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カタログ表記の見方
世界遺産「高野山」の麓、高野口パイルファブ
リック産地のブランドマークです。高野口パ
イルファブリック産地の特徴である「織」と
「編」の両方で構成されていること、すなわち、
織＝
編＝
をデザイン化しています。

ポリジン加工

今治タオル

日本毛布工業組合認定

高野口パイルファブリック

フランス羊毛協会認定

洗濯によっても効果が劣化しに
くいスウェーデン発の抗菌テク
ノロジー。バクテリアの増殖を
抑えるAg+イオンテクノロジー
の高い効果と安全性で毎日清
潔、いつでも安心。

『優れた吸水性と安全性が、今治
タオルの証』今治タオルのブラ
ンドマーク＆ロゴは、日本最大
のタオル産地「今治」で、独自の
品質基準に合格したタオルのみ
に付与されます。

日本毛布工業組合が定めた品質
基準をクリアし、
各種の仕上げ加
工、
縫製加工等のすべてを泉大津
を中心とした日本国内にて行わ
れた製品のみに付与されます。

世界遺産「高野山」の麓、高野口
パイルファブリック産地のブラ
ンドマークです。高野口パイル
ファブリック産地の特徴である
「織」と「編」の 両 方 で 構 成 さ れ
て い る こ と、す な わ ち、織 ＝
編＝ をデザイン化しています。

商品に使用されている羊毛原料
は、
フランスで飼 育された羊から
刈り取られた新毛100％をフラン
ス国 内で洗い 上げ 加 工された、
LAINES DE FRANCEのウー
ルであることを証明します。

ライセンスブランドのお取り扱いには、アプルーバルが必要です。ご不明な点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

北欧で生まれた天然Ag+
イオンテクノロジー
洗濯によっても効果が劣化しにくいスウェーデン発の抗菌テクノロジー。
バクテリアの増殖を抑えるAg+イオンテクノロジーの高い効果と安全性
で毎日清潔、
いつでも安心。

ニオイ、
待った！

洗濯、
激減！

バイ菌、
待った！

※カタログの商品写真の色は印刷によって出方が変わるため、
実際の商品と多少異なる場合もございますのでご了承ください。
※諸事情により予告なく仕様を変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
※本カタログは印刷物を始めとする各メディアに無断で流用・転載することを固くお断り致します。
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最 新 の 抗 菌 防 臭 テ ク ノロ ジ ー は
ポリジンとは？

ス ウェー デ ン から やって き た 。

汗のニオイの原因は？

高性能繊維・生地やその他の素材に加工し、
ニオイの発生を
抑制するスウェーデンで開発された技術です。

汗自体のニオイはほとんどありません。
しかし汗と生地に
付着したバクテリアが融合し、
分解されることでニオイが
発生します。

ポリジン・テクノロジーとは？
低い比率で配合された自然の銀イオンがニオイの元となる
バクテリアの成長を抑制します。

ポリジンの特徴
◦Ag+（銀イオン）の効果でバクテリアによるニオイの発生を抑制
◦清潔・衛生的な機能性
◦長期間の効果と耐久性
◦肌に触れても安全

ポリジンによりニオイの発生が抑制され
洗 濯 の 回 数 が 減 る か ら 、そ の 結 果 …

POINT

1

寝具が
長持ち。

POINT

2

風合が
長持ち。

POINT

POINT

洗濯労力が
減る。

いつまでも
清潔。

3

4

ポリジンは製品のライフサイクルに対する厳しい環境基準であるブルーサイン®の認証済です。
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muatsu
Sleep Spa

muatsu
Sleep Spa

点で支えるムアツふとん

muatsu

muatsu

point

1

独自の凹凸構造

A層
B層

安定した寝姿勢を保つことができる「ムアツふとん」。宇宙ロケットの突端の形状（タマゴ型）からインスピレーションを得て開発されました。

A 層 : 身体の重さを「点」の状態で支えます。
B 層 : 凹凸の谷の部分が隙間をつくり、空気の流れを保ちます。

従来の敷きふとんのように体に「面」で触れず、凹凸形状の「点で支える」のが特長。昭和西川のオリジナル商品として、1971年の発売以来、

C 層 : 身体全体をバランスよく受け止め、体重圧を分散します。

ムアツシリーズの累計販売台数は400万台以上、全国100ヶ所以上の医療機関に納入した実績を誇ります。
モデル、医師、
スポーツ選手といった

また、凹凸の間隔を身体が圧を感じにくくなるように設計しています。

身体が資本の各界の著名人の方々にも愛用され、世代を超えて愛されるブランドへと進化しています。

して作りました。

point

concept

1

宇宙ロケット開発にも
活かされている

C層

快適な寝姿勢を支える、柔らかさと支え感（かたさ）のバランスを重視

2

ムアツの種類
ムアツふとんは、適度な硬さを持った特殊なウレタンフォームでで
きています。敷きふとんタイプはマットレスなしで畳や床に敷いてお
使 い い た だくタイプ。マットレスパッドタイプ は お 使 い の ベッドや
マットレスの上に敷いてお使いいただくことができます。

敷きふとんタイプ

タマゴ型のパワー

マットレスパッドタイプ

自然界の中で美しい形の一つのタマゴ。その美しさの
中には驚くべき強さが秘められています。縦に置いた
タマゴは、上下から加えられた力を立体的に分散する
ので、重みに耐えることができるのです。
この 形 状 は、
実はロケット開発にも活かされています。
そんなタマゴ
の形にヒントを得て、ムアツふとんが生まれました。

point

3

硬さ
ムアツふとんは、種類により硬さが違います。
「かたさ目安」を参考に
お選びください。★印が多いほどかためになります。
☆

☆☆

☆☆☆

ソフト

concept

☆☆☆☆☆

ハード

2

計算されたタマゴ型
フォルム

一 つ 一 つ のタマゴ の 点 の 山 は、計 算 され た 理 論 に
基づき設計されています。連続したタマゴ型フォルムが、
受け止めた体重圧を水平・放射状にバランスよく分散さ
せます。ムアツの点が移動することなく身体を支える
ため、寝返りをうちやすくしています。

4

☆☆☆☆

タイプ別形状

ムアツふとんを「たたむ」際の形状で、
「 三つ折り」タイプと丸める「のべ」タイプがあります。

三つ折り タイプ

のべ タイプ

3つのブロックで構成され、
コンパ
クトに折りたためます。
また、中芯
の入れ替えも可能です。

丸めて面ファスナーでとめるタイプ
の為、取り扱いも簡単で楽に収納
できます。
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muatsu
Sleep Spa

muatsu
Sleep Spa

敷きふとん

畳やフローリングに直接敷いて使用できます
3フォームの優れたバランスで身体をほどよく支えるタイプ
スタンダード Sp-2

身体をきめ細かく支える、
新開発「凹凸3フォーム構造」

S

三つ折りタイプ

税込

SD
税込

D
税込

9 × 97 × 200cm

約6.3kg

22201-08601/239

9 × 120 × 200cm

約7.7kg

22201-08602/236

9 × 140 × 200cm

約9.0kg 22201-08603/233

¥66,000（本体 ¥60,000）
¥88,000（本体 ¥80,000）

¥110,000（本体 ¥100,000）

◦側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160N 中層：350N 下層：220N
◦区分：3フォーム160

A層で身体を点で支え、B層で体重圧を分散、
そしてC層で自然な寝姿勢を保ちます。
独自構造により身体全体をバランスよく受け止め、
快適な睡眠をサポートします。

9cm

FORM

かたさ目安

★★

FORM

BASIC
3フォームの優れたバランスで身体をしっかり支えるタイプ

6つのパフォーマンス
パフォーマンス1

気持ちいい寝ごこち

パフォーマンス2

ハード Sp-2
S
税込

三つ折りタイプ

理想的な寝姿勢をキープ

SD
税込

およそ1300の点で支える独自構造です。そのため、身体との接触面積が

A、Bの凹凸の層が2つ重なることにより、
どんな姿勢でもきめ細かく身体を

少なくなり、血行を妨げにくく、寝ている時の身体への負担を軽減させます。

支え、自然な寝姿勢を保ちます。

D
税込

仰向け

9cm

9 × 97 × 200cm

約6.3kg

22201-08611/238

9 × 120 × 200cm

約7.7kg

22201-08612/235

9 × 140 × 200cm

約9.0kg

22201-08613/232

¥66,000（本体 ¥60,000）
¥88,000（本体 ¥80,000）

¥110,000（本体 ¥100,000）

◦側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：220N 中層：350N 下層：220N
◦区分：3フォーム200
かたさ目安

横向き

★★★★

FORM

高弾性フォームを使用した、寝返りの打ちやすいタイプ
ハイバウンド Sp-2
パフォーマンス3

バランスよく体重圧を分散

「凹凸3フォーム構造」
が、受け止めた体重圧を水平・放射状にバランスよく
分散。寝ている間ずっと、身体が安定し快適な寝心地を保ちます。

パフォーマンス4

S

寝返りスムーズ

9 × 97 × 200cm

税込

三つ折りタイプ

約6.5kg 22201-08801/936

¥88,000（本体 ¥80,000）

SD 9 × 120 × 200cm 約8.0kg 22201-08802/933

凹凸構造は、スムーズな寝返りもサポートします。寝返りが多い人でも、

税込

D

無理なく穏やかな寝心地を期待できます。

9 × 140 × 200cm 約9.3kg 22201-08803/930

税込

【 体重圧分散の比較 】

9cm

¥110,000（本体 ¥100,000）
¥132,000（本体 ¥120,000）

◦側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160N 中層：200N 下層：220N
◦区分：3フォーム160
かたさ目安

「ムアツ スリープ スパ」を使用しない場合 「ムアツ スリープ スパ」を使用した場合

★★

FORM

※ベッドマットレスの上に
敷いた場合の比較（当社比）

←圧力が低い

PLATINUM

圧力が高い→

身体をしっかりと支える硬めのタイプ
パフォーマンス5

通気性がよく湿気も拡散

B層の、空気の流れをよくするポケットにより、通気性は従来品のおよそ2倍

パフォーマンス6

が わ

じ

衛生的な側 地 は丸洗いも可能

ハード Sp-2
S

がわ じ

側地には、ニオイの元となるバクテリアの繁殖を抑えるポリジン加工が施さ

に向上（当製品において。当社比）
。風通しのよいところに立てかけておくだ

れています。また、取り外して洗濯機等で丸洗いできるので、いつも清潔に

けでOKなので、お手入れも簡単です。

お使いいただけます。ウレタンフォームはメッシュカバー付きの為、取り外し

9 × 97 × 200cm

税込

三つ折りタイプ

SD
税込

D

も簡単です。

約6.5kg 22201-08811/935

¥88,000（本体 ¥80,000）

9 × 120 × 200cm 約8.0kg 22201-08812/932

¥110,000（本体 ¥100,000）

9 × 140 × 200cm 約9.3kg 22201-08813/939

税込

¥132,000（本体 ¥120,000）

◦側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：240N 中層：200N 下層：220N
◦区分：3フォーム210
かたさ目安

9cm
FORM

6

「N（ニュートン）」はウレタンフォームの硬さを表す単位で、数字が大きいほど硬くなります。 別注サイズの対応はしておりません。

★★★★★

印の商品は受注生産のため、約2週間ほどいただきます。
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muatsu
Sleep Spa

muatsu
Sleep Spa

ピロー＆ピロケース

シートの出し入れで、高さ調整が可能なピロー

取り外して
がわじ
丸洗い可能な側 地

横向き寝も快適な両サイドが
高い独自の形状

抗菌防臭

頭部と首筋の負担を
和らげる凹凸構造

ポリジン加工

高め

低め

洗濯によっても効果が劣化し
にくいスウェーデン発の抗菌

高さ調整シート（0〜2cm)

テ ク ノ ロ ジー。バ クテリア の
増 殖を抑えるAg+イオンテク

(1cm厚のシートが2枚入ってます。
シートの出し入れで簡単に高さを
微調整できます。)

ノロジーの高い効果と安全性
で毎日清潔、いつでも安心。

高さ・素材で選べる6タイプ
高弾性

高通気

低反発

弾力があり、
頭をしっかり支える

通気性がよく、
ムレにくい

柔らかく、
頭にフィット

〈 Highタイプ 高弾性 〉

〈 Highタイプ 高通気 〉

〈 Highタイプ 低反発 〉

〈 Lowタイプ 高弾性 〉

〈 Lowタイプ 高通気 〉

〈 Lowタイプ 低反発 〉

HIGH
（Middle〜High）
type

LOW
エックス

スリープ スパ X

畳やフローリングに直接敷いて使用できます

S
税込

SD
税込

D
税込

三つ折りタイプ

10cm

10 × 97 × 200cm

約8.0kg

22201-09121/903

10 × 120 × 200cm

約9.9kg

22201-09122/900

10 × 140 × 200cm

約11.5kg 22201-09123/907

¥132,000（本体 ¥120,000）
¥165,000（本体 ¥150,000）
¥198,000（本体 ¥180,000）

◦側地：ポリエステル 100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地 ・ 縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160 Ｎ 中層：220 Ｎ 下層：220 Ｎ
◦区分：3 フォーム 160
かたさ目安

ムアツとマットレスが一体化した「ベッドマットレス」
厚みがあり包まれるような寝心地が特長です

エックス

税込

SD
税込

D
税込

20 × 97 × 195cm

約18kg

22207-01211/903

20 × 120 × 195cm

約22kg

22207-01212/900

20 × 140 × 195cm

約25kg

22207-01213/907

¥220,000（本体 ¥200,000）
¥264,000（本体 ¥240,000）
¥308,000（本体 ¥280,000）

高通気／Highタイプ Sp-2

低反発／Highタイプ Sp-2

65 × 36cm

65 × 36cm

65 × 36cm

税込

◦側地：ポリエステル 100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地 ・ 縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160 Ｎ 中層：300 Ｎ 下層：200 Ｎ
◦区分：3 フォーム 370

22202-08121/934

¥13,200（本体 ¥12,000）

税込

22202-08122/931

¥13,200（本体 ¥12,000）

税込

22202-08123/938

¥13,200（本体 ¥12,000）

高弾性／Lowタイプ Sp-2

高通気／Lowタイプ Sp-2

低反発／Lowタイプ Sp-2

65 × 36cm

65 × 36cm

65 × 36cm

22202-08101/233

¥11,000（本体 ¥10,000）

●本体

スリープ スパ X ベッドマットレス
S

高弾性／Highタイプ Sp-2

税込

★★

FORM

（Low〜Middle）
type

側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
●調整シート 側地：ポリエステル100％
詰めもの：ウレタンフォーム
本体：側地・縫製 ベトナム製
調整シート：側地 中国製
製品仕上げ：日本

税込

22202-08102/230

¥11,000（本体 ¥10,000）

税込

●本体

側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
●調整シート 側地：ポリエステル100％
詰めもの：ウレタンフォーム
本体：側地・縫製 ベトナム製
調整シート：側地 中国製
製品仕上げ：日本

22202-08103/237

¥11,000（本体 ¥10,000）

●本体

側地：ポリエステル100％（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
●調整シート 側地：ポリエステル100％
詰めもの：ウレタンフォーム
本体：側地・縫製 ベトナム製
調整シート：側地 中国製
製品仕上げ：日本

ピロケース／パイルカラー
65 × 36cm用
22284-30502/101(P)・231(BE)・309(B)
税込

P

BE

B

¥1,980（本体 ¥1,800）

◦パイル糸：綿100%
◦日本製

地糸：ポリエステル100%

※圧縮梱包でお届けします。
かたさ目安
FORM

8

★★
「N（ニュートン）」はウレタンフォームの硬さを表す単位で、数字が大きいほど硬くなります。 別注サイズの対応はしておりません。

印の商品は受注生産のため、約2週間ほどいただきます。
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上層

敷きふとん

畳やフローリングに直接敷いて使用できます
muatsu

muatsu

身体の重さを「点」
の状態で
支 え、受 け 止 め た 体 重 圧 を
バランスよく分散。

ほどよい硬さで身体を支える
2フォーム 90
S
税込

寝ごこち、通気性に
こだわった2フォーム構造

SD

のべ タイプ

税込

D
税込

湿気がこもりにくい構造です。側地は吸水速乾加工をしています。

下層（無膜ウレタン）

洗濯時も乾きやすいので、お手入れが楽々です。

かたさ目安

★★

硬めのしっかりした寝心地
2フォーム 100
S
税込

パフォーマンス2

点で支える独自構造のため身体との接触面積が少なくなり、血行を妨げにくい。

理想的な寝姿勢をキープ

SD

三つ折りタイプ

税込

D

軟らかすぎるふとんやマットレス

税込

腰などが沈み込み、身体に負担がかかる。

【 体圧テスターによる体圧分散の比較 】

8 × 140 × 200cm 約8.0kg 22201-06383/205(BR)

¥69,300（本体 ¥63,000）

※この商品のウレタンフォームにはメッシュカバーは付いておりません。

6つのパフォーマンス
気持ちいい寝ごこち

8 × 120 × 200cm 約6.9kg 22201-06382/208(BR)

¥58,300（本体 ¥53,000）

8cm

フィルム状の膜が取り除かれ、通
気性がよく湿気がこもりにくい。
イメージ図

パフォーマンス1

約5.2kg 22201-06381/201(BR)

◦側地：ポリエステル100% （ポリジン加工 吸水速乾加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160N 下層：220N
◦区分：2フォーム150

下層に無膜ウレタンを使用して通気性を大幅に向上。
汗をすばやく吸い取り、
さらっと快適。

8 × 91 × 200cm

¥41,800（本体 ¥38,000）

9cm

9 × 91 × 200cm

約6.0kg 22201-06551/932(GY)

¥60,500（本体 ¥55,000）

9 × 120 × 200cm 約7.9kg 22201-06552/939(GY)

¥82,500（本体 ¥75,000）

9 × 140 × 200cm 約9.2kg 22201-06553/936(GY)

¥104,500（本体 ¥95,000）

◦側地：ポリエステル100% （ポリジン加工 吸水速乾加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160N 下層：220N
◦区分：2フォーム160
かたさ目安

★★
身体が沈みすぎず、自然で安定した寝姿勢を保持。

クッション性に優れた2層凹凸構造
2フォーム 110

一般的な固綿敷きふとん
白い部分に圧力が集中

S

点の凹凸で支え、圧力を分散。

税込

パフォーマンス3

バランスよく体重圧を分散

凹凸構造が受け止めた体重圧を水平・放射状にバランスよく分散。

パフォーマンス4

寝返りスムーズ

SD

三つ折りタイプ

税込

D
税込

凹凸構造がスムーズな寝返りをサポート。

9 × 91 × 200cm

約6.3kg 22201-06701/900(BK)

¥77,000（本体 ¥70,000）

9 × 120 × 200cm 約8.3kg 22201-06702/907(BK)

¥99,000（本体 ¥90,000）

9 × 140 × 200cm 約9.7kg 22201-06703/904(BK)

¥126,500（本体 ¥115,000）

◦側地：ポリエステル100% （ポリジン加工 吸水速乾加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：220N 下層：220N
◦区分：2フォーム200

【 体重圧分散の比較 】
9cm

かたさ目安

★★★★
一般的な固綿敷きふとん
←圧力が低い

ムアツふとんをベッドで使用するための補助アイテム

圧力が高い→

（当社調べ）

パフォーマンス5

ベースマット／BM9022

通気性がよくお手入れ楽々

凹凸構造なので身体への接触部分が少なく、空間部分で湿気を拡散。
使わないときは、風通しのよいところに立てかけておくだけでOK。

パフォーマンス6

がわ

S

じ

機能的な側地 - 抗菌防臭・丸洗いOK -

がわ じ

税込

SD

両開きタイプ

税込

側地はニオイの元となるバクテリアの繁殖を抑えるポリジン加工付き。

D

取り外して洗濯機等で丸洗いも可能。ウレタンフォームはメッシュカバー

税込

9 × 97 × 195cm

約5.8kg 22280-09381/915

¥41,800（本体 ¥38,000）

9 × 120 × 195cm 約7.2kg 22280-09382/912

¥52,800（本体 ¥48,000）

9 × 140 × 195cm 約8.4kg 22280-09383/919

¥63,800（本体 ¥58,000）

◦側地：ポリエステル100%（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地 ・ 縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦220N

付きの為、取り外しも簡単。

9cm
※この商品のウレタンフォームにはメッシュカバーは付いておりません。
※本製品はお洗濯できません。
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「N（ニュートン）」はウレタンフォームの硬さを表す単位で、数字が大きいほど硬くなります。 別注サイズの対応はしておりません。

印の商品は受注生産のため、約2週間ほどいただきます。
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マットレスパッド

お使いのベッドマットレスの上に重ねて使用できます

ピロー&ピロケース

ムアツの点が、心地よい眠りと暮らしをサポート
muatsu

muatsu

寝心地で選べる両面使用タイプ
独自の形状で肩にフィットし、
パイプの出し入れで微調整も可能

ムアツパッド スタンダード／MU9700
のべ タイプ

S
税込

SD
税込

D
税込

Q
税込

K
税込

3.5 × 97 × 195cm

¥30,800（本体 ¥28,000）

約2.5kg 22207-09281/236

3.5 × 120 × 195cm 約3.1kg 22207-09282/233

ムアツまくら／MP8050

¥41,800（本体 ¥38,000）

3.5 × 140 × 195cm 約3.6kg 22207-09283/230

約50 × 35cm

¥52,800（本体 ¥48,000）

3.5 × 160 × 195cm 約4.1kg 22207-09284/237

22202-08500/234(BE)

¥5,500（本体 ¥5,000）

税込

◦側地：ポリエステル100%（ポリエチレンパイプ入り） 中芯：ウレタンフォーム
◦化粧箱入 ◦箱サイズ／52 × 35.5 × 10cm ◦日本製
※専用ピロケース（ストレッチ綿パイルピロケース）
をご使用ください。

¥63,800（本体 ¥58,000）

3.5 × 180 × 195cm 約4.6kg 22207-09285/234

¥74,800（本体 ¥68,000）

◦側地：ポリエステル100%（ポリジン加工） 詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地 ・ 縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本◦220N ◦区分：1 フォーム 120
かたさ目安

3.5cm

★★★★

※Ｑ・Ｋは、
ウレタンフォームに貼り
合わせ部分があります。

３D構造が首・頸椎にジャストフィット
吸放湿性のあるウレタンを使用し、1cm厚、2cm厚の
ウレタンシートで簡単に高さ調整も可能
ムアツまくら／MP8100

ムアツパッド
S

のべ タイプ

税込

SD
税込

D
税込

Q
税込

K
税込

約60 × 37cm

ハード／MU9700

3.5 × 97 × 195cm

¥30,800（本体 ¥28,000）

税込

◦側地：ポリエステル100％（ポリジン加工） 中芯：ウレタンフォーム
◦化粧箱入 ◦箱サイズ／62 × 36 × 12cm ◦日本製
※専用ピロケース（ストレッチ綿パイルピロケース）
をご使用ください。

約2.7kg 22207-09291/235

3.5 × 120 × 195cm 約3.3kg 22207-09292/232

¥41,800（本体 ¥38,000）

3.5 × 140 × 195cm 約3.9kg 22207-09293/239

¥52,800（本体 ¥48,000）

3.5 × 160 × 195cm 約4.5kg 22207-09294/236

¥63,800（本体 ¥58,000）

3.5 × 180 × 195cm 約5.0kg 22207-09295/233

¥74,800（本体 ¥68,000）

◦側地：ポリエステル100%（ポリジン加工） 詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地 ・ 縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本◦350N ◦区分：1 フォーム 220
かたさ目安

3.5cm

22202-08100/236(BE)

¥11,000（本体 ¥10,000）

★★★★★

S字カーブが頭を無理なく支え、
安定した寝ごこち

※ＳＤ～Ｋは、
ウレタンフォームに貼り
合わせ部分があります。

ムアツまくら

ニュータイプ／MU0003

約8〜10 × 53 × 40cm
税込

P

5つ折り

軽量タイプで持ち運びしやすく、たたむとコンパクト

GY

B

8 × 80 × 200cm
税込

約5.0kg 22201-00401/233(BE)・936(GY)

¥44,000（本体 ¥40,000）

◦側地：ポリエステル100%（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本
◦上層：160Ｎ 下層：220Ｎ
◦区分：2フォーム150

ストレッチ綿パイルピロケース／ベーシック

P

約51 × 33 × 6cm
税込

★★

BE

12

※この商品のウレタンフォームにはメッシュカバーは付いておりません。
※スヤラボ マルチニットシーツ（P53）
をご使用ください。

22203-00151/105(P)・235(BE)・303(B)

¥1,650（本体 ¥1,500）

◦パイル糸：綿100% 地糸：ポリエステル95% ポリウレタン5%
◦中国製
※ムアツまくら／MP8050・MP8100・ニュータイプにお使いいただけます。

かたさ目安

8cm

◦側地：綿100% 詰めもの：上層・ウレタンフォーム
中層・ウレタンフォーム
下層・ポリエステル100%（固わた）
◦日本製
※ピロケース付

汗を吸い取りやすく、ふんわりやわらか
伸縮性があり、まくらにフィット

５つ折り ムアツふとん／MU0150

５つ折りタイプ

20802-00003/108(P)・238(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）

B

BE

「N（ニュートン）」はウレタンフォームの硬さを表す単位で、数字が大きいほど硬くなります。 別注サイズの対応はしておりません。

印の商品は受注生産のため、約2週間ほどいただきます。
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クッション

幅広いタイプの椅子に使えます

ムアツシーツ

バリエーション豊かなシーツでいつでも心地よい寝ごこち
muatsu

muatsu

&
点で支える

適度な弾力

すぐれた通気性

muatsu独 自 の 構 造 で、

カラダが沈みすぎず、

凹凸構造の空間部分で

接触面積が少なく血行を

自然な姿勢を保ちます。

妨げにくい。

どこでも

91×200cmにはSサイズ 、97×200cmにはWSサイズをお使いいただけます。

湿 気 を 拡 散、ムレにくく
なっています。

スヤラボ マルチニットシーツ（P53）もムアツふとんに対応しております。

です。

どこでも連れて行ける
コンパクトでおしゃれなデザイン。
デスクワークに、運転席に、
旅行にどうぞ。

抗菌防臭
（ポリジン加工）

椅子に合わせて背当てなしで

ニオイの元となるバクテ

も使えます。また、中心部を外

リアの繁殖を抑えます。

して円座としても使えます。

取り外し簡単

サテン生地なので、柔らかい肌ざわり
ムアツシーツ
P

中心部分取りはずし可能

S

BE

税込

WS
税込

B

SD

WH

税込

D
税込

バッグ付

取りはずし可能

3.5 × 40 × 80cm
税込

22203-05500/106(P)・236(BE)・304(B)・991(WH)

100 × 203cm

22203-05501/103(P)・233(BE)・301(B)・998(WH)

124 × 203cm

22203-05502/100(P)・230(BE)・308(B)・995(WH)

144 × 203cm

22203-05503/107(P)・237(BE)・305(B)・992(WH)

¥5,500（本体 ¥5,000）
¥5,500（本体 ¥5,000）
¥6,050（本体 ¥5,500）
¥6,600（本体 ¥6,000）

◦綿100%

座ムアツ／MU7401

サテン／MS5050

94 × 203cm

◦日本製

22204-07100/907(BK)

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦側地：ポリエステル100% （ポリジン加工 吸水速乾加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本

汗を吸い取りやすく、やわらかい肌ざわり
年間を通しておすすめ
P

ムアツシーツ

BE

パイルカラー／MS6150

S/WS兼用 100 × 203cm 22203-06601/109(P)・239(BE)・307(B)
税込

SD
税込

B

D

お尻に敷いても背中に当てても、ムアツの点が身体を
快適にサポート

税込

¥6,600（本体 ¥6,000）
124 × 203cm

22203-06602/106(P)・236(BE)・304(B)

144 × 203cm

22203-06603/103(P)・233(BE)・301(B)

¥7,150（本体 ¥6,500）
¥7,700（本体 ¥7,000）

◦パイル糸：綿100% 地糸：ポリエステル100%
※伸縮性のある素材なので、厚さの違うふとん、
マットレスパッドにも合います。

BR

ムアツクッション／2フォーム01

GY

7 × 40 × 40cm
税込

22204-06500/203(BR)・906(BK)・937(GY)

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦側地：ポリエステル100%（ポリジン加工 吸水速乾加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本

中心部分取りはずし可能

BK

表側地はニット、
側面と裏側地は
ジャカード生地を使用
洗濯機で洗えます
収納しやすいバンド付

ムアツ替がわ／MU6000
のべ8㎝用
S

8 × 91 × 200cm

税込

SD
税込

D

三つ折り9㎝用
22206-06111/230(BE)

¥12,100（本体 ¥11,000）

8 × 120 × 200cm 22206-06112/237(BE)

¥14,300（本体 ¥13,000）

8 × 140 × 200cm 22206-06113/234(BE)

税込

¥16,500（本体 ¥15,000）

GY

スポーツ観戦のお供に、
スタジアムのシートに適したサイズです

のべ9㎝用
表側地 : ニット

D

¥6,600（本体 ¥6,000）

税込

◦側地：ポリエステル100%（ポリジン加工）
詰めもの：ウレタンフォーム
◦側地・縫製：ベトナム製 製品仕上げ：日本

3.5cm

税込
税込

3.5 × 35 × 35cm 22204-00600/237(BE)・503(YE)・930(GY)
税込

S
SD

ポータブル ムアツクッション／MU0001

折りたたみ時

14

S

9 × 91 × 200cm

22206-06131/238(BE)

WS 9 × 97 × 200cm

22206-06135/236(BE)

税込
税込

SD
税込

D
税込

YE

BE

◦日本製

側面・裏側地 :
ジャカード生地

9 × 91 × 200cm

¥17,600（本体 ¥16,000）
¥17,600（本体 ¥16,000）

9 × 120 × 200cm 22206-06132/235(BE)

¥19,800（本体 ¥18,000）

9 × 140 × 200cm 22206-06133/232(BE)

¥22,000（本体 ¥20,000）

三つ折り10㎝用
22206-06121/239(BE)

¥14,300（本体 ¥13,000）

9 × 120 × 200cm 22206-06122/236(BE)

¥16,500（本体 ¥15,000）

9 × 140 × 200cm 22206-06123/233(BE)

¥18,700（本体 ¥17,000）

WS 10 × 97 × 200cm 22206-06141/237(BE)
税込

SD
税込

D
税込

¥19,800（本体 ¥18,000）

10 × 120 × 200cm 22206-06142/234(BE)

¥22,000（本体 ¥20,000）

10 × 140 × 200cm 22206-06143/231(BE)

¥24,200（本体 ¥22,000）

◦ポリエステル100%

◦日本製

印の商品は受注生産のため、約2週間ほどいただきます。
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1889年に、
ジャンヌ・ランバンにより創設されたフランス最古のクチュールメゾンであるランバン。
「ランバン コレクション」はランバンのセカンドラインです。
モダンでエレガント、眠りのシーンにフィットするソフィストケイトされたアイテムを展開。

パッセ

創造性豊かな全ての人に向けてのトータルコレクションです。

なめらかでやわらかなサテン生地に、ダブルJLモノグラムを使用したデザイン。マニッシュでスタイリッシュなベットスタイル。
LANVIN
COLLECTION

LANVIN
COLLECTION

ジョルダン

なめらかな肌触りのサテン生地を使用。落ち着いたシックな色合いで表現したモダンなボタニカル柄のカバーリング。

GY

GY

掛けふとんカバー
SL

税込

DL
税込

150 × 210cm

22401-70010/135(RE)・937(GY)

190 × 210cm

22401-70115/137(RE)・939(GY)

¥11,000（本体 ¥10,000）
¥16,500（本体 ¥15,000）

ピロケース／封筒式
M

BR

掛けふとんカバー
SL

税込

DL
税込

150 × 210cm

22401-18875/208(BR)・932(GY)

190 × 210cm

22401-18911/203(BR)・937(GY)

税込

22403-70230/135(RE)・937(GY)
RE
裏面

¥8,250（本体 ¥7,500）

¥12,100（本体 ¥11,000）

63 × 43cm用

ボックスシーツ／リアン
B-S
税込

GY

22403-19028/205(BR)・939(GY)

100 × 200 × 28cm 22412-56360/106(P)・939(GY)

¥6,600（本体 ¥6,000）

B-SD 120 × 200 × 28cm 22412-56470/102(P)・935(GY)

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦綿100%（サテン生地）
◦日本製
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63 × 43cm用

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦綿100％（サテン生地）
◦日本製

ピロケース／封筒式
M

税込

GY

税込

¥7,700（本体 ¥7,000）

B-D 140 × 200 × 28cm 22412-56580/108(P)・931(GY)
税込

BR
P

GY

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦綿100%（サテン生地）
※厚み23cm程度までのマットレスに対応します。
◦日本製
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LANVIN
COLLECTION

LANVIN
COLLECTION

体温を利用して発熱する繊維・ドゥレーブによる、やさしいぬくもり。
モダンなグラデーション幾何柄のケット。

シーズン問わずお使い頂ける綿毛布。
毛羽抜けが少なく洗濯による風合いの変化が少ないシール織です。

P

GY
BE

GY
IV

表は無地調のエンボス加工で凹凸を施したファータッチ、裏はプリント仕上げ。
異なる要素・デザインで表情が違うリバーシブルタイプのケット。

リバーシブル毛布／ピエール
GY
BR

140 × 200cm
税込

S

22305-74113/235(BE)・938(GY)

¥14,300（本体 ¥13,000）

なめらかなで肌触り良い国産アクリル毛布。
ボタニカル柄を深みのあるシックな色使いとグラデーションでまとめ表現しました。

140 × 200cm 22301-24010/106(P)・250(IV)・939(GY)

税込

D

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◦日本製

22305-73980/203(BR)・937(GY)

¥8,800（本体 ¥8,000）

B

P

シール織綿毛布（毛羽部分）／ノブル

140 × 200cm
税込

◦側地：ポリエステル100％ 詰めもの：ポリエステル100％
◦中国製

なめらかな軽いケット。
アールデコ調の幾何と花を大胆にストライプ状に構成したデザイン。

アクリル毛布（毛羽部分）／リュミエール

世界遺産「高野山」の麓、高
リック産地のブランドマー
イルファブリック産地の特
「編」の両方で構成されている
織＝
編＝
をデザ

¥11,000（本体 ¥10,000）

180 × 200cm 22301-24115/108(P)・252(IV)・931(GY)

税込

¥16,500（本体 ¥15,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：綿100% 地糸：たて糸 ポリエステル65%
レーヨン35% よこ糸 ポリエステル100%
◦日本製

薔薇柄を凹凸で表現。
表地は、
なめらかな肌触り。衿部分と裏地は、暖かなフランネル生地を使用。

なめらかなソフトタッチの肌掛けふとん。
表地は、モダンなグラデーション幾何柄。裏地は、ボア素材を使用。

B
P
LGY
LBE

ニューマイヤー毛布／インバージ

アクリル毛布（毛羽部分）／エテーネル

140 × 200cm

140 × 200cm

税込

22305-73850/100(P)・308(B)

¥5,500（本体 ¥5,000）

22305-74080/100(P)・308(B)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル100％ 地糸：ポリエステル100％
◦日本製

ニューマイヤーハーフケット／インバージ

アクリルハーフケット／エテーネル

140 × 100cm

140 × 100cm

税込

22313-21735/106(P)・304(B)

¥3,850（本体 ¥3,500）

◦ポリエステル100％
◦中国製
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税込

税込

22313-21850/106(P)・304(B)

GY
BE

肌掛けふとん／ロジエ

肌掛けふとん／リュミエール

140 × 190cm

140 × 190cm

税込

22104-56850/236(LBE)・939(LGY)

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦ふとんがわ 表地：ポリエステル１００％
衿部分・裏地：ポリエステル１００％
詰めもの：ポリエステル100％ 0.4ｋｇ
◦中国製

税込

22104-56980/230(BE)・933(GY)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦ふとんがわ 表地：ポリエステル１００％
裏地：ポリエステル１００％
詰めもの：ポリエステル100％ 0.4ｋｇ
◦中国製

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦パイル糸：アクリル100％ 地糸：ポリエステル100％
◦日本製
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LANVIN
COLLECTION

LANVIN
COLLECTION

JLモノグラム柄のスタイリッシュなデザイン毛布。
豊富なサイズ展開。

JLモノグラムを使用したニュートラルトーンのシャーリングのタオルケット。
シーズン問わずご使用頂けます。

GY

GY
BR

BR

IV

アクリル毛布（毛羽部分）／エヴォリュシオンⅡ

アクリルハーフケット／エヴォリュシオンⅡ

S

140 × 100cm

税込

D
税込

両面シャーリングにより、
しなやかなタッチを両面で楽しめる。
JLモノグラムのデザインがスタイリッシュ。

140 × 200cm

22305-74210/200(BR)・934(GY)

¥11,000（本体 ¥10,000）
180 × 210cm

税込

22305-74315/202(BR)・936(GY)

22313-21960/201(BR)・935(GY)

¥6,600（本体 ¥6,000）

◦パイル糸(毛羽部分)：アクリル100％ 地糸：ポリエステル100％
◦日本製

100 × 70cm
税込

タオルケット／アルモニー

両面シャーリングタオルケット／パッセ

S

140 × 200cm

税込

D

アクリルクォーターケット／エヴォリュシオンⅡ

¥16,500（本体 ¥15,000）

税込

22313-22040/209(BR)・933(GY)

140 × 200cm 22303-83410/204(BR)・259(IV)

¥11,000（本体 ¥10,000）

税込

180 × 210cm 22303-83415/209(BR)・254(IV)

◦綿100%
◦日本製（今治）

¥16,500（本体 ¥15,000）

認定番号：第2020-038号

◦パイル糸：アクリル100％ 地糸：ポリエステル100％
◦日本製

認定番号：第2019-2547号

JLモノグラムを凹凸で表現したやさしいタッチの綿毛布。

特殊な技法でJLモノグラムを凹凸で表現したパッドシーツ。
吸湿性と保温力に優れたやさしい天然素材、
ウールブランケット。
JLモノグラムを生かしたモダンスタイリッシュなデザイン。

GY

GY

BE

BR
BE

BR

アクリルクォーターケット／ラマンセ
100 × 70cm
税込

22313-22138/203(BR)・937(GY)

¥4,180（本体 ¥3,800）

◦パイル糸：アクリル100％ 地糸：ポリエステル100％
◦日本製
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22303-83515/206(BR)・312(NV)

¥16,500（本体 ¥15,000）

◦綿100%
◦日本製（今治）

¥4,400（本体 ¥4,000）

ふんわり暖かなひざ掛け。
NEWタイプのダブルJLモノグラム柄で、男女問わず、使いやすいデザインです。

NV

BR

BR

パッドシーツ／アルモニーⅡ

綿毛布／アルモニー
140 × 200cm

ウールブランケット／パッセ

SD

150 × 210cm

D

22307-44830/207(BR)・238(BE)

¥33,000（本体 ¥30,000）

◦ウール100％
◦日本製

GY

S
税込

税込

BE

税込
税込

100 × 205cm 22313-22250/233(BE)・936(GY)

¥5,500（本体 ¥5,000）

120 × 205cm 22313-22360/239(BE)・932(GY)

¥6,600（本体 ¥6,000）

税込

22301-23350/234(BE)・937(GY)

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦綿100%
◦日本製

140 × 205cm 22313-22470/235(BE)・938(GY)

¥7,700（本体 ¥7,000）

◦表側：ポリエステル100% 裏側：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100%
◦中国製
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Towel Collection
ラマンセ

Towel Collection

ニュートラル系のカラー、NEWタイプのダブルJLモノ
グラム柄で、男女問わず、使いやすいデザインです。

パッセ

フォシル

パイルとガーゼによる凹凸でデザインを表現。吸収性
に優れ、パイル仕様より早く乾きやすいタオルです。

ビジュー

バスタオル

バスタオル

バスタオル

バスタオル

60 × 125cm 22701-23030/255(IV)・316(NV)・934(GY)

60 × 125cm

22701-22735/137(RE)・250(IV)・939(GY)
税込 ¥3,850（本体 ¥3,500）
／袋5枚

60 × 125cm

22701-22830/252(IV)・603(PU)・931(GY)
税込 ¥3,300（本体 ¥3,000）
／袋5枚

60 × 125cm

フェイスタオル

フェイスタオル

フェイスタオル

34 × 80cm

34 × 80cm

34 × 75cm

税込

¥3,300（本体 ¥3,000）

フェイスタオル
34 × 80cm 22702-23012/250(IV)・311(NV)・939(GY)
税込

¥1,320（本体 ¥1,200）

税込

22702-22713/134(RE)・257(IV)・936(GY)

¥1,430（本体 ¥1,300）／袋10枚

税込

22702-22812/257(IV)・608(PU)・936(GY)

¥1,320（本体 ¥1,200）／袋10枚

税込

税込

22701-22130/109(P)・253(IV)・307(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）／袋5枚

22702-22112/104(P)・258(IV)・302(B)

¥1,320（本体 ¥1,200）／袋10枚

ウォッシュタオル

ウォッシュタオル

ウォッシュタオル

ウォッシュタオル

34 × 35cm 22703-23070/259(IV)・310(NV)・938(GY)

34 × 35cm

34 × 35cm

34 × 35cm

税込

税込

¥770（本体 ¥700）

◦綿100％
◦日本製（今治）

22703-22780/135(RE)・258(IV)・937(GY)

¥880（本体 ¥800）／袋10枚

税込

22703-22870/256(IV)・607(PU)・935(GY)

¥770（本体 ¥700）／袋10枚

税込

◦綿100%（スリット糸使用）
◦日本製（今治）

◦綿100%（部分無撚糸使用／スリット糸使用）
◦日本製（今治）

シンプルなオーナメント柄を無撚糸のパイルとシャー
リングで表現。
クォリティーの良さが伝わるタオルです。
LANVIN
COLLECTION

LANVIN
COLLECTION

JLモノグラムを組み合わせたオーナメント、無撚糸
パイルとシャーリングで表現。
マニッシュでスタイリッシュなデザイン。

22703-22170/103(P)・257(IV)・301(B)

¥770（本体 ¥700）／袋10枚

◦綿100%（部分無撚糸使用／スリット糸使用）
◦日本製（今治）

認定番号：第2021-022号

認定番号：第2020-1707号

ノブル

認定番号：第2018-956号

甘撚りで無撚糸のようなNEWタイプのパイルタオル。
スモーキーなパステルカラー、ムースの様な肌触りです。

シュープリメ

無撚糸パイルとシャーリング。
シックな色合いで、飽きがこないアールデコ調のモダ
ンなデザイン。

ローズ柄をあしらった、
シャーリング表現のプチタオル。

プチタオル／レヨン
25 × 25cm 22704-21360/108(P)・306(B)・931(GY)
税込 ¥660（本体 ¥600）
／袋10枚
◦綿100％ ◦日本製（今治）

認定番号：第2019-1112号

P

B

GY

バスタオル
なめらかなシャーリングで、深みのある色合いのJLモノグラムデザインがモダン。

60 × 125cm
税込

プチタオル／オロル
25 × 25cm 22704-21260/101(P)・309(B)・934(GY)
税込 ¥660（本体 ¥600）
／袋10枚

B

GY
認定番号：第2019-1112号
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60 × 125cm
税込

22701-22935/100(P)・254(IV)・933(GY)

¥3,850（本体 ¥3,500）

フェイスタオル

34 × 80cm

34 × 80cm

22702-23112/103(P)・257(IV)・936(GY)

¥1,320（本体 ¥1,200）

税込

22702-22914/104(P)・258(IV)・937(GY)

¥1,540（本体 ¥1,400）

ウォッシュタオル

ウォッシュタオル

34 × 35cm

34 × 35cm

税込

P

¥3,300（本体 ¥3,000）

フェイスタオル
税込

◦綿100％ ◦日本製（今治）

バスタオル
22701-23130/108(P)・252(IV)・931(GY)

22703-23170/102(P)・256(IV)・935(GY)

¥770（本体 ¥700）

◦綿100％（スリット糸使用）
◦日本製（今治）
※特殊糸：ニュースピン使用

税込

22703-22980/108(P)・252(IV)・931(GY)

¥880（本体 ¥800）

◦綿100％（部分無撚糸／スリット糸使用）
◦日本製（今治）
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“Smart, Precious with Love”
をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性
へ向けて、
クリエイティブ・ディレクター 荻野いづみが発信するANTEPRIMA。
進化する現代社会や次世代を見据え、時代を超えて受け継がれていく
“凛々しさの薫る洗練された

ジャルディーノ

エレガントスタイル”
を提案。

空気をふんわりと包み込み、
コットンのあたたかく優しい肌ざわり。

ANTEPRIMA

ANTEPRIMA

ダマスコネッソ

花や緑溢れる庭園で、豊かな自然の癒しに包まれる“ガーデニングセラピー”
からのインスピレーション。

クリスマスローズやチェーンをあしらったユニークなダマスク柄。

G

掛けふとんカバー
SL

税込

DL
税込

150 × 210cm

掛けふとんカバー

22401-18516/101(P)・408(G)

SL

¥17,600（本体 ¥16,000）
190 × 210cm

税込

22401-18623/106(P)・403(G)

DL

¥25,300（本体 ¥23,000）

税込

ピロケース／封筒式
M

税込

63 × 43cm用

22403-18745/103(P)・400(G)

地糸：ポリエステル100％
地糸：ポリエステル100％

G

150 × 210cm

22401-01785/255(IV)・408(G)

190 × 210cm

22401-01812/258(IV)・401(G)

¥9,350（本体 ¥8,500）

¥13,200（本体 ¥12,000）

G

ピロケース／封筒式
M

税込

※ピロケースは、柄が横向きになります。
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P

¥4,950（本体 ¥4,500）

◦表側：パイル糸 綿100%
◦裏側：パイル糸 綿100%
◦日本製

G

63 × 43cm用

22403-01928/254(IV)・407(G)

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦綿100%（サテン生地）
◦日本製

IV

印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。
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エレガントなスズランと幸せを結ぶリボン、ハートなど……
大人の女性に向けてハッピージンクスを散りばめた遊び心あふれるデザインのカバーリング。

フェリーチェ

リズミカルに連なるハートモチーフ。アール・デコ調デザインがモダンな輝きを放つ、
ストレッチタイプのブランケット。

上品で優美なオーナメントにさりげなく光るラメ使いがアクセント。
なめらかなシャーリング加工のタオルケットです。

ANTEPRIMA

ANTEPRIMA

IV

GY

GY

P

ふわふわコットンケット／チポッラ

タオルケット／バルコーネ

約140 × 200cm

140 × 200cm

税込

22301-22713/252(IV)・931(GY)

¥14,300（本体 ¥13,000）

税込

◦綿85% ポリエステル15%
◦日本製

22303-53510/101(P)・934(GY)

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦綿100%(スリット糸使用)
◦日本製（今治）

認定番号：第2020-2063号

ハートが見え隠れするHAPPYでモダンな幾何学模様。
なめらかなシャーリングのタオルケットです。

タオルケット／イルパラッツォ
140 × 200cm
税込

GY

BE

22303-82780/230(BE)・933(GY)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦綿100%(スリット糸使用)
◦日本製（今治）

認定番号：第2019-2610号

IV

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

毛足がふかふかのアクリルを裏から染色する事によって
ビロードの様な深みを醸し出す、ラグジュアリーな毛布。

150 × 210cm 22401-95410/231(IV)・354(NB)

¥11,000（本体 ¥10,000）

190 × 210cm 22401-95515/233(IV)・356(NB)

¥16,500（本体 ¥15,000）

ピロケース／封筒式
M
税込

L
税込

ファーのようなやわらかい肌触りとボリューム感が特徴。
ラグジュアリーなアクリル毛布。

NB

63 × 43cm用 22403-95630/231(IV)・354(NB)

¥3,300（本体 ¥3,000）

70 × 50ｃｍ用 22403-95732/232(IV)・355(NB)

IV

¥3,520（本体 ¥3,200）

GY

BE

GY

BR

◦綿100%（サテン生地） ◦日本製

40サテン生地を使ったなめらかな肌触りのシーツです。

ボックスシーツ／モノコローレ
B-S
税込

IV
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GY

100 × 200 × 28cm

¥6,600（本体 ¥6,000）

22412-56960/252(IV)・931(GY)

アクリル毛布（毛羽部分）／オーロラ

メランシカアクリル毛布(毛羽部分)／フォスキーアドゥ

140 × 200cm

140 × 200cm

税込

22305-54310/234
（BE)・937(GY)

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル100%
◦日本製

税込

地糸：ポリエステル100%

22305-74713/206(BR)・930(GY)

¥14,300（本体 ¥13,000）

◦パイル糸(毛羽部分)：アクリル100%
◦日本製

地糸：ポリエステル100％

◦綿100%（サテン生地）
※厚み23cm程度までのマットレスに対応します。
◦日本製
印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。
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ANTEPRIMA

ANTEPRIMA

裏面

クリスマスローズやチェーンなど異なった柄を
楽しめるリバーシブル仕様。
ボリュームのある毛布に仕上げました。

やわらかい肌触りのニューマイヤー毛布。
コレクションモチーフ“クリスマスローズ”
をシックな色使いのプリントで表現。

表はボリューム感のある、ふわふわな肌ざわりのファータッチ。
裏はなめらかなマイヤー生地を使用したラグジュアリーなリバーシブルケット。

ファータッチリバーシブル毛布／ルーチェ
BE

140 × 200cm
税込

IV

P

22305-74690/255(IV)・231(BE)

¥9,900（本体 ¥9,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

GY

BE
G

ボリューム感のある、ふわふわな肌ざわりのファータッチ。
花のレリーフにハートのキルトがポイント。

ニューマイヤー毛布／ローザ

リバーシブル毛布／ダマスコネッソ

140 × 200cm

140 × 200cm

22305-74450/231(BE)・934(GY)

¥5,500（本体 ¥5,000）

税込

リバーシブルハーフケット／ダマスコネッソ

140 × 100cm

140 × 100cm

22313-22535/231(BE)・934(GY)

¥3,850（本体 ¥3,500）

税込

◦ポリエステル100%
◦中国製
BE
IV

ファータッチパッドシーツ／ルーチェ

リバーシブルパッドシーツ／クオレドゥーエ

S

S

SD
税込

D
税込

22413-23760/259(IV)・235(BE)

120 × 205cm

22413-23870/255(IV)・231(BE)

¥7,700（本体 ¥7,000）
140 × 205cm

22413-23980/251(IV)・237(BE)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦表側：ポリエステル100%
裏側：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100%
◦中国製
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税込

SD
税込

D
税込

22313-22650/101(P)・408(G)

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦側地：ポリエステル100%
◦中国製

詰めもの：ポリエステル100％

GY

P

100 × 205cm

22305-74580/105(P)・402(G)

¥8,800（本体 ¥8,000）

ニューマイヤーハーフケット／ローザ
税込

¥6,600（本体 ¥6,000）

P

人気のハートのキルトの敷きパッド。
表面ベロア、裏面ワッフルの素材で年間使用できます。

税込

税込

G

100 × 205cm

22413-22360/108(P)・931(GY)

120 × 205cm

22413-22470/104(P)・937(GY)

140 × 205cm

22413-22580/100(P)・933(GY)

凹凸のあるジャガード織りでふっくらやわらか。
一般的な毛布に比べ約20％軽量（当社比）
で扱いやすい。

¥6,600（本体 ¥6,000）

綿毛布／アムレート

¥7,700（本体 ¥7,000）
¥8,800（本体 ¥8,000）

◦表側：パイル糸 綿100% 地糸 ポリエステル100%
裏側：綿100%
詰めもの：ポリエステル100%
※表：シンカーパイル 裏：ワッフル織
◦中国製

140 × 200cm
IV

GY

税込

22301-23110/258(IV)・937(GY)

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦綿100%
◦日本製

29

“ 子供から大人まで、わくわくと心ときめく、ファンタジー世界のディズニーデザインの寝具。
安らぎの眠りの時、素敵な夢の時間に導かれます。”

Disney

Disney

ニューマイヤー毛布／ミッキーマウス
140 × 190cm

NV

税込

22305-74930/139(RE)・313(NV)

¥3,300（本体 ¥3,000）

ニューマイヤーハーフケット／ミッキーマウス
140 × 100cm
税込

フランネルあたたか掛けふとんカバー／ミッキーマウス
SL

150 × 210cm

税込

ニューマイヤークォーターケット／ミッキーマウス

表

100 × 70cm

22401-19145/232(BE)

税込

¥4,950（本体 ¥4,500）

RE

ピロケース（合わせ式）／ミッキーマウス
M 63 × 43cm用
税込

22403-19215/230(BE)

¥1,650（本体 ¥1,500）

ミッキーを配置する為に
ミッキーを配置する為に
バランスをみて
バランスをみて
移動させて下さい。
移動させて下さい。

裏

◦表生地：ポリエステル100%（中生地：ポリエステル100%）
裏生地：ポリエステル100%
◦中国製

22313-22720/132(RE)・316(NV)

¥2,200（本体 ¥2,000）

（あたたか掛けふとんカバーのみ）

22313-22810/130(RE)・314(NV)

¥1,100（本体 ¥1,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

に為るす置配をーキッミ
てみをスンラバ
。いさ下てせさ動移
フランネルパッドシーツ／ミッキーマウス
100 × 205cm
税込

22413-24030/238(BE)

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦表側：ポリエステル100% 裏側：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100%
◦中国製

ピクチャーパターンブランケット／ミッキーマウス

あたたか肌掛けふとん／ミッキーマウス
140 × 200cm
税込

140 × 200cm

22104-57050/239(BE)

¥5,500（本体 ¥5,000）

税込

◦ふとんがわ 表地：ポリエステル100% 裏地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100% 0.25kg
◦中国製

あたたか抱きまくら／ミッキーマウス

あたたかハーフ肌掛けふとん／ミッキーマウス
140 × 100cm
税込

約84 × 36cm
税込

22133-10328/230(BE)

22305-75160/009(MIX)

¥6,600（本体 ¥6,000）

◦表側地：ポリエステル100% 裏側地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100%
◦中国製

22110-11127/237(BE)

¥2,970（本体 ¥2,700）

◦カバー 表側：ポリエステル100% 内側：ポリエステル100%
詰めもの 側地：ポリエステル100% 中材：ポリエステル100%
◦中国製

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦ふとんがわ 表地：ポリエステル100% 裏地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100% 0.13kg
◦中国製

ニットハーフケット／ミッキーマウス
140 × 100cm
税込

22313-23160/234(BE)

¥6,600（本体 ¥6,000）

ニットクォーターケット／ミッキーマウス
のびのびピロケース／ミッキーマウス

M ※大文字と小文字、
63 × 43cm〜Lどちらをご使用頂いてもOKですが、
70 × 50cm対応
ney著作権表示
比較的、文字が小さくなる場合には、大文字をご使用下さい。
22403-57419/300(B)
文字が読みやすいという理由からです。
税込 ¥2,090（本体 ¥1,900）
◦綿95% ポリウレタン5%
◦中国製
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100 × 70cm

のびのびピロケース／ミニーマウス
〈裏面〉

M 63 × 43cm〜L 70 × 50cm対応
22403-57319/105(P)
税込

¥2,090（本体 ¥1,900）

税込

〈裏面〉

22313-23240/233(BE)

¥4,400（本体 ¥4,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

■ Disney著作権表示 ※大文字と小文字、どちらをご使

比較的、文字が小さくなる場合に
文字が読みやすいという理由から

◦綿95% ポリウレタン5%
◦中国製
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ニューマイヤー毛布／くまのプーさん

100 × 205ｃｍ 22413-24130/235(BE)

140 × 200cm

税込

税込

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦表側：ポリエステル100%
裏側：ポリエステル100％
詰めもの：ポリエステル100％
◦中国製

Disney

Disney

フランネルパッドシーツ／くまのプーさん

22305-75040/233(BE)

¥4,400（本体 ¥4,000）

ニューマイヤーハーフケット／くまのプーさん
140 × 100cm
税込

22313-22930/234(BE)

¥3,300（本体 ¥3,000）

2枚合わせリバーシブル毛布／くまのプーさん

◦ポリエステル100%
◦中国製

140 × 200cm
税込

22305-75350/004(MIX)

¥5,500（本体 ¥5,000）

2枚合わせリバーシブルハーフケット／くまのプーさん
140 × 100cm
税込

4wayケットの使い方

22313-23530/006(MIX)

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

〈裏面〉

4Wayケット／くまのプーさん
100 × 70cm
税込

sney著作権表示 ※大文字と小文字、どちらをご使用頂いてもOKですが、

22313-23030/230(BE)

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

■ Disney著作権表示 ※大文字と小文字、どちらをご使用頂いてもOKですが、

比較的、
文字が小さくなる場合には、大文字をご使用下さい。
文字が読みやすいという理由からです。

比較的、
文字が小さくなる場合には、
大文字をご使用下さい。
文字が読みやすいという理由からです。

ニットハーフケット／くまのプーさん

クサー著作権表示

× 100cm
■ ピクサー著作権表示140¥6,600
税込

ピクチャーパターンブランケット／くまのプーさん
140 × 200cm
税込

22305-75260/006(MIX)

¥6,600（本体 ¥6,000）

◦表側地：ポリエステル100% 裏側地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100%
◦中国製

ニットクォーターケット／くまのプーさん

140 × 200ｃｍ 22305-74850/239(BE)

100 × 70cm

税込

税込

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦ポリエステル100％
◦中国製

¥2,090（本体 ¥1,900）

◦綿95% ポリウレタン5%
◦中国製

32

22313-23440/237(BE)

¥4,400（本体 ¥4,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

■ くまのプーさん著作権/原作者表示

のびのびピロケース／くまのプーさん
税込

¥6,000）

ニューマイヤー毛布／くまのプーさん

まのプーさん著作権/原作者表示

M 63 × 43cm〜L 70 × 50cm対応

22313-23360/238(BE)

（本体

〈裏面〉

22403-57019/234(BE)

お昼寝枕／くまのプーさん
約48 × 46cm
税込

22403-02925/009(MIX)

¥2,750（本体 ¥2,500）

◦側生地：ポリエステル100%
◦中国製

詰めもの：ポリエステル100%
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オーガニックコットンを使用したふんわり柔らかな風合いの2重ガーゼ。和晒で仕上げることで、布本来の柔らかい風合いを
最大限に生かします。
ピロケースには、原料の一部にバガスを使用したボタンをあしらい、アクセントをつけています。

ペールガーゼ
掛けふとんカバー
SL

150 × 210cm 22401-60210/101(P)・255(IV)・309(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）

税込

DL 190 × 210cm 22401-60315/103(P)・257(IV)・301(B)

¥16,500（本体 ¥15,000）

税込

P

ピロケース／ボタン仕様
M

63 × 43cm用 22403-60340/103(P)・257(IV)・301(B)

¥4,400（本体 ¥4,000）

税込

IV
Ethicalware

Ethicalware

※ボタン部分には、原料の一部にバガス（サトウキビの搾りかす）
を
使用しています。
◦綿100％
（オーガニックコットン使用）
◦日本製

B

organic cotton

オーガニックコットンを使用したサテン生地は光沢があり、軽い使い心地。
ピロケースには、原料の一部にバガスを使用したボタン
をあしらい、アクセントをつけています。

グロッシーサテン
掛けふとんカバー
SL

150 × 210cm 22401-59913/204(BR)・303(B)・938(GY)・945(DGY)

税込

¥14,300（本体 ¥13,000）

税込

¥18,700（本体 ¥17,000）

DL

190 × 210cm

22401-60017/205(BR)・304(B)・939(GY)・946(DGY)
BR

ピロケース／ボタン仕様
M

63 × 43cm用 22403-60145/203(BR)・302(B)・937(GY)・944(DGY)

税込

¥4,950（本体 ¥4,500）

※ボタン部分には、原料の一部にバガス（サトウキビの搾りかす）
を
使用しています。

B

ボックスシーツ
B-S

100 × 200 × 40cm 22412-60490/202(BR)・301(B)・936(GY)・943(DGY)

税込

¥9,900（本体 ¥9,000）

B-SD 120 × 200 × 40cm 22412-60510/207(BR)・306(B)・931(GY)・948(DGY)
税込

B-D

¥11,000（本体 ¥10,000）

GY

140 × 200 × 40cm 22412-60611/201(BR)・300(B)・935(GY)・942(DGY)

税込

¥12,100（本体 ¥11,000）

※厚み33cm程度までのマットレスに対応します。
◦綿100％
（オーガニックコットン使用）
◦日本製

organic cotton

DGY

よこ糸にヘンプ、
たて糸にオーガニックコットンを使用したカバーリング。サラッとした清涼感が特徴です。
ヘンプは地球に優しくサステナブル（持続可能）
な資源として注目されている麻の一種です。

ヘンプ
掛けふとんカバー
SL

150 × 210cm

22401-02020/232(BE)・355(NV)

DL 190 × 210cm

22401-02126/231(BE)・354(NV)

税込
税込

¥22,000（本体 ¥20,000）
¥28,600（本体 ¥26,000）

PANTONE
425C

C73 M64
Y58 K14

■21SS エシカルウエアアイコン
■21SS エシカルウエアアイコン

PANTONE
425C

BE
C73 M64
Y58 K14

ピロケース／封筒式
アウトライン前
アウトライン前
M
税込

63 ×cupro
43cm用

22403-02245/237(BE)
・350(NV)
cupro
hemp
recycle
hemp
fiber

¥4,950（本体 ¥4,500）

Re

ボックスシーツ
B-S
税込

recycle fiber

Re

NV
hemp
ヘンプ

hemp
ヘンプ

100 × 200 × 26cm 22412-02315/259(IV)・938(GY)

¥16,500（本体 ¥15,000）

B-SD 120 × 200 × 26cm 22412-02417/250(IV)・939(GY)
税込

¥18,700（本体 ¥17,000）

B-D 140 × 200 × 26cm 22412-02519/251(IV)・930(GY)
税込

アウトライン後
¥20,900
（本体 ¥19,000）

アウトライン後

IV

※厚み21cm程度までのマットレスに対応します。
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◦たて糸：綿100％
（オーガニックコットン使用）
よこ糸：植物繊維（ヘンプ）
100％
◦日本製

GY
印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。
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Ethicalware

Ethicalware

■21SS エシカルウエアアイコン

PANTONE
425C

C73 M64
Y58 K14

■21SS エシカルウエアアイコン

アウトライン前

cupro

hemp

cupro

recycle fiber

hemp

hemp

ヘンプ

くしゅくしゅケッアウトライン後
ト／ボタニカル
税込

C73 M64
Y58 K14

アウトライン前

Re

約140 × 200cm

PANTONE
425C

Re

¥16,500（本体 ¥15,000）

◦たて糸：綿90％ 分類外繊維（和紙）
10％
よこ糸：綿85％ ポリエステル15％
（たて糸綿部分にオーガニックコットン使用）
◦日本製

ロングパイルケット／ボリュームタッチ
140 × 200cm
税込

PANTONE
425C

■21SS エシカルウエアアイコン

140 × 200cm
税込

オーガニックコットン（白面）
とウォッシャブルウール（カラー面）
を
使用したリバーシブルブランケット。
ウールはサステナブルで地球に優しい繊維であるとともに、保温性や吸放湿性、
難燃性、防汚性など天然に備わっている多くの機能がある優秀な素材です。
コットンとウール、
それぞれの肌触りや気温に合わせてなどお好みで
お使いいただけます。

22307-47718/700(OR)・939(GY)・946(DGY)

¥19,800（本体 ¥18,000）

シール織やわらかブランケット／ディープカラー

C73 M64
Y58 K14

PANTONE
C73 M64
140 × 200cm ■21SS
22301-23412/208(BR)
・307(B)
949(DGY)
425C
Y58 K14 ・
エシカルウエアアイコン・253(IV)

22303-84613/208(BR)・253(IV)・307(B)・932(GY)
hemp

ヘンプ

◦よこ糸（毛羽部分）
：表・綿100％
裏・ウール100％
たて糸：綿75％ ポリエステル25％
（よこ糸綿部分にオーガニックコットン使用）
◦日本製

¥14,300（本体アウトライン前
¥13,000）

◦綿100％
cupro
（オーガニックコットン使用）
◦日本製（今治）

hemp

リバーシブル コッ
トンウールブランケット（毛羽部分）／モード
アウトライン後

天然染料と安全な化学染料を融合させた染料を使用。
無染色コットンとミックスすることで自然の微妙な色調を表現するとともに、
染料や水の使用量を減らすことができます。
グリーンはクチナシと竹炭を染料とした糸を、パープルはブドウとコーヒーを
染料とした糸を使用しました。
また、和紙原料のマニラ麻は生育が早く環境負荷が少ないうえ、吸水性・通気性
に優れた丈夫な繊維です。

22301-25315/408(G)・606(PU)

recycle fiber

recycle fiber

Re

アウトライン後

税込

hemp
ヘンプ

¥13,200（本体 ¥12,000）

アウトライン前
◦パイル（毛羽部分）
：綿100％
地糸：よこ糸・ポリエステル100％
cupro
hemp
たて糸・ポリエステル65％ レーヨン35％
（パイル部分にオーガニックコットン使用）
◦日本製

recycle fiber

Re

hemp
ヘンプ

アウトライン後

パイル部分にオーガニックコットンの
インド長綿「シャンカール6」
を使用。
裏起毛でふんわりとした風合いが特長です。

パイル部分に「スーパーゼロ」オーガニックコットンを使用。
毛羽落ちが少なく、洗濯後も柔らかな風合いが長持ちします。
パイル長を長くして、ボリューム感が特長です。
認定番号：第2019-2580号
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ウールブランケット／アースカラー
150 × 210cm
税込

22307-47950/209(BR)・254(IV)・407(G)

¥55,000（本体 ¥50,000）

◦ウール100％
◦日本製

パッドシーツ／ライトリー
■21SS エシカルウエアアイコン
S

税込

100 × 205cm

PANTONE
425C

C73 M64
Y58 K14

22413-25490/406(G)・604(PU)

アウトライン前
¥9,900
（本体 ¥9,000）

cupro
◦ポリエステル55％
綿45％
(オーガニックコットン使用)
◦日本製
※中わた無し

hemp

recycle fiber
■21SS エシカルウエアアイコン
アウトライン前

PANTONE
425C

hemp

C73 M64
Y58 K14

ヘンプ

Re

hemp
ヘンプ

Re
cupro

hemp

recycled fiber

Ethicalware

Ethicalware

アウトライン後

よこ糸に使用しているウルグアイウールは、温暖な気候の中、天然の牧草と羊に負担の少ない飼育
方法で丁寧に育てられています。
ウールの中でも細番手のスーパーファインメリノウールに分類され、繊細で柔らかい肌触りが特長です。

オーガニックコットンを起毛したわた無しタイプのパッドシーツ。
コットンの優しい肌触りが特長です。
たて糸にはペットボトルをリサイクルした再生ポリエステルを
使用しています。

ヤク・ウールブランケット／サブライムⅡ

マルチカバー／ミックスヤーン

150 × 210cm

175 × 250cm

税込

22307-47865/206(BR)・305(B)

¥71,500（本体 ¥65,000）

◦よこ糸：毛（ヤク）
50％ ウール50％
たて糸：ウール100％
◦日本製

税込

22410-02612/138(RE)・251(IV)・930(GY)

¥13,200（本体 ¥12,000）

◦(RE)

たて糸：綿50％ ポリエステル50％
よこ糸：アクリル35％ ポリエステル35％ 綿30％
(IV・GY)たて糸：綿50％ ポリエステル50％
■21SS エシカルウエアアイコン
よこ糸：アクリル30％ ポリエステル25％ 綿45％
アウトライン前
◦日本製

PANTONE
425C

C73 M64
Y58 K14

<ヤクの特徴>

hemp
ヘンプ

・保温性に優れる ・通気性に優れる ・なめらかで肌触りが良い
・希少性 (1頭につき年間約100ｇしか採取できない)
SHOKAYのヤクはチベット民族に大切に育てられているウシ科の動物です。
柔らかい産毛はとても希少価値の高い繊維であり、
それをフェアな価格で買い取ることで
チベット民族の安定した生活を支えます。ふんわり軽く、柔らかいブランケットに仕上がりました。

チベット語で「ヤクの柔らかい毛」
という意味のSHOKAY（ショーケイ）
は、
チベット遊牧民族と直接つながり、持続可能な方法で上質なヤクの素材を
提供するマテリアルブランドです。

Re
cupro

紡績、織布工場で発生する糸くず、布地などを集めて
わたにほぐしなおし再び糸にしました。
他にはない柔らかな風合いが特長です。
ベッドカバーやソファーカバーなどマルチにお使いください。

hemp

recycled fiber

RE

GY
IV

「SDGs（エスディージーズ）」
とは、
「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
で示された国際目標（Goals）
です。貧困・格差の撲滅をはじめ、持続可能な世界を実現するために、国際社会全体が取り組むべき目標です。

エシカルウエアではエシカルな素材や製法を使用することで、
環境や社会の課題に取り組んでいきます。
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「マテリオーネ」はMATERIAL・素材とONE・唯一という意味を組み合わせて出来た造語です。
1つ1つの素材にこだわりを持ち、妥協しない物作りを基本的な姿勢としています。

カンパネラ

リッコ

ラインで表現した花をやさしい色でまとめました。
昭和西川オリジナルコットンを使用した、光沢のあるサテン生地が特長です。

イタリアの歴史あるアトリエの図案を、現代のインテリアに合うシックなデザインにアレンジ。
昭和西川オリジナルコットンを使用した、光沢のあるサテン生地が特長です。

B

掛けふとんカバー
SL
DL
税込

150 × 210cm

22401-38520/102(P)・300(B)

190 × 210cm

22401-38629/102(P)・300(B)

¥22,000（本体 ¥20,000）

MATERIONE

MATERIONE

税込

¥31,900（本体 ¥29,000）

※額縫製装飾仕様

ピロケース／額式
M
税込

P

アラベスコ

63 × 43cm用

22403-38770/109(P)・307(B)

¥7,700（本体 ¥7,000）

◦綿100％（サテン生地）
※たて糸に昭和西川オリジナルコットン使用
◦日本製

ラグジュアリーな雰囲気のペイズリー柄。
昭和西川オリジナルコットンを使用した、
ソフトな風合いが特長です。

B

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm

22401-32225/102(P)・300(B)

190 × 210cm

22401-32337/102(P)・300(B)

¥27,500（本体 ¥25,000）
¥40,700（本体 ¥37,000）

※額縫製装飾仕様

ピロケース／額式
M
税込

P

ボックスシーツ
GY

掛けふとんカバー

ピロケース／額式

SL

M

税込

DL
税込

150 × 210cm 22401-70816/232(BE)・935(GY)

¥17,600（本体 ¥16,000）

190 × 210cm 22401-70923/237(BE)・930(GY)

税込
税込

¥6,600（本体 ¥6,000）

◦綿100％（サテン生地）
※たて糸に昭和西川オリジナルコットン使用
◦日本製

コンフォルト

世界の厳選した綿をオリジナルでブレンド。
さらに毛
羽の出にくい特殊な紡績をした糸をたて糸に使用。
光沢としなやかさが特長です。40㎝マチ仕様。

100 × 200 × 40cm 22412-38410/102(P)・201(BR)・935(GY)

¥11,000（本体 ¥10,000）
¥13,200（本体 ¥12,000）

B-D 140 × 200 × 40cm 22412-38614/104(P)・203(BR)・937(GY)
税込

◦綿100%（サテン生地）
※たて糸に昭和西川オリジナルコットン使用
◦日本製

22403-32475/109(P)・307(B)

B-SD 120 × 200 × 40cm 22412-38512/103(P)・202(BR)・936(GY)

63 × 43cm用 22403-71060/236(BE)・939(GY)

¥25,300（本体 ¥23,000）

※パイピング装飾仕様

40

税込

B-S

63 × 43cm用

¥8,250（本体 ¥7,500）

BE

¥15,400（本体 ¥14,000）

◦綿100%（サテン生地）
※厚み33cm程度までのマットレスに対応します
※たて糸に昭和西川オリジナルコットン使用
◦日本製

P

BR

GY

印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。
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トスカ

ボリュームとやわらかさを兼ね備えた独自の
ブレンドカシミヤを使用しています。
ふんわりとした肌ざわりが特長です。

肌に触れる部分には、ベビーカシミヤの産毛を使用。
細い繊維ならではの羽毛のような軽さ、
カシミヤ独特
のぬめり感とやわらかさが特長です。

バンビーノ

カシミヤブランケット
150 × 210cm
税込

22307-43013/205(BR)

¥143,000（本体 ¥130,000）

◦カシミヤ100%
◦日本製

ベビーカシミヤブランケット（毛羽部分）
150 × 210cm

※こちらの商品は完全受注商品になります

22307-39440/992(WH)

¥440,000（本体 ¥400,000）

◦カシミヤ100%
※毛羽部分にベビーカシミヤ100％使用
◦日本製

日本屈指のカシミヤ紡績会社「東洋紡糸」の糸を使
用。すべての加工がカシミヤを傷つけないように丁寧
に行われ、
なめらかな仕上がりです。

一般的なシルクブランケットに比べて軽量で、1枚当た
り約1kgの軽さです。

セタ

リバーシブル カシミヤブランケット

軽量シルクブランケット

150 × 210cm

150 × 210cm

税込

22307-43120/200(BR)

¥220,000（本体 ¥200,000）

税込

◦カシミヤ100%
※東洋紡糸カシミヤ使用
◦日本製

MATERIONE

MATERIONE

スカラ

税込

22307-41250/992(WH)

¥55,000（本体 ¥50,000）

◦シルク100%
※毛羽部分に中国山東省のシルク使用
◦日本製

※こちらの商品は完全受注商品になります

日本屈指のカシミヤ紡績会社「東洋紡糸」の

カルド

ウール特有のチクチク感を軽減するために、希少価値

ミラノ

糸を使用。細番手の糸を使用することで、
よりなめらかな風合いを実現しました。

の高いファーストカットウールを毛羽部分に使用したブ
ランケット。

カシミヤブランケット

ウールブランケット

150 × 210cm

150 × 210cm

税込

22307-46030/230(BE)

¥330,000（本体 ¥300,000）

◦カシミヤ100%
※東洋紡糸カシミヤ使用
◦日本製

税込

22307-30430/930(GY)・206(BR)

¥33,000（本体 ¥30,000）

◦ウール100%
※よこ糸にタスマニアウール使用
◦日本製

※こちらの商品は完全受注商品になります

お手入れブラシ

ブラッシングをすることで、 毛玉を防ぎ、 肌ざわり
をより長く楽しんでいただけます。

お手入れブラシ
22307-43270/998
税込

¥7,700（本体 ¥7,000）

◦柄：黒檀
◦日本製
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毛：白色豚毛

印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。
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ディアナ

光沢と柔らかさを追及した、昭和西川オリジナル
コットンを使用。軽い使い心地が特長です。

コットンブランケット
150 × 210cm
税込

マハラニ ®コットン敷きパッド

22301-24720/203(BR)・937(GY)

100 × 205cm
税込

◦綿100%
◦日本製
※毛羽部分に昭和西川オリジナルコットン使用

22413-66920/238(BE)・931(GY)

¥22,000（本体 ¥20,000）

◦表側：パイル糸 綿100% 地糸 ポリエステル100%
詰めもの：綿100%（脱脂綿） 裏側：ポリエステル65%
◦日本製
※パイル部分に超長綿マハラニ®糸使用

糸、規格、設計にこだわり生まれた、
ソフトな風合いとボリューム感が特長です。

MATERIONE

MATERIONE

¥22,000（本体 ¥20,000）

モーダ

パイル部分にやわらかさとふくらみ感がある
特殊糸を使用。詰めものに脱脂綿を使用し、
柔らかい寝心地に。

アポロン

綿35%

大自然で育った良質な羊から品質・密度の厳選された
部分を使用。冬はあたたかく、夏はさらっとさわやかに
お使いいただけます。

ペコラ

ムートンシーツ
S
税込

SD
税込

D

シャーリングタオルケット
140 × 200cm
税込

税込

22303-42118/233(BE)・936(GY)

¥19,800（本体 ¥18,000）

◦綿100%
◦日本製（今治）
※パイル部分に昭和西川オリジナルコットン使用

アポロン

認定番号：第2015-1225号

100 × 200cm

22118-10920/206(BR)

120 × 200cm

22118-10928/202(BR)

140 × 200cm

22118-10935/200(BR)

¥220,000（本体 ¥200,000）
¥302,500（本体 ¥275,000）
¥385,000（本体 ¥350,000）

◦表地：毛皮（ムートン） 中材：ポリエステル100%
裏地：綿100%
◦日本製
※オーストラリア原皮
※お手入れスプレー・ブラシ付

パイル部分にやわらかさとふくらみ感がある
特殊糸を使用。両面シャーリング仕様で
ベロアのような風合いです。

ブルネッタ

大自然で育った良質な羊から品質・密度の厳選された
部分を使用。冬はあたたかく、夏はさらっとさわやかに
お使いいただけます。

ムートンシーツ
S
税込

SD
税込

D

マハラニ ®コットン 両面シャーリングケット
140 × 200cm
税込

税込

22301-24220/239(BE)・932(GY)

¥22,000（本体 ¥20,000）

◦綿100%
◦日本製（今治）
※パイル部分に超長綿マハラニ®糸使用

認定番号：第2020-1214号

100 × 200cm

22118-11030/232(BE)

120 × 200cm

22118-11036/234(BE)

140 × 200cm

22118-11042/235(BE)

¥330,000（本体 ¥300,000）
¥396,000（本体 ¥360,000）
¥462,000（本体 ¥420,000）

◦表地：毛皮（ムートン） 中材：毛50% ポリエステル50%
裏地：綿100%
◦日本製
※オーストラリア原皮
※お手入れスプレー・ブラシ付

マハラニ ®コットンとは……最先端のバイオテクノロジーを駆使して、21世紀に開発された新世紀ハイブリッドコットンです。
丁寧に収穫されたコットンボールは繊維の傷みが少なく、他にはない光沢感と柔らかさが特長です。
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印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。
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C an a dia n goose down

カナダ・コロニアルマザーグース

カナダの限られた「コミューン」(※)で飼育された希少価値の高い、カナダコロニアルマザーグースを使用。

アークティックグースは、北極圏エリアを中心に生息する渡り鳥です。

キルトパターンも熱の逃げにくい特殊キルトを採用しています。

年に2回だけ限られた時期に羽毛を採取し、厳選したものを使用しています。

※コミューン…生活基盤を共有しつつ生活する複数の家族のあり方

軽くボリュームがあり、希少性の高いダウンです。

Canadia n a r c tic goose down

カナダ・アークティックグース

羽毛掛けふとん／ヴィラ
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 1.2kg 22111-10820/107(P)・305(B)

¥220,000（本体 ¥200,000）

190 × 210cm 1.5kg 22111-10830/106(P)・304(B)

¥330,000（本体 ¥300,000）

特殊キルト

羽毛掛けふとん／ルッソ・フェリース
SL
DL
税込

150 × 210cm 1.2kg 22111-14150/224(GO)・910(SV)

¥550,000（本体 ¥500,000）

190 × 210cm 1.5kg 22111-14175/227(GO)・913(SV)

¥825,000（本体 ¥750,000）

SL：6×8マスキルト

羽毛肌掛けふとん／ヴィラ
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 0.25kg 22112-04170/101(P)・309(B)

¥77,000（本体 ¥70,000）

190 × 210cm 0.35kg 22112-04111/104(P)・302(B)

¥115,500（本体 ¥105,000）

SL：10×11マスキルト

DL：12×11マスキルト

DL：7×8マスキルト

羽毛肌掛けふとん／ルッソ・フェリース
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 0.25kg 22112-11615/220(GO)・916(SV)

¥165,000（本体 ¥150,000）

190 × 210cm 0.35kg 22112-11623/225(GO)・911(SV)

¥247,500（本体 ¥225,000）

SL：10×11マスキルト

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン93% フェザー7%
（カナダ／コロニアルマザーグース）
◦日本製

MATERIONE

MATERIONE

税込

DL：12×11マスキルト

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン95% フェザー5%
（カナダ／アークティックグース）
◦日本製

羽毛掛けふとん／アガタ
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 1.2kg 22111-03630/102(P)･300(B)

¥330,000（本体 ¥300,000）

190 × 210cm 1.5kg 22111-03645/106(P)･304(B)

¥495,000（本体 ¥450,000）

「羽毛の王様」
と呼ばれるアイダーダウン。北極圏に生息する野生の鳥アイダーダックは、卵を温める為に
自分の胸のダウンを使い巣作りをします。
ヒナ達が巣立った後に、ひとつひとつ手作業で採取した、

特殊キルト

非常に希少価値の高いダウンです。それぞれの羽毛がからみあい、中の空気を閉じ込め、
熱を逃がしにくい特徴があります。

Can a dia n Eide r down

カナダ・アイダーダウン

羽毛肌掛けふとん／アガタ
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 0.25kg 22112-04210/104(P)･302(B)

¥110,000（本体 ¥100,000）

190 × 210cm 0.35kg 22112-04215/109(P)･307(B)

¥165,000（本体 ¥150,000）

SL：10×11マスキルト

アイダー羽毛掛けふとん／ルッソ・フェリース

DL：12×11マスキルト

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン95% フェザー5%
（カナダ／コロニアルファインマザーグース）
◦日本製

SL
税込
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DL
税込

150 × 210cm 1.0kg 22111-14015/226(GO)・912(SV)

¥1,650,000（本体 ¥1,500,000）

190 × 210cm 1.3kg 22111-14023/221(GO)・917(SV)

¥2,475,000（本体 ¥2,250,000）

SL：6×8マスキルト

イメージ図

特殊キルト

アイダー羽毛肌掛けふとん／ルッソ・フェリース
SL
税込

DL
税込

表面の生地を従来のものに比べたっぷりと使用し
ています。その為、羽毛の膨らみを押さえ込まず、暖
かな空気を逃しにくくする設計です。身体のラインに
フィットする曲線立体キルトで、羽毛の持つドレープ
性を生かし、機密性を高める特殊な構造です。

46

DL：7×8マスキルト

150 × 210cm 0.25kg 22112-11555/229(GO)・915(SV)

¥605,000（本体 ¥550,000）

190 × 210cm 0.35kg 22112-11583/222(GO)・918(SV)

¥907,500（本体 ¥825,000）

SL：10×11マスキルト

DL：12×11マスキルト

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン95% その他羽毛5%
（カナダ／アイダーダウン）
◦日本製

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。
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「洗練されたデザインと極上の肌触り」
をコンセプトに大人の女性に向けてナチュラルで
エレガントな眠りのスタイルを提案します。カラーを切り口に、選りすぐりの素材や

ハーバルアラベスク

デザインで自分好みのコーディネイトを楽しんでいただけるブランドです。

ファインダマスク

肌に触れる部分は優しいぬくもりの綿シンカーベロア。ふとんに入ったときのひんやり感を軽減し、蒸れにくく快適です。

艶やかでシルクのような光沢のあるインド超長綿を使用。
細番手使いで、よりソフトに仕上げました。軽く、羽毛ふとんとの相性も抜群です。

SUYA-LAB

SUYA-LAB

P

綿ベロア掛けふとんカバー

綿ベロアピロケース／封筒式

SL

M

税込

DL
税込

150 × 210cm

22401-19310/104(P)・302(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）
190 × 210cm

税込

22401-19415/106(P)・304(B)

¥16,500（本体 ¥15,000）

63 × 43cm用

B

22403-19530/104(P)・302(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦パイル糸：綿100%

地糸：ポリエステル100％
（シンカーベロア生地）

◦中国製

へリテージ

さらりとしたサテン生地にクラシカルなストライプ調のフラワープリント。肌掛けふとん用サイズもあります。

P

掛けふとんカバー

ピロケース／封筒式

SL

M

税込

DL
税込
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150 × 210cm 22401-19615/100(P)・230(BE)・308(B)

¥16,500（本体 ¥15,000）

190 × 210cm 22401-19722/105(P)・235(BE)・303(B)

¥24,200（本体 ¥22,000）

税込

肌掛けふとんカバー

ピロケース／封筒式

140 × 190cm

M

税込

¥6,930（本体 ¥6,300）

掛けふとんカバー

63 × 43cm用 22403-19840/104(P)・234(BE)・302(B)

¥4,400（本体 ¥4,000）

SL
税込

◦綿100%（サテン生地）
（インド超長綿）
◦日本製

22401-01363/101(P)・309(B)

B

P

DL
税込

150 × 210cm

22401-01465/102(P)・300(B)

190 × 210cm

22401-01511/106(P)・304(B)

税込

63 × 43cm用

B

22403-01623/104(P)・302(B)

¥2,530（本体 ¥2,300）

◦綿100%（サテン生地）
◦日本製

¥7,150（本体 ¥6,500）

¥12,100（本体 ¥11,000）

印の商品は限定生産のため、在庫についてはお問い合わせ下さい。

印の商品は受注生産のため、約2週間ほど頂きます。
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サニーガーデン

オレオール

たて糸にインド高品質綿を使用。長繊維のため上質なツヤがあり、
しなやかで繊細な風合いです。

やわらかく、上品な落ち感とハリ・光沢。綿より吸放湿性が高いリヨセルをよこ糸に使いました。

SUYA-LAB

SUYA-LAB

P

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm

22401-82685/109(P)・307(B)

¥9,350（本体 ¥8,500）
190 × 210cm

22401-82713/109(P)・307(B)

リンデンフラワー

P

ピロケース／封筒式

掛けふとんカバー

M

SL

税込

¥14,300（本体 ¥13,000）

B

63 × 43cm用 22403-82830/101(P)・309(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）

税込

DL

◦綿100%（サテン生地 たて糸にインド超長綿使用）
◦日本製

税込

150 × 210cm

ピロケース／封筒式
M

22401-68913/103(P)・301(B)

¥14,300（本体 ¥13,000）
190 × 210cm

税込

22401-69020/107(P)・305(B)

63 × 43cm用

22403-69138/107(P)・305(B)

¥4,180（本体 ¥3,800）

◦たて糸：綿100%（超長綿）
よこ糸：再生繊維（リヨセル）
100% （サテン生地）
◦日本製

¥22,000（本体 ¥20,000）

しなやかさと光沢のあるインド超長綿を使用。薄手のローン生地で、軽さも魅力のカバーリングです。

光沢があり、優しいローズ柄のジャカード織です。

光沢があり、華やかなダマスク柄のジャカード織です。ロングタイプ。

B

P

WH

BE

掛けふとんカバー
税込

DL
税込

150 × 210cm

22401-62710/104(P)・302(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）
190 × 210cm

22401-62815/106(P)・304(B)

¥16,500（本体 ¥15,000）

ベッドスプレッド／ダマスク

ピロケース／封筒式

B-S

B-S

M

B-SD

税込

63 × 43cm用

22403-62930/104(P)・302(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦綿100%（ローン生地） ※インド超長綿使用
◦日本製

P

税込
税込

180 × 260cm

¥16,500（本体 ¥15,000）
200 × 260cm

21473-69217/200(BE)・990(WH)

¥18,700（本体 ¥17,000）

B-D
税込

21473-69115/200(BE)・990(WH)

220 × 260cm

21473-69319/200(BE)・990(WH)

¥20,900（本体 ¥19,000）

◦ポリエステル100%（ジャカード織）
◦日本製
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BE

ベッドスプレッド／アンティークローズ

B

SL

B

税込

B-SD
税込

22410-89618/108(P)・207(BE)・306(B)

200 × 270cm

22410-89722/102(P)・201(BE)・300(B)

220 × 270cm

22410-89827/104(P)・203(BE)・302(B)

¥24,200（本体 ¥22,000）

B-D
税込

180 × 270cm

¥19,800（本体 ¥18,000）

¥29,700（本体 ¥27,000）

◦ポリエステル100%（ジャカード織）
◦日本製

印の商品は受注生産のため、約2週間ほど頂きます。
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なめらかな肌触りのしっかりとしたサテン生地を使用しています。

コットン繊維そのものを内部から膨潤させ、均一な形に近づけることで

掛けふとんカバー

乾燥機を使用しても縮みにくく、取り扱いが簡単になるよう仕上げています。

SL
税込

DL

コットン繊維の断面

税込

税込

SL
税込

DL

※ムアツふとんにもお使いいただけます。

マルチニットシーツ

190 × 210cm 22401-81188/106(P)・205(BE)・304(B)・403(G)・991(WH)

対応ふとんサイズ：120 〜 140 × 210cm 対応マットレスサイズ：120 〜 140 × 200 × 35cm
22412-20970/102(P)・232(BE)・300(B) 税込 ¥7,700（本体 ¥7,000）

¥6,600（本体 ¥6,000）
¥9,680（本体 ¥8,800）

税込

L
税込

税込

150 × 210cm 22401-82068/100(P)・209(BE)・308(B)・995(WH)

◦綿95% ポリウレタン5%
◦中国製

¥7,260（本体 ¥6,600）
¥7,480（本体 ¥6,800）

190 × 210cm 22401-82198/104(P)・203(BE)・302(B)・999(WH)

¥10,780（本体 ¥9,800）

63 × 43cm用 22403-81220/101(P)・200(BE)・309(B)・408(G)・996(WH)

¥2,200（本体 ¥2,000）

70 × 50cm用 22403-81323/109(P)・208(BE)・307(B)・406(G)・994(WH)

¥2,530（本体 ¥2,300）

税込

税込

¥1,650（本体 ¥1,500）

吸水性に優れた綿100％パイル素材。ふんわり爽やかな肌触りです。

ボックスシーツ／シンカーパイル
B-S

100 × 200 × 40cm

22412-89160/100(P)・209(BR)・308(B)

B-SD 120 × 200 × 40cm

22412-89270/106(P)・205(BR)・304(B)

税込
税込

¥6,600（本体 ¥6,000）
¥7,700（本体 ¥7,000）

B-D 140 × 200 × 40cm
税込

¥8,800（本体 ¥8,000）

22412-89380/102(P)・201(BR)・300(B)

※厚み33cm程度までのマットレスに対応します。

150 × 250cm 22407-81438/106(P)・205(BE)・304(B)・403(G)・991(WH)

¥4,180（本体 ¥3,800）

ボックスシーツ
B-S

マルチニットピロケース／合わせ式
M
63 × 43cm対応
22403-21015/101(P)・231(BE)・309(B)

フラットシーツ
S

※ムアツふとんにもお使いいただけます。

140 × 190cm 22401-81966/100(P)・209(BE)・308(B)・995(WH)

ピロケース／封筒式
M

対応ふとんサイズ：100 × 210cm 対応マットレスサイズ：100 × 200 × 35cm
22412-20845/103(P)・233(BE)・301(B) 税込 ¥4,950（本体 ¥4,500）

SUYA-LAB

SUYA-LAB

税込

マルチニットシーツ

150 × 210cm 22401-81060/105(P)・204(BE)・303(B)・402(G)・990(WH)

紗付き掛けふとんカバー

P

たて・よこ両方向に伸び、柔らかくぴったりフィット。
幅広い高さのマットや多様な形の枕に対応可能です。

デイリーサテン イージーケア

タンブル乾燥機対応！
毎日洗濯しても縮みにくい！

和式タイプボックスシーツ／シンカーパイル
105 × 215cm
税込

100 × 200 × 30cm 22412-82342/107(P)・206(BE)・305(B)・404(G)・992(WH)

¥4,620（本体 ¥4,200）

22406-89455/106(P)・205(BR)・304(B)

¥6,050（本体 ¥5,500）

◦パイル糸：綿100%
◦日本製

地糸：ポリエステル100%

B-SD 120 × 200 × 30cm 22412-82448/106(P)・205(BE)・304(B)・403(G)・991(WH)
BE

税込

B-D
税込

¥5,280（本体 ¥4,800）

※厚み23cm対応

ボックスシーツ
B

B-S
税込

マチ40cmタイプ

100 × 200 × 40cm 22412-81450/100(P)・209(BE)・308(B)・407(G)・995(WH)

¥5,500（本体 ¥5,000）

B-SD 120 × 200 × 40cm 22412-81555/102(P)・201(BE)・300(B)・409(G)・997(WH)
税込

B-D
税込

G

¥6,050（本体 ¥5,500）

140 × 200 × 40cm 22412-81660/103(P)・202(BE)・301(B)・400(G)・998(WH)

¥6,600（本体 ¥6,000）

※厚み33cm対応

税込

WH

DL
税込

フラットシーツ／フラノ
S

150 × 250cm

税込

ボックスシーツ／フラノ
B-S

100 × 200 × 40cm

22412-85765/101(P)・200(BE)・309(B)

B-SD 120 × 200 × 40cm

22412-85875/107(P)・206(BE)・305(B)

税込
税込
税込

105 × 215cm 22402-81758/100(P)・209(BE)・308(B)・407(G)・995(WH)

¥6,380（本体 ¥5,800）

ダブルガーゼ毛布カバー

税込

DL
税込

22412-85990/107(P)・206(BE)・305(B)

ボアフラットシーツ
D
税込

150 × 250cm

22407-84855/108(P)・207(BR)

180 × 270cm

22407-84985/102(P)・201(BR)

¥6,050（本体 ¥5,500）
¥9,350（本体 ¥8,500）

145 × 205cm

22401-83865/999(WH)

ボアボックスシーツ

155 × 215cm

22401-83970/990(WH)

B-S

100 × 200 × 40cm

22412-85075/101(P)・200(BR)

185 × 215cm

22401-84010/992(WH)

B-SD 120 × 200 × 40cm

22412-85190/101(P)・200(BR)

¥7,150（本体 ¥6,500）
¥7,700（本体 ¥7,000）

税込

¥11,000（本体 ¥10,000）

税込

◦綿100%（ガーゼ生地）
◦日本製
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¥9,900（本体 ¥9,000）

肌に当たる部分は綿100％のやわらかい肌触り。
暖かく、寒い時期にぴったりです。

税込

SL

¥8,250（本体 ¥7,500）

145 × 215cm 22402-81868/106(P)・205(BE)・304(B)・403(G)・991(WH)

S

税込

¥7,150（本体 ¥6,500）

◦綿100%
◦日本製

¥7,480（本体 ¥6,800）

◦綿100%（サテン）
テクノスケア®加工（タンブル乾燥機対応／ソフトタッチ）
◦日本製

S

22407-85650/108(P)・207(BE)・306(B)

¥5,500（本体 ¥5,000）

B-D 140 × 200 × 40cm

敷きふとんカバー
SL

起毛素材なので暖かく、ひんやりしたふとんに入るのが苦手な人におすすめ。
綿100％のやさしい肌触りもポイントです。

140 × 200 × 30cm 22412-82556/108(P)・207(BE)・306(B)・405(G)・993(WH)

¥6,160（本体 ¥5,600）

¥8,250（本体 ¥7,500）
¥9,900（本体 ¥9,000）

B-D 140 × 200 × 40cm
税込

¥11,550（本体 ¥10,500）

◦パイル部分：綿100%
◦日本製

22412-85211/103(P)・202(BR)

地糸：ポリエステル100%
印の商品は受注生産のため、約2週間ほど頂きます。
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詰めものに、湿気を熱に変換する発熱わたを30％入れました。
衿と裏側には、毛足が長くとろける肌触りのファータッチ生地。
首元を中心に体をあたたかく包みます。

肌に優しく蒸れにくい綿シンカーベロアと、羊のようなもこもこした
ボア生地のリバーシブル仕様。軽くてボリュームがありあたたかです。

時間と手間をかけて洗浄や起毛・仕上げ加工を繰り返し、
極限まで起毛をすることで他にはないふっくら柔らかな風合いに仕上がりました。
優しく包み込まれるような肌触りからマザータッチと呼ばれています。

マザータッチコットンブランケット／SU1905
140 × 200cm
税込

22301-24910/109(P)・307(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）

マザータッチコットンハーフケット／SU1905
140 × 100cm
税込

B

P

B

P

B

P

マザータッチコットンクォーターケット／SU1905
100 × 70cm
税込

リバーシブル肌掛けふとん／ハーバルアラベスク

吸湿発熱わた入り肌掛けふとん／フローリーダマスク

140 × 190cm

140 × 190cm

税込

22104-57165/100(P)・308(B)

¥7,150（本体 ¥6,500）

税込

◦綿100%
◦日本製

22104-57285/105(P)・303(B)

¥9,350（本体 ¥8,500）

◦ふとんがわ 表地：ポリエステル85% レーヨン15％
衿部分・裏地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル70% レーヨン30% 0.4kg
◦中国製
※表地にポリジン加工

繭を引き延ばして重ねた真わたは、空気層が多くしなやかで心地よい温もりが特長。
繊維が長いためほこりが立ちにくく衛生的で、肌のタンパク質と近いため体に優しく
一年を通して快適です。

税込

150 × 210cm 0.5kg 22115-24735/103(P)・233(BE)・301(B)

¥38,500（本体 ¥35,000）

真綿掛けふとん／ファインダマスク
SL
税込

B

内側は肌に近いタンパク質のしっとりやわらかなシルクを使用。
表側はふんわりなめらかなオーガニックコットンを使用。
それぞれの特長を生かしたリバーシブルです。

よこ糸にインド長綿シャンカールを使用。ふんわり軽くドレープ性があり、
やわらかな風合いとソフトな肌触りが特長です。

真綿肌掛けふとん／ファインダマスク
SL

P

150 × 210cm 1.0kg 22114-50555/103(P)・233(BE)・301(B)

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：絹100％
◦日本製
※側地はインド超長綿サテン生地

側生地は、丈夫で乾きが早い綿×ポリエステル。
同柄のカバーとコーディネイトも可能です。

BE

P

¥60,500（本体 ¥55,000）

コットンブランケット／クラシックフラワー

シルク／オーガニックコットンブランケット（毛羽部分）／SU9909

140 × 200cm

140 × 200cm

税込

22301-23215/106(P)・236(BE)

¥16,500（本体 ¥15,000）

税込

◦綿100％（よこ糸にインド長綿シャンカール®50％使用）
◦日本製

BE

側生地は、蒸れにくく肌に優しい綿100％。
同柄のカバーとコーディネイトも可能です。

B

ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん／ヘリテージ

ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん／オレオール

SL

SL

DL
税込

150 × 210cm 0.3kg 22112-02718/107(P)・305(B)

190 × 210cm 0.5kg 22112-02729/103(P)・301(B)

¥31,900（本体 ¥29,000）

羽毛掛けふとん／ヘリテージ
SL
税込

150 × 210cm 1.2kg 22111-13645/103(P)・301(B)

¥49,500（本体 ¥45,000）

◦ふとんがわ 表地：綿70% ポリエステル30%
裏地：綿70% ポリエステル30%
詰めもの：ダウン90% フェザー10%（フランス/ホワイトダック）
◦日本製
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税込

150 × 210cm

税込

0.3kg

¥27,500（本体 ¥25,000）

DL 190 × 210cm

繊維の長い種類のコットンにやさしく撚りをかけた糸を使用し、
丁寧にブラシをかけながらシャーリングしたタオルケット。
ふんわり柔らかくボリュームたっぷり。一年を通してお使いいただけます。

B

P

P

¥19,800（本体 ¥18,000）

22307-42825/250(IV)

¥27,500（本体 ¥25,000）

◦よこ糸（毛羽部分）
：表面 綿100%（オーガニックコットン使用）
裏面 シルク100% たて糸：ポリエステル100%
◦日本製

内側はしっとりやわらかい無染色のカシミヤを使用。表側はふっくらして
弾力性のあるラムウール（オーストラリア/ビクトリア州産）
を使用。
それぞれの特長を生かしたリバーシブルです。

税込

22309-05235/100(P)・308(B)

¥3,850（本体 ¥3,500）

SUYA-LAB

SUYA-LAB

◦ふとんがわ 表地：パイル糸 綿100％ 地糸 ポリエステル100%
裏地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100% 0.2kg
◦中国製

22309-05160/105(P)・303(B)

¥6,600（本体 ¥6,000）

0.5kg

¥44,000（本体 ¥40,000）

P

P

BE

22112-02625/108(P)・306(B)
22112-02640/101(P)・309(B)

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン90% フェザー10%（ハンガリー／ホワイトグース）
◦日本製
※側地はサテン生地・椿オイル加工

WH

B

カシミヤ／ビクトリアラムウールブランケット（毛羽部分）／SU9905

ブラッシュトリムタオルケット／SU1313

140 × 200cm

140 × 200cm

税込

22307-42740/102(P)・232(BE)

¥44,000（本体 ¥40,000）

◦よこ糸（毛羽部分）
：表面 ウール100%（ビクトリアラムウール使用）
裏面 カシミヤ100% たて糸：綿100％
◦日本製

税込

22303-54310/106(P)・304(B)・991(WH)

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦綿100％
◦日本製

認定番号：第2020-1945号

印の商品は受注生産のため、約2週間ほど頂きます。
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中わたは、吸水速乾、抗菌防臭、防ダニ性の特性があるポリエステルを使用。
ほこりが出にくく、
しなやかさもあります。

湿気を吸収して発熱します。ゆとりのある縦ロングサイズで
身体をあたたかく包みます。

湿気を吸収して発熱します。
衿付きで首元がよりあたたかく、
シルキーで柔らかな光沢と風合いです。

中わたは綿100％でやわらかい使い心地です。

P

B

B

P

BR

発熱ロングサイズブランケット／ベーシック

140 × 200cm

SL

税込

22305-82710/105(P)・303(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）

税込

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル70% レーヨン30％（ソリスト®ヒート）
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

DL
税込

140 × 210cm

S

¥8,800（本体 ¥8,000）
180 × 210cm

綿ベッドパッド／SU3919

ポリエステルベッドパッド／SU3918

22305-68980/102(P)・201(BR)・300(B)

100 × 200cm 0.9kg

22411-85680/993(WH)

SD 120 × 200cm 1.08kg 22411-85710/997(WH)

22305-69012/109(P)・208(BR)・307(B)

¥13,200（本体 ¥12,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル100%
地糸：ポリエステル75% レーヨン25%
◦日本製

D

140 × 200cm 1.26kg 22411-85812/998(WH)

Q

160 × 200cm 1.44kg 22411-85915/996(WH)

K

180 × 200cm 1.62kg 22411-86019/990(WH)

税込 ¥8,800（本体 ¥8,000）

S

税込 ¥13,200（本体 ¥12,000）

D

140 × 200cm 1.12kg 22411-86314/996(WH)

Q

160 × 200cm 1.28kg 22411-86418/991(WH)

K

180 × 200cm 1.44kg 22411-86521/998(WH)

税込 ¥11,000（本体 ¥10,000）

税込 ¥16,500（本体 ¥15,000）
税込 ¥20,900（本体 ¥19,000）

◦表側：綿100%（ポリジン加工） 裏側：ポリエステル65% 綿35%
詰めもの：ポリエステル100%（フィルハーモニィ®） ◦日本製
※四方ゴム付き

100 × 200cm 0.8kg

22411-86185/992(WH)

SD 120 × 200cm 0.96kg 22411-86212/995(WH)

税込 ¥9,350（本体 ¥8,500）

SUYA-LAB

SUYA-LAB

吸湿発熱ブランケット／ハーバルアラベスク

税込 ¥13,200（本体 ¥12,000）
税込 ¥15,400（本体 ¥14,000）
税込 ¥19,800（本体 ¥18,000）
税込 ¥23,100（本体 ¥21,000）

◦表側：綿100%（ポリジン加工） 裏側：ポリエステル65%
詰めもの：綿100% ◦日本製 ※四方ゴム付き

綿35%

湿気を吸収して発熱します。
生地が空気を含み朝まであたたかく、
シルキーで柔らかな光沢と風合いです。

S
税込

22413-24390/103(P)・202(BR)

¥9,900（本体 ¥9,000）

◦表側：パイル糸 アクリル70% レーヨン30％（ソリスト®ヒート）
地糸 ポリエステル100％
裏側：ポリエステル65％ 綿35％
詰めもの：ポリエステル100％
◦日本製

BR

P

100 × 205cm

羽毛ふとんにも使われている羽毛を使い、包み込むようなやわらかさが特長。
二層式なので底付き感も軽減します。生地にはソフトな超長綿を使用しました。

中わたは保湿性・弾力性に優れたウールを使用。
湿気も良く吸収するので、年間を通して快適に使えます。

吸湿発熱パッドシーツ／SU1904

パイル部分は綿100％。
「pHコントロール」糸を使用し、
肌への刺激が少ない弱酸性に近づけ、
においを軽減します。
中わたは吸放湿性を高めたレーヨンを使用。蒸れにくく、年間を通して快適です。

適度な保温性がありやわらかなベロア生地と、
通気性がありさらりとしたしじら生地のリバーシブル。
詰めものには、抗菌防臭・部屋干し臭い抑制効果わたを使用しています。

ウールベッドパッド／SU3920
S

ラグジュアリーピロー／SU9910

100 × 200cm 1.0kg 22411-86612/993(WH)

SD 120 × 200cm 1.2kg 22411-86715/991(WH)
B

P

BE

リバーシブルパッドシーツ／SU1314

肌ケアコットンパイルパッドシーツ／SU9303

S

S

税込

SD
税込

D
税込

100 × 205cm

22413-57050/104(P)・234(BE)・302(B)

¥5,500（本体 ¥5,000）
120 × 205cm

22413-57160/100(P)・230(BE)・308(B)

¥6,600（本体 ¥6,000）
140 × 205cm

22413-57270/106(P)・236(BE)・304(B)

¥7,700（本体 ¥7,000）

◦表側：パイル糸 綿100％ 地糸 ポリエステル100％
裏側：綿100％
詰めもの：ポリエステル100％（抗菌わた50％使用）
※表：シンカーベロア 裏：しじら
◦中国製
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税込

SD
税込

D
税込

140 × 200cm 1.4kg 22411-86818/999(WH)

Q

160 × 200cm 1.6kg 22411-86922/993(WH)

K

180 × 200cm 1.8kg 22411-87025/990(WH)

税込 ¥16,500（本体 ¥15,000）
税込 ¥19,800（本体 ¥18,000）
税込 ¥24,200（本体 ¥22,000）
税込 ¥27,500（本体 ¥25,000）

◦表側：綿100%（ポリジン加工） 裏側：ポリエステル65%
詰めもの：ウール100% ◦日本製 ※四方ゴム付き

P

B

D

税込 ¥13,200（本体 ¥12,000）

100 × 205cm

22413-21555/109(P)・307(B)

120 × 205cm

22413-21665/105(P)・303(B)

140 × 205cm

22413-21775/101(P)・309(B)

綿35%

M

約63 × 43cm

22110-01115/992

税込

L

約70 × 50cm

22110-01118/993

税込

¥16,500（本体 ¥15,000）
¥19,800（本体 ¥18,000）

◦外側地：綿100％（サテン生地／ポリジン加工）
中側地：ポリエステル80％ 綿20％
詰めもの：上層・ダウン90％ フェザー10％（ハンガリー／シルバーグース使用）
下層・フェザー100％
◦側地 中国製 製品仕上げ 日本

¥6,050（本体 ¥5,500）
¥7,150（本体 ¥6,500）
¥8,250（本体 ¥7,500）

◦表側：パイル糸 綿100％（東洋紡の「デオドラン®C」
50％使用※1）
地糸 ポリエステル100％
裏側：ポリエステル80％ 綿20％
※2）
詰めもの：ポリエステル70％ レーヨン30％（東洋紡の「スーパーリフレス®」
※1 pHコントロール機能の綿糸
※2 吸放湿性を高めたレーヨン糸
◦中国製

羽毛ふとん用バッグ
65 × 50 × 40cm

22109-02980/234(BE)

◦ポリプロピレン100%

◦中国製

税込

¥880（本体 ¥800）

※シングル・ダブル兼用

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。
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日本の職人の「技」
と「粋」
を生かし、
日本独自の「織り」
「編み」や「染め」
を現代的にアレンジしました。
心地良さと季節感を楽しむための、妥協のない素材を各地から選びました。
イヤシヤは、世界中の「本物」
を知り尽くした大人のためのブランドです。

【和歌山】
洗える コットンパッドシーツ／IY-2154
S
税込

SD
税込

D
税込

P

B

100 × 205cm

22413-24470/102(P)・300(B)

120 × 205cm

22413-24580/108(P)・306(B)

140 × 205cm

22413-24690/104(P)・302(B)

¥7,700（本体 ¥7,000）
¥8,800（本体 ¥8,000）
¥9,900（本体 ¥9,000）

◦パイル糸 綿100%
地糸 たて糸 ポリエステル65% レーヨン35％
よこ糸 ポリエステル100%
◦日本製

世界遺産「高野山」の麓、高野口パ
リック産地のブランドマークで
イルファブリック産地の特徴であ
「編」の両方で構成されていること
織＝
編＝
をデザイン化

綿の素材感をいかした肌触りの良いパッドシーツ。
中わたが無いので、気軽に洗濯でき、収納もコンパクト。
季節を問わず一年を通して活躍する一枚です。

【和歌山】
洗える シール織ぽこぽこパッドシーツ／IY-2155
S
SD
税込

D
税込

P

B

100 × 205cm

22413-24810/106(P)・304(B)

120 × 205cm

22413-24913/104(P)・302(B)

140 × 205cm

22413-25016/101(P)・309(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）

IYASHI-YA

IYASHI-YA

税込

¥14,300（本体 ¥13,000）
¥17,600（本体 ¥16,000）

◦表側：パイル糸 綿80％ ウール20%
地糸 たて糸 ポリエステル65% レーヨン35％
よこ糸 ポリエステル100%
裏側：ポリエステル65% 綿35%
詰めもの：ポリエステル100%
◦日本製

世界遺産「高野山」の麓、高野口パ
リック産地のブランドマークで
イルファブリック産地の特徴であ
「編」の両方で構成されていること
織＝
編＝
をデザイン化

表側に小さな凹凸のあるぽこぽこパッドシーツ。
凹凸部分に空気が溜まるので保温性が良く、
綿とウールのシール織が滑らかな肌触りです。

【和歌山】
洗える シール織ウールパッドシーツ／IY-2156
S
税込

SD
税込

D
税込

P

BR

100 × 205cm

22413-25115/101(P)・200(BR)

120 × 205cm

22413-25218/109(P)・208(BR)

140 × 205cm

22413-25321/106(P)・205(BR)

¥16,500（本体 ¥15,000）
¥19,800（本体 ¥18,000）
¥23,100（本体 ¥21,000）

◦表側：パイル糸 ウール100%
地糸 たて糸 ポリエステル65% レーヨン35％
よこ糸 ポリエステル100%
裏側：ポリエステル65% 綿35%
詰めもの：ポリエステル100%
◦日本製

世界遺産「高野山」の麓、高野口パ
リック産地のブランドマークで
イルファブリック産地の特徴であ
「編」の両方で構成されていること
織＝
編＝
をデザイン化

肌に当たるパイル部分をウール100％にしました。
吸放湿性、保温性に優れるウールで暖かく快適に過ごせます。
シール織の感触がとてもやわらかで、
ふとんに入った瞬間から心地よさが広がります。

【大阪】
洗える ジロンメリノウールパッドシーツ／IY-1956
S
税込

100 × 205cm

22413-38928/996(WH)

¥30,800（本体 ¥28,000）

◦表側：パイル糸 ウール100%
地糸 ポリエステル100%
裏側：ポリエステル65% 綿35%
詰めもの：ポリエステル100%
◦日本製

良質な羊毛の産地、
オーストラリア・ジロン地区のメリノウールを
贅沢に使ったパッドシーツ。
特殊な編みにより毛足が長くボリュームがあるのに、軽くてあたたか。
まるで羊に包まれたようなふかふかとした
感触と、
ウールならではの吸湿発熱性が
特徴で、寒い冬にぴったりです。
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IYASHI-YA

IYASHI-YA

NV

B

P

P

【大阪】

【大阪】

【大阪】

【大阪】

洗える ウール混ワッフルケット／ＩＹ-2150

洗える ウールブランケット（毛羽部分）／ＩＹ-2151

洗える ジロンメリノウールブランケット（毛羽部分）／ＩＹ-1956

洗える ジロンメリノウールひざ掛け／ＩＹ-2153

約140 × 200cm

約140 × 200cm

140 × 200cm

100 × 70cm 22307-46290/993(WH)

税込

22307-47415/104(P)・302(B)

¥16,500（本体 ¥15,000）

税込

◦綿65% ウール20％ ポリエステル15%
◦日本製

綿とウールのワッフルはふっくらふわふわ。軽くてボリューム感のあるケットで
す。伸縮性のあるポリエステル糸を使用した千亀利織®は内部にふっくらと空気
を含みます。ワッフル地には植物をアレンジした小紋柄をのせました。

22307-47520/105(P)・310(NV)

¥22,000（本体 ¥20,000）

◦よこ糸（毛羽部分）
：ウール100%
たて糸：綿75％ ポリエステル25%
◦日本製

ウールの保温性と千亀利織®の構造で、薄手でも暖かなブランケットです。
伸縮性のあるポリエステル糸を使用した千亀利織®は内部にふっくらと
空気を含みます。

税込

22307-42430/997(WH)

¥33,000（本体 ¥30,000）

税込

¥9,900（本体 ¥9,000）

◦ パイル糸：ウール100%
地糸：ポリエステル100％
◦日本製

◦パイル糸（毛羽部分）
：ウール100%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

良質な羊毛の産地、
オーストラリア・ジロン地区のメリノウールを贅沢に使ったブランケットとひざ掛け。
特殊な編みにより毛足が長くボリュームがあるのに、軽くてあたたか。
まるで羊に包まれたようなふかふかとした感触と、
ウールならではの吸湿発熱性が特徴で、寒い冬にぴったりです。

B

P

P

B

今治敷布（フラットシーツ）／IY-1302

BR

【大阪】

【大阪】
カシミヤブランケット／IY-1761

今治タオルケット／IY-2001

150 × 210cm

150 × 210cm

140 × 190cm 22303-83880/106(P)・304(B)

税込

¥55,000（本体 ¥50,000）

◦よこ糸(毛羽部分)：カシミヤ100%
たて糸：綿100%
◦日本製

よこ糸に細くてしなやかなカシミヤを使い、ふわっと軽くなめらかな
肌触りに仕立てたブランケット。
天然素材の上質な肌添いとぬくもりを感じられる一枚です。
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税込

S

【愛媛】

カシミヤブランケット（毛羽部分）／IY-2152
22307-47650/109(P)・208(BR)・307(B)

【愛媛】

22307-40170/208(BR)

¥77,000（本体 ¥70,000）

◦カシミヤ100%
◦日本製

細くしなやかで、保温性に優れたカシミヤを贅沢に100％使ったブランケット。
カシミヤのもつ柔らかさを活かし、空気を含んだようなふっくらとした風合いに
仕上げました。

税込

税込

22407-93565/999(WH)

今治枕布（ピロケース） 封筒式／IY-1302
63 × 43cm用
税込

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦ 綿100%
◦日本製（今治）

タオル産地・今治で作られたタオルケット。
ふんわり柔らかな肌触りに仕上げました。
ボーダー状にシャーリングとパイルを交互に並べ、
肌触りの違いをお楽しみいただけます。

140 × 240cm

¥7,150（本体 ¥6,500）

22407-93628/991(WH)

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦綿100%
◦日本製（今治）

認定番号：第2019-2548号

今治タオルの素材で作っています。今治の良質な水は、
綿が本来持っている吸水・速乾性を引き出すのに
優れています。清潔感のあるタオルに触れる
心地良さを実感できます。

認定番号：第2014-186号
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PANTONE4645

PANTONE4645

C39 M57 Y67.5

C39 M57 Y67.5

"花の一番きれいな瞬間から力をもらう"
花の美しさが伝わるファブリックで寝室を彩るエレガントで華やかなフローラルデザイン。
ふだんの暮らしや旅先で心が動いたものをファインダーで切り撮る、

クリスマスローズ

Fiorettaはフォトグラファー竹内陽子の上品でハイセンスな世界観が魅力です。

フレグランスガーデン

クリスマスローズの花束をほどいたようなのびやかで広がりのあるデザイン。
華やかで優しい色合いのカバーリングです。

花の色彩と香りを楽しむお庭をイメージしたデザイン。写真をそのまま写し出したインクジェットプリントで、
花の瑞々しさを表現しました。光沢のある綿サテン生地は広幅でダブルサイズもハギのない仕上がりです。

G

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 22401-20450/257(IV)・400(G)

¥5,500（本体 ¥5,000）

190 × 210cm 22401-20570/252(IV)・405(G)

¥7,700（本体 ¥7,000）

ピロケース／封筒式
M
税込

IV

63 × 43cm用 22403-20618/259(IV)・402(G)

¥1,980（本体 ¥1,800）

◦綿100％（サテン生地）
◦中国製
Fioretta

Fioretta

カラフルで可愛らしい印象のポピー柄。
花々の重なり合ったにぎやかなデザインのニューマイヤー毛布です。

ニューマイヤー毛布／ポピー
140 × 200cm
税込

OR
P

22305-76350/102
（P)・706(OR)

¥5,500（本体 ¥5,000）

ニューマイヤーハーフケット／ポピー
140 × 100cm
税込

22313-23635/107
（P)・701(OR)

¥3,850（本体 ¥3,500）

◦ポリエステル100%
◦中国製
花の持つ優しさと華やかさを大胆に表現したデザイン。
滑らかな肌触りとボリューム感のあるラグジュアリーなブランケットです。

アクリル毛布（毛羽部分）／クリスマスローズ
140 × 200cm
税込

22305-76510/254
（IV)・407(G)

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦パイル糸（毛羽部分）：アクリル100% 地糸：ポリエステル100%
◦日本製

G

アクリルハーフケット／クリスマスローズ
140 × 100cm

IV

税込

22313-23760/250
（IV)・403(G)

¥6,600（本体 ¥6,000）

◦パイル糸：アクリル100%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

表面はファインダーから覗いた花々をリアルに表現したプリント。
裏面はファータッチ素材の華やかで
エレガントな中わた入りのブランケットです。

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm

ピロケース／封筒式
22401-20798/014(MIX)

¥10,780（本体 ¥9,800）
190 × 210cm

22401-20814/011(MIX)

M
税込

63 × 43cm用

22403-20928/013(MIX)

¥3,080（本体 ¥2,800）

フラワープリントケット ／フレグランスガーデン
140 × 200cm

BE

税込

NV

22305-76480/236
（BE)・311(NV)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦表側地：ポリエステル100% 裏側地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100％
◦中国製

¥15,180（本体 ¥13,800）

◦綿100%（サテン生地）
◦中国製
裏面

62

63

「世界は素晴らしいもので溢れている。」
民族文化や歴史、
インテリアからファッションまで・・・それぞれの地域や暮らしの中には、伝統的
で懐かしいもの、
スタイリッシュでエスプリが効いたものなど素敵な刺激が満載。個性的で魅力的

サナー

なデザインや鮮やかな色使いなど異国情緒あふれる世界感"日常の暮らしからちょっとトリップ"

モロッコの建築物に見られるイスラム文様の窓から光がさしているイメージを表現。
モダンで落ち着いた色合いのカバーリングです。

そんな遊び心を発信します。

マラク

タイルや聖堂のステンドグラスをイメージしたモロッコらしさをミックスアップした大胆なデザイン。
綿サテンの滑らかな生地は広幅でダブルサイズもハギのない仕上がりです。

B

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 22401-21050/234(BE)・302(B)

¥5,500（本体 ¥5,000）

190 × 210cm 22401-21170/239(BE)・307(B)

¥7,700（本体 ¥7,000）

ピロケース／合わせ式
M
税込

BE

63 × 43cm用 22403-21118/239(BE)・307(B)

¥1,980（本体 ¥1,800）

◦綿100％（サテン生地）
◦中国製

イスラム文様をラインで表現した柔らかい肌触りのニューマイヤー毛布。
ユニセックスカラーのシックなデザインです。
LUVIENTE

LUVIENTE

ニューマイヤー毛布／サナー
140 × 200cm
税込

B

22305-76650/233
（BE)・301(B)

¥5,500（本体 ¥5,000）

ニューマイヤーハーフケット／サナー
BE

140 × 100cm
税込

22313-23835/231
（BE)・309(B)

¥3,850（本体 ¥3,500）

◦ポリエステル100%
◦中国製
伝統的な建築物にみられるモチーフの連続性がリズミカルな印象のデザイン。
異国情緒あふれる柄をエキゾチックなカラーで表現しました。

アクリル毛布（毛羽部分）／ルーン
140 × 200cm
税込

22305-76880/135
（RE)・302(B)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル100%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

B

アクリルハーフケット／ルーン

RE

140 × 100cm
税込

22313-23950/132
（RE)・309(B)

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦パイル糸：アクリル100%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

モロッコの代表的なタイル柄を積み重ねるイメージでデザインした
滑らかなタッチのブランケット。
ライトなカラーリングのコントラストが魅力的なリバーシブルタイプです。

B

掛けふとんカバー

ピロケース／合わせ式

SL

M

税込

DL
税込

150 × 210cm 22401-21380/201(B)・607(PU)

¥8,800（本体 ¥8,000）

190 × 210cm 22401-21411/202(B)・608(PU)

税込

63 × 43cm用 22403-21525/204(B)・600(PU)

OR

¥2,750（本体 ¥2,500）

ダブルフェイスケット／アルビ

G

140 × 200cm
税込

¥12,100（本体 ¥11,000）

◦ポリエステル100％
◦中国製

◦綿100%（サテン生地）
◦中国製
PU
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22305-76750/407
（G)・704(OR)

¥5,500（本体 ¥5,000）

裏面

表面
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TIGRE

やわらかい肌ざわりのブランケット。
ブランドアイコンのトラをモチーフにした
楽しいデザインです。小さいサイズはオフィスやリビングでもおすすめです。

YE

ニューマイヤー毛布／TIGRE
140 × 200cm
税込

YE

P

22305-83850/107(P)・503(YE)

¥5,500（本体 ¥5,000）

ニューマイヤーハーフケット／TIGRE
140 × 100cm
税込

PAPIER TIGRE（パピエ ティグル）
は2012 年 にパリで設 立したステーショナリーを中 心 にもの づくりを

22313-25430/106(P)・502(YE)

¥3,850（本体 ¥3,500）

ニューマイヤークォーターケット／TIGRE

行うプロダクトブランド。もともと文具の専門家ではなく、
クリエイティブなチームで何か革新的なことを始めた

100 × 70cm
税込

いという気持ちから活動をスタート。キーコンセプトは“イノベーション”
と“クリエーション”
。グラフィック・遊び心

22313-25520/104(P)・500(YE)

¥2,200（本体 ¥2,000）

◦ポリエステル100%
◦中国製

・実用性といった要素を大切に、表面的なデザインだけでなく、使って楽しい仕掛けを持つパピエ ティグル オ
リジナルのアイテムを展 開。また、用 途 やカテゴリーの 境 界を意 識しない“ゼロバリア”
をモットーに、色 や
モチーフ、デザインなどから製 品を考えます。デスクまわり、家 の 中、文 章をやりとりするシーンなどで活 躍
する、使う人の生活によりそう高品質な「ライフアクセサリー」
をパリと東京のオフィスからお届けします。

PARIS

コットンの優しい肌ざわり。フランスらしいエッフェル塔をモチーフにしたデザインです。

PAPIER TIGRE

PAPIER TIGRE

P

YE

コットンブランケット／PARIS
140 × 200cm
税込

22301-25480/106
（P)・502(YE)

¥8,800（本体 ¥8,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：綿100%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

RUBANS

「RUBANS」
とはフランス語でリボンのこと。カラフルで大胆なモチーフをなめらかな素材にプリントしました。

アクリルブランケット／RUBANS
140 × 200cm

GR

税込

PU
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22305-83913/406
（GR)・604(PU)

¥13,200（本体 ¥12,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル100%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製
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Premium
湿気を吸収して発熱。富士山溶岩繊維の効果ですぐにあたたか。
からだを暖かく包みこみます。

富士山溶岩繊維とドゥレーブの W 効果ですぐにあたたか。
からだを暖かく包みこみます。

速暖

吸湿発熱

5分後にぽかぽか

湿気を吸収して発熱。富士山溶岩繊維の効果ですぐにあたたか。
毛布はサイズ
快適さと発熱性
からだを暖かく包みこみます。
UP
パッドはボリューム
UP
UP

富士山溶岩率
UP

熱に変換

Warm Liv

Warm Liv

NV
NV

P

NV
P

P

富士山溶岩繊維パッドシーツ
S
税込

富士山溶岩繊維ベスト

100 × 205cm 22413-67020/104(P)・319(NV)

¥22,000（本体 ¥20,000）

SD 120 × 205cm 22413-67124/109(P)・314(NV)
税込

D
税込

富士山溶岩繊維肩当て

胸囲：79 ～ 96cm､ 身長：154 ～ 175cm
（男女兼用サイズ）
22409-19915/103(P)・318(NV)

¥26,400（本体 ¥24,000）

税込

肩幅：65cm､ 前身丈：44cm､ 後身丈：49cm
（男女兼用サイズ）
22409-19810/101(P)・318(NV)

¥16,500（本体 ¥15,000）

税込

◦パイル糸：アクリル90% レーヨン10%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

140 × 205cm 22413-67228/104(P)・319(NV)

¥30,800（本体 ¥28,000）

◦表側：パイル糸 アクリル90% レーヨン10%
地糸 ポリエステル100%
裏側：ポリエステル65% 綿35%
詰めもの：ポリエステル100%
（帝人ウォーマル50%使用）
P
◦日本製

¥11,000（本体 ¥10,000）

◦パイル糸：アクリル90% レーヨン10%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

富士山溶岩繊維毛布
140 × 200cm 22305-68620/107（P）
・312（NV）
税込

¥22,000（本体 ¥20,000）

富士山溶岩繊維ハーフケット
140 × 100cm 22313-20911/105（P）
・310（NV）
税込

NV

P

富士山溶岩繊維ひざ掛け
100 × 70cm 22313-21060/109（P）
・314（NV）
税込
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¥12,100（本体 ¥11,000）

¥6,600（本体 ¥6,000）

◦パイル糸（毛羽部分）
：アクリル90% レーヨン10%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

富士山溶岩繊維毛布 プレミアム

富士山溶岩繊維パッドシーツ プレミアム

150 × 210cm 22305-76940/938(GY)

100 × 205cm 22413-25735/934(GY)

税込

税込

¥44,000（本体 ¥40,000）

◦パイル糸：アクリル70% レーヨン30%
地糸：ポリエステル100%
◦日本製

¥38,500（本体 ¥35,000）

◦表側：パイル糸 アクリル70% レーヨン30%
地糸 ポリエステル100%
裏側：ポリエステル65% 綿35%
詰めもの：ポリエステル100%（帝人ウォーマル50%使用）
◦日本製
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「コインランドリーで丸洗い出来るふとん」
コインランドリーの需要が拡大し、ふとん丸洗い可能の大型店舗が増えている背景を踏まえ、
親水性とタンブラー乾燥耐性のある生地を使用し、羽毛が片寄りにくいキルト仕様にすることで、
洗いから乾燥まで対応した羽毛ふとんを提案。

BE

コインランドリーで洗濯&乾燥
洗濯
洗 濯 乾 燥 機 、洗 濯 機 と 乾 燥 機 が 分 か れ て い る タ イ プ

❶洗濯ネットに入れる必要ありません。
( ネ ッ ト に 入 れ る と 濡 れ に く く な り 、し っ か り 洗 え な い 場 合
があります)。
❷ ド ラ ム に 入 れ る 際 は き れ い に 畳 ま ず 、ふ と ん の 中 央 を 持 っ
てドラムに沿うように押し込んでください。

ポイント
乾 燥 後 、テ ー ブ ル な ど に 広 げ て し っ か り 乾 い て い る か 確 認 し
てください。
表 の 生 地 が 乾 い て い る よ う で も 、中 の 羽 毛 が 乾 い て い な い こ
とがあります。
特 に 中 央 と 周 り が 乾 き に く い の で 、少 し 冷 め て か ら 確 認 し て
ください。
乾 い て い な い 場 合 は 羽 毛 が ダ マ に な っ て い た り 、冷 め て き た
ときに湿気を感じます。
そ の よ う な 場 合 は 追 加 乾 燥 を 行 っ て く だ さ い 。完 全 に 乾 い て
い な い と 、残 っ た 水 分 に よ り カ ビ や 臭 い の 原 因 と な り ま す 。

GY

◎ 吸水性のある綿100%側地。
◎ タンブラー乾燥OK。
◎ 羽毛が片寄りにくい。
30マス × セーフティーカローキルト。

乾燥

羽毛肌掛けふとん／WS9132
SL

洗濯乾燥機ノンストップコースの場合

150 × 210cm

0.3㎏

22112-14432/237(BE)・930(GY)

DL 190 × 210cm

0.5㎏

22112-14448/238(BE)

税込

コ ー ス 終 了 後 、大 型 乾 燥 機 で 3 0 分 程 度 追 加 乾 燥 し て く だ さ い 。

税込

洗濯機と乾燥機が分かれている場合

ふ と ん に 合 っ た サ イ ズ の 乾 燥 機 を 選 び 、6 0 分 程 度 乾 か し て く
ださい。

¥35,200（本体 ¥32,000）
¥52,800（本体 ¥48,000）

・中性洗剤使用
・洗濯ネット使用

羽毛掛けふとん／WS9132

家に帰ってから

SL

150 × 210cm

1.1㎏

22111-57465/231(BE)・934(GY)

DL 190 × 210cm

1.5㎏

22111-57498/239(BE)

税込

そ の ま ま 仕 舞 わ ず 、広 げ て 熱 が 十 分 抜 け て か ら 、畳 ん で カ バ ー
をかけるか収納袋に入れてください。 羽毛がダマになって
い る 場 合 は 、手 で 軽 く た た き 、均 一 に ほ ぐ し て く だ さ い 。

税込

¥71,500（本体 ¥65,000）
¥107,250（本体 ¥97,500）

SL : 5×6

DL : 6×6

セーフティーカローキルト

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン93% フェザー7%
（ウクライナ／シルバーグース）
◦日本製

次のシーズンにお使いになる前に
ご使用前にコインランドリーの乾燥機で20〜30分ほど乾か
す と 、湿 気 が 飛 ん で ふ っ く ら し ま す 。

・中性洗剤使用

※ランドリーによっては使用方法が異なる場合があります。
店内の使い方をご覧ください。

400

※この商品はご家庭では水洗いできません。

取り扱いに関する表示記号について
家庭用品品質表示法はご家庭での洗濯方法を表現したものです。弊社コインランドリー対応ふとんは詰めものの量によってはご家庭では洗えませんが、コインランドリーではお洗濯が可能です。
コインランドリー
対応ふとん

コインランドリー
対応ふとん

BE

P

◎ 吸水性のある綿100%側地。
◎ タンブラー乾燥OK。
◎ 羽毛が片寄りにくい。
合掛け : 30マス ×
セーフティーカローキルト。
肌掛け : 30マス × 直縫いキルト。

B

◎ タンブラー乾燥OK。

羽毛肌掛けふとん／WS914
SL

150 × 210cm

0.3㎏

22112-14618/105(P)・303(B)

DL 190 × 210cm

0.5㎏

22112-14627/107(P)

税込
税込

¥19,800（本体 ¥18,000）
¥29,700（本体 ¥27,000）

二枚合わせ羽毛掛けふとん／WS9132
SL

1.1㎏

22111-64638/109(P)・307(B)

DL 190 × 210cm

1.5㎏

22111-64657/100(P)

¥41,800（本体 ¥38,000）
¥62,700（本体 ¥57,000）

SL : 5×6

・中性洗剤使用

DL 190 × 210cm

0.9㎏+0.5㎏

22111-57412/235(BE)

¥132,000（本体 ¥120,000）
DL : 6×6

アメリカンホック留め

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン93% フェザー7%
（ウクライナ／シルバーグース）
◦日本製

400

合掛け・肌掛けふとん共通

DL : 6×6

◦ふとんがわ 表地：ポリエステル85% 綿15％
裏地：ポリエステル85% 綿15％
詰めもの：ダウン90% フェザー10%
（フランス／ホワイトダック）
◦日本製
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22111-57480/234(BE)・937(GY)

¥88,000（本体 ¥80,000）

SL : 5×6

150 × 210cm

税込

0.7㎏+0.3㎏

税込

羽毛掛けふとん／WS914
税込

150 × 210cm

税込

・中性洗剤使用
・洗濯ネット使用

SL

GY

※この商品はご家庭では水洗いできません。

・中性洗剤使用
・洗濯ネット使用

370
●

セーフティーカローキルト … ダウンの偏りを防ぎ、
かさ高・保温性を均一に保つための、
立体キルト構造です。

印の商品は受注生産のため、約3週間ほどいただきます。
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抗ウイルス寝具

注意
●抗ウイルス加工は、病気の治療や
予防を目的とするものではありません。

繊維上の特定のウイルスの数を減少します。

●抗ウイルス性試験は、
ウイルス株：ATCC VR-1679を
25℃で2時間放置して実施しています。

一般社団法人繊維評価技術協議会の「SEKマーク抗ウイルス加工」の認証を

●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを
抑制するものではありません。

取得しています。

希少な長期飼育された羽毛のみを扱い、
洗浄に恵まれた環境で宝石のように
丁寧に磨き上げた高品質羽毛ブランドです。
「ジェミール」 は Gemme（ジェム）宝石 / 磨くと
Pierres（ピエール）宝石 / 石という意味をもちます。

キ レ イ な 羽 毛 の た め に
フルテクト®はシキボウが実績を持つ抗ウィルス加工薬剤です。白衣・ユニホームなどの
衣料用途だけでなく、
不織布マスクなどの衛生用品も手掛けており抗ウィルス加工素材の
先駆者として豊富な実績を持ちます。

※今回のウィルスには完全に効果があると謳えませんが、エンベロープをまとったウィルスを非活性化
する効果が期待でき、今回流行しているウィルスにも期待が持てます。また、消費者にも認知されている
「ＳＥＫ抗ウィルスマーク」を取得しており、第三者検査機関での認証を得ているので消費者様にもわか
りやすく表示することが可能となっています。

Gemierres

抗ウイルス寝具

磨き洗 いによる洗 浄
掛けふとんカバー

ピロケース／封筒式

SL

M

税込

DL
税込

150 × 210cm 22401-00680/254(IV)・308(B)・995(WH)

¥8,800（本体 ¥8,000）

190 × 210cm 22401-00711/255(IV)・309(B)・996(WH)

¥12,100（本体 ¥11,000）

税込

63 × 43cm用

22403-01325/251(IV)・305(B)・992(WH)

¥2,750（本体 ¥2,500）

◦綿100%（ブロード） ◦日本製

洗 浄 に 適した 超 軟 水

羽毛に付着したアカを独自の設計で作られた羽毛用洗浄機を使い、

日本国内にある洗浄工場は、西側三方を山に囲まれ、2 つの一級

羽毛同士を複雑にぶつけ合うことで表面のアカを取り除いています。

河川に挟まれた環境にあります。羽毛の洗浄に使用する水は、長

このように磨き洗いをすることでホコリを極限まで取り除きます。

い年月をかけて濾過された超軟水。表面張力が弱いため狭い小羽
枝の間にも入り込み洗浄します。

◦綿100%（ブロード）
※サイド全開ファスナー
◦日本製

敷きふとんカバー

ボックスシーツ

SL

S

税込

DL
税込

105 × 215cm 22402-00875/253(IV)・307(B)・994(WH)

¥8,250（本体 ¥7,500）

145 × 215cm 22402-00985/259(IV)・303(B)・990(WH)

¥9,350（本体 ¥8,500）

◦綿100%（ブロード）
※サイド全開ファスナー
◦日本製
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税込

SD
税込

D
税込

100 × 200 × 28cm 22412-01055/255(IV)・309(B)・996(WH)

¥6,050（本体 ¥5,500）

120 × 200 × 28cm 22412-01165/251(IV)・305(B)・992(WH)

¥7,150（本体 ¥6,500）

原毛にはホコリ、汚れ、
アカが多く付着

140 × 200 × 28cm 22412-01275/257(IV)・301(B)・998(WH)

¥8,250（本体 ¥7,500）

◦綿100%（ブロード）
※全周ゴム
※厚み23cm程度のマットレスに対応します。
◦日本製

汚れ等が多く
黄ばみが目立つ

洗浄除塵後は小羽枝まで
きれいに

洗浄後は真っ白で
ふっくらしている
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ポーランド / ポンメルン・ホワイトマザーグース

GE9001

ポーランド / ホワイトグース

GE9003

羽毛掛けふとん
SL
税込

DL
税込

羽毛掛けふとん
SL

150 × 210cm 1.1kg 22111-04325/137(RE)・304(B)

¥275,000（本体 ¥250,000）

税込

DL

190 × 210cm 1.5kg 22111-04335/136(RE)・303(B)

¥385,000（本体 ¥350,000）

SL : 5×7 マス

DL : 6×7 マス

税込

SL : 5×6 マス

セーフティーカローキルト

DL : 6×6 マス

羽毛肌掛けふとん

SL

SL

DL
税込

150 × 210cm 0.3kg 22112-04315/137(RE)・304(B)

¥165,000（本体 ¥150,000）

税込

DL

190 × 210cm 0.4kg 22112-04321/138(RE)・305(B)

150 × 210cm 0.3kg 22112-04570/109(P)・239(BE)

¥77,000（本体 ¥70,000）

190 × 210cm 0.4kg 22112-04598/103(P)・233(BE)

DL : 7×8 マス

羽毛合掛けふとん

羽毛合掛けふとん

SL

SL

税込

DL

150 × 210cm 0.7kg 22113-04320/130(RE)・307(B)

¥220,000（本体 ¥200,000）

税込

DL

190 × 210cm 0.9kg 22113-04330/139(RE)・306(B)

税込 ¥330,000（本体 ¥300,000）
SL : 5×7 マス
DL : 6×7 マス
セーフティーカローキルト

税込

生地の特徴

「セーラムスビン」

GE0001

羽毛掛けふとん

150 × 210cm 1.2kg 22111-05619/136(RE)・303(B)

SL

¥209,000（本体 ¥190,000）

税込

190 × 210cm 1.6kg 22111-05627/131(RE)・308(B)

DL

¥292,600（本体 ¥266,000）

SL : 5×6 マス

DL : 6×6 マス

税込

税込

DL
税込

¥88,000（本体 ¥80,000）

SL

¥123,200（本体 ¥112,000）

DL

税込

190 × 210cm 0.4kg 22112-05612/136(RE)・303(B)

税込

DL : 7×8 マス

税込

DL
税込

DL : 6×6 マス

150 × 210cm 0.3kg 22112-04646/101(P)・309(B)
190 × 210cm 0.4kg 22112-04665/102(P)・300(B)

¥70,840（本体 ¥64,400）
DL : 6×6 マス

150 × 210cm 0.8kg 22113-05615/136(RE)・303(B)

羽毛合掛けふとん

190 × 210cm 1.0kg 22113-05621/137(RE)・304(B)

税込

¥165,000（本体 ¥150,000）

SL

¥231,000（本体 ¥210,000）

SL : 5×6 マス

DL : 6×6 マス

DL

セーフティーカローキルト

190 × 210cm 1.0kg 22113-04698/109(P)・307(B)

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：ダウン90% フェザー10%
（ハンガリー／シルバーグース）
◦日本製

「マハール」

生地の特徴

インド超長綿は天然の油脂分を多く含み、
しなやかでしっとりとした光沢と風合いが特長です。

セーフティーカローキルト … ダウンの偏りを防ぎ、
かさ高・保温性を均一に保つための、
立体キルト構造です。

150 × 210cm 0.8kg 22113-04670/105(P)・303(B)

¥77,000（本体 ¥70,000）

税込 ¥107,800（本体 ¥98,000）
SL : 5×6 マス
DL : 6×6 マス
セーフティーカローキルト

◦ふとんがわ 表地：綿100% 裏地：綿100%
詰めもの：ダウン95% フェザー5%
（ポーランド／ホワイトグース）
◦日本製

生地の特徴

セーフティーカローキルト

¥50,600（本体 ¥46,000）

SL : 5×6 マス

羽毛合掛けふとん
SL

190 × 210cm 1.6kg 22111-04612/107(P)・305(B)

¥130,900（本体 ¥119,000）

羽毛肌掛けふとん

150 × 210cm 0.3kg 22112-05608/139(RE)・306(B)

SL : 6×8 マス

150 × 210cm 1.2kg 22111-04685/101(P)・309(B)

¥93,500（本体 ¥85,000）

SL : 5×6 マス

セーフティーカローキルト

羽毛肌掛けふとん
SL

「リヨセル」

Gemierres

Gemierres

税込

セーフティーカローキルト

ハンガリー / シルバーグース

羽毛掛けふとん
DL

DL : 6×6 マス

糸の中が中空になった軽量ポリエステルをヨコ糸にし、
リヨセルをタテ糸にしたサ
テン生地を使用しています。肌に触れる部分はリヨセルです。
リヨセルの原綿は計
画植林した樹のパルプから作られています。天然セルロースの構造をそのまま生
かし自然なふくらみや弾力感のある風合い、美しいドレープと光沢が特長です。

ポーランド / ホワイトグース

税込

190 × 210cm 1.0kg 22113-04514/102(P)・232(BE)

¥154,000（本体 ¥140,000）

◦ふとんがわ 表地：再生繊維（リヨセル）65% ポリエステル35%
裏地：再生繊維（リヨセル）65% ポリエステル35%
詰めもの：ダウン93% フェザー7%
（ポーランド／ホワイトグース）
◦日本製

インド原生種スジャータ綿と海島綿を交配させた、希少種ハイブリッド・コットン。超
長綿のなかでも最高級の品質を持ち、極めて軽く、繊細でしなやかな光沢と風合い
が特長です。

SL

150 × 210cm 0.8kg 22113-04510/104(P)・234(BE)

¥110,000（本体 ¥100,000）

SL : 5×6 マス

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：ダウン95% フェザー5%
（ポーランド／ポンメルンホワイトマザーグース）
◦日本製

生地の特徴

セーフティーカローキルト

税込 ¥107,800（本体 ¥98,000）
SL : 5×6 マス
DL : 6×6 マス

¥231,000（本体 ¥210,000）

SL : 6×8 マス

●

190 × 210cm 1.6kg 22111-04519/109(P)・239(BE)

¥200,200（本体 ¥182,000）

羽毛肌掛けふとん
税込

GE2108

150 × 210cm 1.2kg 22111-04513/107(P)・237(BE)

¥143,000（本体 ¥130,000）

優れた品質の超長綿です。繊維が長く、美しい白さと光沢があり、
しなやかでソフト
な肌触りが特長です。

●

セーフティーカローキルト … ダウンの偏りを防ぎ、
かさ高・保温性を均一に保つための、
立体キルト構造です。

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。
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GE9001

羊毛敷きふとん
SL
税込

DL
税込

GE9003

羊毛敷きふとん
S

100 × 210cm 2.5kg 22118-33425/139(RE)・306(B)

¥27,500（本体 ¥25,000）

税込

D

140 × 210cm 3.5kg 22118-33438/139(RE)・306(B)

¥41,800（本体 ¥38,000）

税込

100 × 200cm 2.0kg 22118-33622/101(P)・231(BE)

¥24,200（本体 ¥22,000）

140 × 200cm 2.8kg 22118-33633/107(P)・237(BE)

¥36,300（本体 ¥33,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：毛100%（フランスウール）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：毛100%（フランスウール）

サイドメッシュ固わた敷きふとん

軽量敷きふとん

SL

SL

税込

DL
税込

100 × 210cm 5.0kg 22103-33430/131(RE)・308(B)

¥33,000（本体 ¥30,000）

税込

140 × 210cm 7.0kg 22103-33445/135(RE)・302(B)

DL

¥49,500（本体 ¥45,000）

税込

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：上層・毛100%（フランスウール）
中層・ポリエステル100%（固わた）
下層・毛100%（フランスウール）
◦日本製

100 × 210cm 3.4kg 22103-33628/101(P)・231(BE)

¥30,800（本体 ¥28,000）

140 × 210cm 4.8kg 22103-33642/107(P)・237(BE)

¥46,200（本体 ¥42,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：上層・毛100%（フランスウール）
中層・ウレタンフォーム（プロファイルカット）
下層・ポリエステル100%
◦日本製

（プロファイルカット）

GE2108

羊毛敷きふとん
S

GE0001

100 × 200cm 2.0kg 22118-33722/139(RE)・306(B)

税込

D

¥24,200（本体 ¥22,000）

140 × 200cm 2.8kg 22118-33733/135(RE)・302(B)

Gemierres

S
100 × 表地：綿100%
200cm 2.0kg 22118-33522/135(RE)・302(B)
◦ふとんがわ
税込

¥24,200
（本体 ¥22,000）
裏地：綿100%

税込

¥36,300（本体 ¥33,000）

（フランスウール）
D詰めもの：毛100%
140 × 200cm
2.8kg 22118-33533/131(RE)・308(B)
◦ふとんがわ 表地：綿100%

裏地：綿100%
プレミアムバランス固わた敷きふとん
詰めもの：毛100%（フランスウール）

SL

100 × 210cm 5.0kg 22103-33730/132(RE)・309(B)

¥33,000（本体 ¥30,000）

プレミアムバランス固わた敷きふとん

税込

DL 140 × 210cm 7.0kg 22103-33745/136(RE)・303(B)
SL
100 × 210cm 5.0kg 22103-33530/138(RE)・305(B)
税込 ¥49,500（本体 ¥45,000）
税込

ソフト固わた敷きふとん
SL
税込

Gemierres

羊毛敷きふとん
¥36,300（本体 ¥33,000）

税込

100 × 210cm 4.0kg 22103-02625/100(P)・308(B)

¥27,500（本体 ¥25,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：上層・毛100%（フランスウール）
中層・ポリエステル100%（固わた）
下層・ポリエステル100%
◦日本製
※こちらの敷きふとんはシングルのみの展開になります。

¥33,000（本体 ¥30,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
DL 140 × 裏地：綿100%
210cm 7.0kg 22103-33545/132(RE)・309(B)
詰めもの：上層・毛100%
（フランスウール）
税込
¥49,500（本体 ¥45,000
）
中層・ポリエステル100%
◦ふとんがわ
表地：綿100%
中層・ポリエステル100%
（固わた）
裏地：綿100%
下層・ポリエステル100%
詰めもの：上層・毛100%（フランスウール）
◦日本製
中層・ポリエステル100%
中層・ポリエステル100%（固わた）
下層・ポリエステル100%
◦日本製

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。
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ウールをシート状にして15枚重ねています。耐久性に優れ、
取り扱いも簡単です。

肩・腰をしっかり支えるバランス固わた。
肩腰部分85cmを固めに作っています。

肩・腰をしっかり支えるバランス固わた
肩・腰部分を補強し、腰の沈みを抑えます。

15層敷きふとん／GQ5001
SL

約 85cm

100 × 210cm 4.6kg 22118-01833/232(BE)

税込

DL

¥36,300（本体 ¥33,000）

140 × 210cm 6.4kg 22118-01846/232(BE)

税込

¥50,600（本体 ¥46,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：毛100% ◦日本製

プレミアムバランス4層敷きふとん／GQ5005
SL
税込

DL
税込

100 × 210cm 4.6kg 22103-02025/238(BE)

¥27,500（本体 ¥25,000）

140 × 210cm 6.5kg 22103-02038/238(BE)

¥41,800（本体 ¥38,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：上層／毛50% ポリエステル50%
中層／ポリエステル100%（V-Lap®）
中層／ポリエステル100%（固わた）
下層／毛50% ポリエステル50%
◦日本製
芯を使用していないので取り扱いが簡単です。

ウール敷きパッド／GQ5003
S

100 × 200cm 2.0kg 22118-01922/233(BE)

税込

SD
税込

D

¥24,200（本体 ¥22,000）

120 × 200cm 2.4kg 22118-01930/238(BE)

¥33,000（本体 ¥30,000）

140 × 200cm 2.8kg 22118-01933/239(BE)

税込

¥36,300（本体 ¥33,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：毛100%（フランスウール）
◦日本製

中央部分にクッション性の良いV-Lap®を使用しています。

Good Quality

Good Quality

中芯が毛100%のしっかりした羊毛パッドです。

5層クッション敷きふとん／GQ5006
SL
税込

3層ウール敷きパッド／GQ5004
S
税込

SD
税込

D
税込

100 × 200cm 2.6kg 22118-02028/231(BE)

¥30,800（本体 ¥28,000）

100 × 210cm 5.6kg 22103-02128/236(BE)

¥30,800（本体 ¥28,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：上層／毛100%（フランスウール）
中層／ポリエステル100%（固わた）
中層／ポリエステル100%（V-Lap®）
中層／ポリエステル100%（固わた）
下層／毛100%（フランスウール）
◦日本製

120 × 200cm 3.1kg 22118-02040/233(BE)

¥44,000（本体 ¥40,000）

140 × 200cm 3.6kg 22118-02042/237(BE)

¥46,200（本体 ¥42,000）

◦ふとんがわ 表地：綿100%
裏地：綿100%
詰めもの：上層／毛100%（フランスウール）
中層／毛100% 下層／毛100%（フランスウール）
◦日本製

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。
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【 カバー／ピロケース／シーツ／ベッドパッド 】

ハウスダストの働きを抑える
不思議な寝具

カバー
縫製のこだわり
針穴からのダニの侵入
を防ぐため、縫い目は2
重にし、
ファスナーにもか
ぶせをつけて縫製にも気
を使っています。

縫い目

ファスナー

B

WH

P

掛けふとんカバー
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm 22401-20710/108(P)・306(B)・993(WH)

¥11,000（本体 ¥10,000）

190 × 210cm 22401-20914/100(P)・308(B)・995(WH)

¥15,400（本体 ¥14,000）

◦ポリエステル80% レーヨン20%
※縫製仕様：コバステッチ
※サイド全開ファスナー
◦日本製

SL
税込

DL
税込

105 × 215cm 22402-21090/109(P)・307(B)・994(WH)

¥9,900（本体 ¥9,000）

145 × 215cm 22402-21111/101(P)・309(B)・996(WH)

¥12,100（本体 ¥11,000）

◦ポリエステル80% レーヨン20%
※縫製仕様：コバステッチ
※サイド全開ファスナー
◦日本製

ボックスシーツ
S
税込

SD
税込

D
税込

100 × 200 × 28cm 22412-21580/102(P)・300(B)・997(WH)

¥8,800（本体 ¥8,000）

120 × 200 × 28cm 22412-21610/106(P)・304(B)・991(WH)

¥11,000（本体 ¥10,000）

140 × 200 × 28cm 22412-21711/100(P)・308(B)・995(WH)

¥12,100（本体 ¥11,000）

◦ポリエステル80% レーヨン20%
※全周ゴム
※厚み23cm程度のマットレスに対応します。
◦日本製
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50 × 35cm用
税込

63 × 43cm用
税込

22403-21325/101(P)・309(B)・996(WH)

¥2,750（本体 ¥2,500）

70 × 50cm用
税込

22403-21218/106(P)・304(B)・991(WH)

¥1,980（本体 ¥1,800）

SN
Fresh PRO

SN
Fresh PRO

敷きふとんカバー

ピロケース

22403-21430/102(P)・300(B)・997(WH)

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦ポリエステル80% レーヨン20%
※縫製仕様：コバステッチ
※サイドファスナー
◦日本製

ウォッシャブルベッドパッド
S
税込

SD
税込

D
税込

Q
税込

100 × 200cm

22411-21814/994(WH)

120 × 200cm

22411-21917/992(WH)

140 × 200cm

22411-22019/992(WH)

155 × 200cm

22411-22122/999(WH)

¥15,400（本体 ¥14,000）
¥18,700（本体 ¥17,000）
¥20,900（本体 ¥19,000）
¥24,200（本体 ¥22,000）

◦側地：ポリエステル80% レーヨン20%
詰めもの：ポリエステル100%
※四隅スパンゴム付き
◦日本製

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。
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【 掛けふとん／敷きふとん 】

【 まくら 】
ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm

0.3kg

22112-60225/999(WH)

190 × 210cm

0.5kg

22112-60335/995(WH)

¥27,500（本体 ¥25,000）
¥38,500（本体 ¥35,000）

ウォッシャブル羽毛合掛けふとん
SL
税込

DL
税込

ウォッシャブル羽毛合掛けふとん

150 × 210cm

0.7kg

22113-51148/992(WH)

190 × 210cm

0.9kg

22113-51268/997(WH)

¥52,800（本体 ¥48,000）
¥73,920（本体 ¥67,200）

◦ ふとんがわ 表地：ポリエステル80% レーヨン20%
裏地：ポリエステル80% レーヨン20%
詰めもの：ダウン93% フェザー7％
（フランス／ホワイトダック） ◦日本製

羽毛原料SN Fresｈ加工。

仕様

きれいのめぐみまくら ベーシック／SF-5000（化粧箱入）
約63 × 43cm
税込

22110-04551/995(WH)

¥5,500（本体 ¥5,000）

Ⅱ
詰めものにテイジンのマイティトップ®

◦ 外側地：ポリエステル80% レーヨン20%
中側地：ポリエステル100%
詰めもの：ポリエステル100%
◦箱サイズ/38 × 60 × 12.5cm ◦日本製

ECO 50%使用。

独自キルト構造

詰めものに防ダニ効果のあるポリエステルわたを一部使用。
側地と詰めものでダブルの防ダニ効果。もちろん丸洗いもできます。

極細繊維
わた

掛けふとん
SL
税込

DL
税込

150 × 210cm

1.6kg

22102-20120/992(WH)

190 × 210cm

2.2kg

22102-20130/991(WH)

¥22,000（本体 ¥20,000）
¥33,000（本体 ¥30,000）

◦側地：ポリエステル80% レーヨン20%
詰めもの：ポリエステル100% ◦日本製
※8ヶ所ループ付き

上部

きれいのめぐみまくら 硬さ：やわらかめ／SF-1800
約63 × 43cm
税込

ウォッシャブル2枚合わせ掛けふとん
SL
税込

DL
税込

ウォッシャブル2枚合わせ掛けふとん

150 × 210cm 0.6kg+1.0kg 22102-20235/993(WH)

¥38,500（本体 ¥35,000）

下部

22110-04550/998(WH)

¥5,500（本体 ¥5,000）

◦側地：ポリエステル80% レーヨン20%
詰めもの：ポリエステル100% ◦日本製

①
④

ふんわり、やわらかなまくらです。ダウンピローより柔らかく感じる衝撃的な
ふんわり感を堪能ください。洗濯は手洗いできます。

②

⑤

仕③
様

190 × 210cm 0.8kg+1.2kg 22102-20245/992(WH)

¥49,500（本体 ¥45,000）

◦側地：ポリエステル80% レーヨン20%
詰めもの：ポリエステル100% ◦日本製
※2枚の掛けふとんのズレを防ぐホック付き（12ヶ所） 8ヵ所ループ付き

極細繊維
わた

詰めものにテイジンのフワリーヌ®使用。

たっぷり1㎏入
上部

SL
税込

DL
税込

100 × 210cm

3.5kg

140 × 210cm

5kg

¥27,500（本体 ¥25,000）
¥38,500（本体 ¥35,000）

下部

22103-10124/992(WH)

極細繊維
①
わた

22103-10134/991(WH)

◦側地：ポリエステル80% レーヨン20%
詰めもの：ポリエステル100%（中芯固わた）
使用
◦日本製

高周波加工
側 地とわたを特 殊な方 法
（高 周 波 加 工）
で圧 着して
います。
ミシンの 針 穴がな

④

きれいのめぐみまくら 硬さ：ふつう／SF-1601
約63 × 43cm
税込

◦外側地：ポリエステル80% レーヨン20%
中側地：表・ポリエステル60% ナイロン40%
詰めもの：ポリエチレン（パイプ） ◦日本製
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裏・ポリエステル65%

綿35%

仕様

ソフトパイプを使用し、程よいクッション性が特徴のまくらです。5か所でパイプの
出し抜きができ、
まくらの高さを調整可能です。もちろん丸洗いもできます。

下部

①

ニ、ハウスダストなどの侵入

印の商品は受注生産のため、約3週間ほど頂きます。

⑤
上部

④

を抑え、より安心です。
加工部分の拡大写真

②
③

22110-04510/992(WH)

¥11,000（本体 ¥10,000）

く、縫 い目からの 花 粉 やダ
ノンキルト敷きふとん

SN
Fresh PRO

SN
Fresh PRO

ノンキルト敷きふとん

詰めものに日本製ソフトパイプ使用。

②

⑤

③
3ユニット 5パーツ
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座 ぶ とんカバー
RE
BE
GR

G
P

甲州織 座ぶとんカバー菊花／IY-1421
［銘仙判］

55 × 59cm
税込

59 × 63cm
税込

t owel

collect ion

［銘仙判］
55 × 59cm
20434-58781/167(RE)・303(BE)・501(GR)

22406-92615/108(P)・405(G)

¥1,650（本体 ¥1,500）

［八端判］

imab ari

座ぶとんカバー／IY0871

税込

22406-92716/102(P)・409(G)

¥2,750（本体 ¥2,500）

今治タオルとは

［八端判］
59 × 63cm
20434-58782/164(RE)・300(BE)・508(GR)

¥1,760（本体 ¥1,600）

◦ポリエステル100%
◦日本製

税込

¥3,080（本体 ¥2,800）

愛媛県今治市の温暖な気候と新鮮な水によって生まれた、120 年の歴史を持つ高品質のタオルです。

◦綿100%
◦日本製

今治にはタオルづくりに適した良質の水が豊富にあります。
この水を使うことで繊細かつ柔らかな風合いや鮮やかな色が表現できます。
RE

また、今治タオルの品質基準は、タオル片が水中に沈み始めるまでに要する時間が 5 秒以内と定めています。

GR

水分を素早く吸収するのでべとつかず、お肌にもやさしいのが特長です。

B

B
P

甲州織 座ぶとんカバー露芝／IY-1419
［銘仙判］

55 × 59cm
税込

22406-92218/101(P)・309(B)

¥1,980（本体 ¥1,800）

［八端判］

59 × 63cm
税込

座ぶとんカバー／IY0872
［銘仙判］
55 × 59cm
20434-58791/166(RE)・500(GR)・234(B)
税込

22406-92319/105(P)・303(B)

¥2,750（本体 ¥2,500）

［八端判］
59 × 63cm
20434-58792/163(RE)・507(GR)・231(B)

¥2,090（本体 ¥1,900）

◦ポリエステル100%
◦日本製

税込

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦綿100%
◦日本製

P
座ぶとん
カバー

BE
B

B
P

甲州織 座ぶとんカバーボーダー／IY-1420
［銘仙判］

55 × 59cm
税込

［八端判］

59 × 63cm
税込

22406-92418/105(P)・303(B)

¥1,980（本体 ¥1,800）

税込

22406-92519/109(P)・307(B)

¥2,090（本体 ¥1,900）

◦ポリエステル100%
◦日本製

84

座ぶとんカバー／IY0873
［銘仙判］
55 × 59cm
20434-58801/100(P)・308(BE)・230(B)

¥2,750（本体 ¥2,500）

［八端判］
59 × 63cm
20434-58802/107(P)・305(BE)・237(B)
税込

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦綿100%
◦日本製

85

素材や織、風合いなどにこだわり、今治の風景をモチーフにし、
タオル本来の機能美を追求した銘布の定番ライン。

バスタオル／優

YU

60 × 120cm 22739-01530/107(P)・305(B)・992(WH)
税込 ¥3,300（本体 ¥3,000）
／袋5枚

フェイスタオル／優
34 × 75cm
税込

バスタオル／海
60 × 120cm
税込

22739-01325/109(P)・307(B)・932(GY)

¥2,750（本体 ¥2,500）／袋5枚

フェイスタオル／海
34 × 75cm
税込

YU

34 × 35cm

22741-01570/108(P)・306(B)・993(WH)
税込 ¥770（本体 ¥700）
／袋10枚

◦綿100%（スリット糸使用） パイル糸：サンホーキン綿無撚糸使用
◦日本製（今治）

UMI

22740-01310/101(P)・309(B)・934(GY)

¥1,100（本体 ¥1,000）／袋10枚

ウォッシュタオル／海
34 × 35cm
税込

22740-01512/109(P)・307(B)・994(WH)

¥1,320（本体 ¥1,200）／袋10枚

ウォッシュタオル／優

UMI

YU

UMI

22741-01360/105(P)・303(B)・938(GY)

¥660（本体 ¥600）／袋10枚

認定番号：第2014-755号

◦綿100%（部分無撚糸使用／スリット糸使用）
◦日本製（今治）

認定番号：第2014-796号

プレミアム素材使用、ハイボリューム、
ソフトな風合い、
シンプルなデザインに特化したシリーズ。
ベーシックでは物足りない上質嗜好の方に贈る銘布シリーズ最上級のプレミアムライン。

バスタオル／陽
60 × 120cm
税込

YOH

バスタオル／響

22739-02930/104(P)・234(BE)・302(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）／袋5枚

フェイスタオル／陽

税込

YOH

22740-02912/106(P)・236(BE)・304(B)
税込 ¥1,320（本体 ¥1,200）
／袋10枚

税込

YOH

22741-02970/105(P)・235(BE)・303(B)

HIBIKI

34 × 80cm

22740-02520/998(WH)
税込 ¥2,200（本体 ¥2,000）
／袋10枚

◦綿100%（スリット糸使用） パイル糸：ピアソフト使用
◦日本製（今治）

JAPAN
MEIFU

JAPAN
MEIFU

34 × 35cm

22739-02550/999(WH)

¥5,500（本体 ¥5,000）／袋5枚

フェイスタオル／響

34 × 75cm

ウォッシュタオル／陽

70 × 130cm

HIBIKI

¥770（本体 ¥700）／袋10枚

◦綿100％（部分無撚糸使用／スリット糸使用）
◦日本製（今治）

認定番号：第2015-1251号

認定番号：第2017-2049号

86

87

未来に続くもの作り。伝統を守りつつ、進化する新しい素材や技術を惜しみなく注ぎ込みました。
あなたにとっての1番のタオルをご提案いたします。

ブロック

サーマル

インドのハイブリッド中長綿【シャンカー6】
の
無撚糸を使用。
スチームシャーリングで滑らかな肌触りです。

甘撚り糸を使用し柔らかく織り上げたワッフル地のタオル。
目の大きさにもこだわった、見た目以上に軽く柔らかく優しい肌触り。

バスタオル
約60 × 125cm 22701-32635/304(B)・601(PU)・939(GY)
税込

¥3,850（本体 ¥3,500）

フェイスタオル
約34 × 85cm 22702-32615/305(B)・602(PU)・930(GY)
税込

バスタオル
63 × 120cm
税込

¥1,650（本体 ¥1,500）

◦綿100％、
ワッフル
◦日本製（今治）

22701-32730/108(P)・306(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）

フェイスタオル
35 × 75cm
税込

認定番号：第2021-643号

22702-32712/103(P)・301(B)

¥1,320（本体 ¥1,200）

◦綿100％（部分無撚糸使用） パイル糸：インド綿使用
◦日本製（今治）

認定番号：第2020-1704号

オパール

サンド

エジプト綿ギザ86使用。スチームシャーリングをかけることによりとても滑らかな風合いに仕上げています。

甘撚りとも無撚糸とも違う新感覚の紡績スタイル。
贅沢な空気層が軽く柔らかくなおかつ脱毛率の低い
タオルを生み出しました。

バスタオル
60 × 130cm
税込

22701-32450/228(GL)・914(SV)

¥5,500（本体 ¥5,000）

フェイスタオル
34 × 80cm 22702-32420/220(GL)・916(SV)

バスタオル

税込

60 × 120ｃｍ 22701-32825/101(P)・309(B)・996(WH)
税込

¥2,200（本体 ¥2,000）

◦綿100％（部分無撚糸使用）
パイル糸：エジプト綿ギザ86使用
◦日本製（今治）

¥2,750（本体 ¥2,500）

フェイスタオル
34 × 80ｃｍ 22702-32810/106(P)・304(B)・991(WH)
税込

¥1,100（本体 ¥1,000）

◦綿100％
◦日本製（今治）

認定番号：第2020-2335号

認定番号：第2021-244号

プラチナム
モク

太さの違う糸を絶妙な色差で撚り上げ深みのある
杢カラー。
デザイン性と独特な風合いが特徴のタオルです。

アメリカンシーアイランドコットン使用のロングパイルジャカードタオル。
このロングパイルのボリューム感では珍しい濃色での柄表現を施しています。

バスタオル
65 × 130cm
税込

22701-32310/201(BR)・256(IV)・300(B)

¥11,000（本体 ¥10,000）

フェイスタオル
34 × 85cm

22702-32335/203(BR)・258(IV)・302(B)

¥3,850（本体 ¥3,500）

YOUR PERFECT
TOWEL

YOUR PERFECT
TOWEL

税込

◦綿100％
パイル糸：アメリカンシーアイランドコットン使用
◦日本製（今治）

バスタオル
60 × 120cm 22701-32540/134(RE)・202(BR)・301(B)
税込

¥4,400（本体 ¥4,000）

フェイスタオル
34 × 80cm 22702-32516/138(RE)・206(BR)・305(B)
税込

¥1,760（本体 ¥1,600）

◦綿100％
◦日本製（今治）
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認定番号：第2020-1952号

認定番号：第2020-2305号
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日本の縁起物を集めたハンカチタオル。

日々の暮らしに“真の贅沢・豊かさ”
を

60番手双糸を使い高密度に織り上げることで細かな柄もきれいに出しています。

触り心地の良さは、心身のリラックスに繋がる大切なポイント。

サイズもポケットにしまいやすいコンパクトサイズながら、双糸を使用しているので、

糸や素材にこだわり、デイリーのハイクオリティーをご提案する昭和西川オリジナルタオルです。

吸水力もあり使い勝手に優れています。

（オーガニックコットン使用）
ハンカチタオル／梅
23 × 23cm

プライムハイ

特殊撚糸工法で作られた“スーパーゼロ”の糸を使用。
吸水速乾性に優れ、
タオル独特の毛羽落ちも少なく
優れた機能性と細番手（40番/1単糸）
でしなやか。
速乾力に優れた軽くてボリュームのあるタオル。

税込

22704-32760/102(P)

¥660（本体 ¥600）

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1026号

バスタオル
60 × 120cm
税込

22701-53043/102(P)・232(BE)・300(B)

¥4,730（本体 ¥4,300）／袋5枚

スタイリッシュバスタオル
34 × 120cm
税込

22701-53130/109(P)・239(BE)・307(B)

¥3,300（本体 ¥3,000）／袋5枚

フェイスタオル
34 × 80cm
税込

22702-53120/109(P)・239(BE)・307(B)

¥2,200（本体 ¥2,000）／袋10枚

◦綿100％ パイル部分：スーパーゼロ（オーガニックコットン）
使用
◦日本製（今治）

プライムカラーⅡ

認定番号：第2019-1427号

特殊撚糸工法で作られた“スーパーゼロ”の糸を使用。
吸水性に優れ、
タオル独特の毛羽落ちも少なく優れた
機能性とソフトな風合いでボリュームのあるロングパイル
のカラータオル。

ハンカチタオル／桜

ハンカチタオル／えん

ハンカチタオル／立涌縞

23 × 23cm 22704-32660/600(PU)

23 × 23cm

23 × 23cm

税込

税込

¥660（本体 ¥600）

22704-32860/505(YE)

¥660（本体 ¥600）

税込

22704-32960/403(G)

¥660（本体 ¥600）

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1022号

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1027号

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1028号

ハンカチタオル／あられ

ハンカチタオル／千鳥

ハンカチタオル／だるま

23 × 23cm

23 × 23cm

23 × 23cm

バスタオル
60 × 120cm 22701-53235/200(BR)・316(NB)・408(G)・507(YE)・606(PU)・934(GY)・996(WH)
税込 ¥3,850（本体 ¥3,500）
／袋5枚

スタイリッシュバスタオル
34 × 120cm 22701-53325/208(BR)・314(NB)・406(G)・505(YE)・604(PU)・932(GY)・994(WH)
税込 ¥2,750（本体 ¥2,500）
／袋5枚

フェイスタオル
34 × 80cm 22702-53315/208(BR)・314(NB)・406(G)・505(YE)・604(PU)・932(GY)・994(WH)
税込 ¥1,650（本体 ¥1,500）
／袋10枚
◦綿100％ パイル部分：スーパーゼロ（オーガニックコットン）
使用
◦日本製（今治）
認定番号：第2018-2701号

ラインカラー

税込

22704-33060/300(B)

¥660（本体 ¥600）

税込

22704-33160/406(G)

¥660（本体 ¥600）

税込

22704-33260/205(BR)

¥660（本体 ¥600）

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1029号

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1030号

ハンカチタオル／富士山

ハンカチタオル／ひょうたん

ハンカチタオル／犬張子

23 × 23cm

23 × 23cm 22704-33460/704(OR)

23 × 23cm

税込

税込

驚きの機能性、特殊撚糸工法で作られた糸【スーパーゼ
ロ】毛羽落ちも少なく、空気を含んでふっくら軽やか。大人
気のタオルをバスマット仕様のふと番手で織り上げまし
た。吸水に優れ、丸洗いもできる新提案のバスマットです。

江戸紋様

Prime prime

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1023号

バスマット
43 × 60cm 22707-30230/314(NB)・932(GY)・994(WH)
税込

¥3,300（本体 ¥3,000）

◦綿100％ パイル部分：スーパーゼロ（オーガニックコットン）
使用
◦日本製（今治）

税込

認定番号：第2019-2624号
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22704-33360/301(B)

¥660（本体 ¥600）

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1021号

¥660（本体 ¥600）

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1025号

22704-33560/909(BK)

¥660（本体 ¥600）

◦綿100％
◦日本製（今治）認定番号：第2019-1024号
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昭和西川のオリジナル・ポリジンシリーズ。
洗濯によっても効果が劣化しにくい北欧スウェーデン発の抗菌テクノロジー。
バクテリアの増殖を抑えるAg+イオンテクノロジーの高い効果と安全性で毎日清潔、いつでも安心。

【ポリジン・のびのびピロータオル】

明るくモダンな北欧の感性を生かしたシンプルなラインナップです。

様々なサイズ、形のピローにフィットするタオル素材のピローケース。3種の素材とデザインでバリエーションが楽しめます。

【ポリジン・タオル】

綿とポリエステルの2層構造糸を使用し、
速乾性に優れたタイプ。

吸水・速乾性に優れた特殊糸を使い、柔らかく織り上げました。

P

RE

NB

GY

QUICK・クイック
約70 × 42cm
22728-33023/107(P)・138(RE)・312(NB)・930(GY)
税込

認定番号：第2019-381号

¥2,530（本体 ¥2,300）

◦綿80％ ポリエステル18％ ポリウレタン2％ 筒状 パイル糸：速乾糸使用
◦日本製（今治）

バスタオル／ペッテ

バスタオル／アスト

バスタオル／アングル

60 × 120cm 22701-73225/106(P)・304(B)・502(Y)

60 × 120cm 22701-73325/103(P)・301(B)・509(Y)

60 × 120cm 22701-73423/106(P)・304(B)・502(Y)

税込

税込

税込

¥2,750（本体 ¥2,500）

¥2,750（本体 ¥2,500）

¥2,530（本体 ¥2,300）

フェイスタオル／ペッテ

フェイスタオル／アスト

フェイスタオル／アングル

34 × 75cm 22702-73210/101(P)・309(B)・507(Y)

34 × 75cm 22702-73310/108(P)・306(B)・504(Y)

34 × 75cm 22702-73490/107(P)・305(B)・503(Y)

税込

税込

税込

¥1,100（本体 ¥1,000）

¥1,100（本体 ¥1,000）

ハンドタオル／アスト

ハンドタオル／アングル

34 × 35cm 22703-73250/106(P)・304(B)・502(Y)

34 × 35cm 22703-73350/103(P)・301(B)・509(Y)

34 × 35cm 22703-73450/100(P)・308(B)・506(Y)

税込

税込

税込

◦綿80％ ポリエステル20％
パイル糸：速乾糸使用
◦日本製(今治)

¥550（本体 ¥500）

◦綿80％ ポリエステル20％
パイル糸：速乾糸使用
◦日本製(今治)

¥550（本体 ¥500）

SOFT・ソフト

◦綿90％ ポリエステル10％
パイル糸：速乾糸使用
◦日本製(今治)

IV

B

G

約70 × 42cm
22728-33121/131(RE)・254(IV)・308(B)・407(G)
税込

認定番号：第2020-1410号

RE

¥990（本体 ¥900）

ハンドタオル／ペッテ
¥550（本体 ¥500）

綿・甘撚糸を使用し、ふんわり柔らかなタイプ。

認定番号：第2020-1409号

¥2,310（本体 ¥2,100）

◦綿98％ ポリウレタン2％ 筒状 パイル糸：甘撚糸使用
◦日本製（今治）

認定番号：第2020-1411号

【ポリジン・ガーゼタオルハンカチ】

認定番号：第2019-339号

無撚糸を使用したとても柔らかいタイプ。

ポケットにも入れやすいガーゼ素材。使いやすく乾きやすいのも特徴です。
B

IV

WH
B

OR

B

ドット

ラージドット

25 × 25cm

25 × 25cm

◦綿100％ ガーゼパイル
◦日本製（今治）

◦綿100％ ガーゼパイル
◦日本製（今治)

約70 × 42cm
22728-36028/253(IV)・307(B)・994(WH)

OR

P

ポリジンとは？

汗のニオイの原因は？

高性能繊維・生地やその他の素材に加工し、
ニオイの発生を抑制するス
ウェーデンで開発された技術です。

汗自体のニオイはほとんどありません。
しかし汗と生地に付着したバクテ
リアが融合し、
分解されることでニオイが発生します。

ポリジン・テクノロジーとは？

ポリジンの特徴

B

25 × 25ｃｍ 22704-72360/300(B)・706(OR)
税込 ¥660（本体 ¥600）
／袋10枚

25 × 25ｃｍ 22704-72260/105(P)・303(B)
税込 ¥660（本体 ¥600）
／袋10枚
認定番号：第2018-365号

¥3,080（本体 ¥2,800）

◦綿98％ ポリウレタン2％ 筒状 パイル糸：無撚糸使用
◦日本製（今治）

認定番号：第2018-2207号

トライアングル
◦綿100％ ガーゼパイル
◦日本製（今治）

税込

認定番号：第2020-219号

低い比率で配合された自然の銀イオンがニオイの元となるバクテリアの
成長を抑制します。

Polygiene®

Polygiene®
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認定番号：第2018-2208号

ライン
◦綿100％ ガーゼパイル
◦日本製（今治）

NONTWIST・ノンツイスト

22704-72560/304(B)・502(YE)
税込 ¥660（本体 ¥600）
／袋10枚

22704-72460/307(B)・703(OR)
税込 ¥660（本体 ¥600）
／袋10枚

B

YE

◦Ag+（銀イオン）
の効果でバクテリアによるニオイの発生を抑制
◦清潔・衛生的な機能性 ◦長期間の効果と耐久性 ◦肌に触れても安全

認定番号：第2018-034号
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