることがあります。

寝具カバー（麻平織）

寝具カバー（麻平織）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞

シングル  各消費税込5,990円
セミダブル  各消費税込6,990円
ダブル  各消費税込7,990円
クィーン  各消費税込8,990円
キング  各消費税込9,990円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込4,490円
シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

フラットシーツ

シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

麻（リネン）100%【洗濯機（ネット）】※1

敷ふとんカバー

シングル  各消費税込5,490円
セミダブル  各消費税込5,990円
ダブル  各消費税込6,490円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込1,290円
50×70cm用  各消費税込1,590円

オフ白 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273173 /
02879402

44273180 /
02879419

44273197 /
02879426

44273203 /
02879433

44273210 /
02879440

ボックスシーツ 44274576 /
02041304

44274583 /
02041311

44274590 /
02041328

44274606 /
02041335

44274613 /
02041342

フラットシーツ 44273692 /
02040765

44273708 /
02040772

44273715 /
02040789

44273722 /
02040796

敷ふとんカバー 44273852 /
02040918

44273869 /
02040925

44273876 /
02040932

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274361 /
02041069

50×70cm用
44274378 /
02041076

オフ白ランダムストライプ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273272 /
02879457

44273289 /
02879464

44273296 /
02879471

44273302 /
02879488

44273319 /
02879495

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274415 /
82123098

50×70cm用
44274422 /
82123104

生成 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273227 /
02879600

44273234 /
02879617

44273241 /
02879624

44273258 /
02879631

44273265 /
02879648

ボックスシーツ 44274637 /
02041243

44274644 /
02041250

44274651 /
02041267

44274668 /
02041274

44274675 /
02041281

フラットシーツ 44273739 /
02040727

44273746 /
02040734

44273753 /
02040741

44273760 /
02040758

敷ふとんカバー 44273883 /
02040888

44273890 /
02040895

44273906 /
02040901

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274392 /
02041007

50×70cm用
44274408 /
02041014

生成ランダムストライプ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273326 /
02879655

44273333 /
02879662

44273340 /
02879679

44273357 /
02879686

44273364 /
02879693

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274439 /
82116199

50×70cm用
44274446 /
82116205



寝具カバー（麻平織）
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ブラウン  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273029 /
82592900

44273036 /
82592917

44273043 /
82592924

44273050 /
82592931

44273067 /
82592948

ボックスシーツ 44274514 /
82593280

44274521 /
82593297

44274538 /
82593303

44274545 /
82593310

44274552 /
82593327

フラットシーツ 44273654 /
82593082

44273661 /
82593099

44273678 /
82593105

44273685 /
82593112

敷ふとんカバー 44273821 /
82593129

44273838 /
82593136

44273845 /
82593143

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274279 /
82593150

50×70cm用
44274286 /
82593167

ブラウンランダムストライプ  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273074 /
82592955

44273081 /
82592962

44273098 /
82592979

44273104 /
82592986

44273111 /
82592993

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274309 /
82593181

50×70cm用
44274316 /
82593198

ブラック  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44272978 /
82593341

44272985 /
82593358

44272992 /
82593365

44273005 /
82593372

44273012 /
82593389

ボックスシーツ 44274453 /
82593723

44274460 /
82593730

44274477 /
82593747

44274484 /
82593754

44274491 /
82593761

フラットシーツ 44273616 /
82593525

44273623 /
82593532

44273630 /
82593549

44273647 /
82593556

敷ふとんカバー 44273791 /
82593563

44273807 /
82593570

44273814 /
82593587

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274231 /
82593594

50×70cm用
44274248 /
82593600

ブラックランダムストライプ  

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン キング

掛ふとんカバー 44273128 /
82593341

44273135 /
82593402

44273142 /
82593419

44273159 /
82593426

44273166 /
82593433

まくらカバー
＜筒型仕様＞

43×63cm用
44274330 /
82593624

50×70cm用
44274347 /
82593631



やさしい肌触りのガーゼを三層に織り上げ、空気を含んでふっくらとやわらかな生地に仕上げました。

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

寝具カバー（綿三重ガーゼ）

寝具カバー（綿三重ガーゼ）
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詳しい商品情報はこちら

掛ふとんカバー
＜着脱かんたん仕様＞
シングル  各消費税込4,990円
セミダブル  各消費税込5,490円
ダブル  各消費税込5,990円
クィーン  各消費税込6,490円

ボックスシーツ

スモール  各消費税込3,490円
シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円
クィーン  各消費税込5,490円

敷ふとんシーツ・ゴム付き

シングル  各消費税込3,990円
セミダブル  各消費税込4,490円
ダブル  各消費税込4,990円

まくらカバー

43×63cm用  各消費税込990円
50×70cm用  各消費税込1,290円

綿100%【洗濯機】

ボックスシーツ・ウレタン
マットレス薄型スモール用

  各消費税込3,490円

オフ白 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 02513450 02513467 02513474 02513481

ボックスシーツ 02513603 02513559 02513566 02513573 02513580

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02513627 02513634 02513641

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用

02513610

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
02513689

50×70cm用
02513696

ベージュ 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 02513764 02513771 02513788 02513795

ボックスシーツ 02513917 02513863 02513870 02513887 02513894

敷ふとんシーツ・ゴム付き 02513931 02513948 02513955

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用

02513924

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
02513993

50×70cm用
02514006

ベージュミニチェック 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82121810 82121827 82121834 82121841

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82122176

50×70cm用
82122183

グレー ［10月］

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82936872 82936889 82936896 82936902

ボックスシーツ 82937138 82937091 82937107 82937114 82937121

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82936995 82937008 82937015

ボックスシーツ・ウレタンマットレス
薄型スモール用 82937145

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82937022

50×70cm用
82937039



寝具カバー（綿三重ガーゼ）
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ライトブラウン 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82591941 82591958 82591965 82591972

ボックスシーツ 82592399 82592351 82592368 82592375 82592382

敷ふとんシーツ・ゴム付き 82592184 82592191 82592207

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82592214

50×70cm用
82592221

ライトブラウンミニチェック 

スモール シングル セミダブル ダブル クィーン

掛ふとんカバー 82591996 82592009 82592016 82592023

まくらカバー＜筒型仕様＞
43×63cm用
82592238

50×70cm用
82592245

綿三重ガーゼ掛ふとんカバーの着脱かんたん仕様

ふとんとカバーを固定する紐を、スナップボタンに
変更しました。四隅は外側から手を入れて留めら
れます。

ファスナーはありません。裾側は完全に開いてい
ます。内側にスナップボタンがついているので、
ふとんは外に出てきません。

1 2 3 4 5 6 7

手順

1 2 3 4 5 6 7



綿の本来の色をそのまま生かした素朴な風合いが特長です。
洗い替えにも最適なお得な3点セットです。

寝具カバーセット（綿平織）

寝具カバーセット（綿平織）【洗濯機】
 洗濯機洗い可

111

詳しい商品情報はこちら

敷ふとん用・シングル 
82123630｜生成

消費税込2,990円
掛ふとんカバー＜ファスナー仕様＞：150×210cm用
敷ふとんシーツ・ゴム付き：100×200～210cm用
まくらカバー：43×63cm用

綿100%【洗濯機】

ベッド用・シングル 
82123623｜生成

消費税込2,990円

掛ふとんカバー＜ファスナー仕様＞：150×210cm用
ボックスシーツ：100×200×18～28cm用
まくらカバー：43×63cm用

綿100%【洗濯機】

生成・ベッド用



あたたかさや風合いで選べる毛布やタオルケットを揃えました。

毛布・ケット・敷パッド

毛布・ケット・敷パッド
112

【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

【手洗い】
 手洗い可

詳しい商品情報はこちら

アイボリー

ベージュ

グレーベージュ

ブラウン チャコール

ライトグレー

グレーベージュ

ベージュ グレーベージュ

チャコール

ベージュ

オフ白

グレー

ライトブラウン

オフ白

アイボリー ベージュ

グレー

ベージュ

グレーベージュベージュ

チャコール

ベージュ

生成

生成

綿混シール織毛布 

生成

シングル 82257977 消費税込4,890円
ダブル 82257984 消費税込7,890円
毛羽部分：綿100％　基布：ポリエステル80％、レーヨン20％【洗濯機（ネット）】

和歌山県高野口のシール織毛布です。両面パイルでパイルが抜けにくく、洗濯後も風合いの変化が少な
いのが特長です。

あたたかファイバームレにくい厚手毛布 ［10月］

アイボリーグレーベージュ ベージュ ライトグレー ブラウン チャコール

シングル 82946093 82945997 82946031 82946017 82946079 82946055 各消費税込3,990円
ダブル 82946109 82946000 82946048 82946024 82946086 82946062 各消費税込5,990円
パイル：ポリエステル100%　基布：ポリエステル65%、再生繊維（リヨセル）35%【洗濯機】

マイクロファイバーポリエステルにリヨセルを混ぜて編み上げて、あたたかくても、ムレにくく快適な毛布に仕
上げました。

あたたかファイバー鹿の子毛布 ［10月］

ベージュ グレーベージュ チャコール

シングル 82946154 82946116 82946130 各消費税込2,990円
ダブル 82946161 82946123 82946147 各消費税込4,990円
毛羽部分：ポリエステル100%　基布：ポリエステル100%【洗濯機】

やわらかなマイクロファイバーを鹿の子調に編立てた薄手であたたかな毛布です。

モール糸使いニット毛布 ［10月］

アイボリー ベージュ グレー

シングル 38721697 38721673 82512854 各消費税込4,990円
ポリエステル100%【洗濯機】

あたたかな肌触りのモール糸で、伸縮性のあるニット素材の毛布に仕上げました。

綿三重ガーゼ中わた入りケット ［10月］

オフ白 ライトブラウン グレー

シングル 44226513 44226551 44226537 各消費税込5,990円
ダブル 44226520 44226568 44226544 各消費税込7,990円
側生地：綿100%　詰め物：ポリエステル100%【洗濯機】

外側は、やわらかな綿１００％の三重ガーゼ。一枚でも、毛布代わりとしても使用できます。側生地にはオー
ガニックコットンを使用しています。

リヨセル混起毛ニット中わた入りケット ［10月］

ベージュ グレーベージュ チャコール

シングル 44226599 44226575 44226612 各消費税込5,990円
ダブル 44226605 44226582 44226629 各消費税込7,990円
側生地：ポリエステル70％、再生繊維（リヨセル）30％　詰め物：ポリエステル100%【手洗い】

吸放湿性のあるリヨセルを混ぜてつくった起毛ニットの中わた入りケットです。一枚でも、毛布の代わりとし
ても使用できます。
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【洗濯機】
 洗濯機洗い可

【洗濯機（ネット）】
 洗濯機洗い可（ネット使用）

グレーベージュベージュ

チャコール

生成

生成

麻平織麻わた敷パッド  

生成

スモール 82220605 消費税込6,490円
シングル 82220575 消費税込6,990円
セミダブル 82220582 消費税込7,990円
ダブル 82220599 消費税込8,490円
表側：麻100％　裏側：ポリエステル65％、綿35%　詰め物：麻100％【洗濯機】

吸放湿性のある麻を生地と中身の両方に使用した麻×麻の敷パッドです。天然素材ならではの爽快な心地
よさです。

ライトブラウン

ブラウン

ライトグレー

ライトブラウン

スモール シングル セミダブル ダブル

─ 140×200cm ─ 180×200cm

毛布・ケットサイズ

スモール シングル セミダブル ダブル

83×200cm 100×200cm 120×200cm 140×200cm

敷パッドサイズ対応表

生成

生成

インド綿パイルタオルケット  

生成

シングル 82051384 消費税込2,990円
ダブル 82051391 消費税込4,990円
綿100％【洗濯機（ネット）】

インドで採れたオーガニックコットンを染色せずに使用し、しっかり厚みのあるタオルケットに仕上げました。

あたたかファイバームレにくい厚手敷パッド ［10月］

ベージュ グレーベージュ チャコール

スモール 82945904 82945843 82945966 各消費税込4,490円
シングル 82945874 82945812 82945935 各消費税込4,990円
セミダブル 82945881 82945829 82945942 各消費税込5,490円
ダブル 82945898 82945836 82945959 各消費税込5,990円
パイル：ポリエステル100%　基布：ポリエステル65%、再生繊維（リヨセル）35%　
裏側：ポリエステル100%　詰め物：ポリエステル100%【洗濯機】

マイクロファイバーポリエステルにリヨセルを混ぜて編み上げて、あたたかくても、ムレにくく快適な敷パッドに
仕上げました。

綿リヨセルパイル敷パッド ［10月］ 

ライトグレー ライトブラウン ブラウン

スモール 44243503 44243541 44243589 各消費税込3,490円
シングル 44243473 44243510 44243558 各消費税込3,990円
セミダブル 44243480 44243527 44243565 各消費税込4,490円
ダブル 44243497 44243534 44243572 各消費税込4,990円
パイル：綿50%、再生繊維（リヨセル）50%　基布：ポリエステル100%　
裏側：ポリエステル100%　詰め物：ポリエステル100%【洗濯機】

吸放湿性のあるリヨセルを混ぜた、やわらかく、なめらかな肌触りのパイル生地を使いました。

グレーベージュ




