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ぐっすり眠れた日は、いつもより気持ちがいい。

眠ることは、子供の成長をはじめ、

私たちの美容や健康にとても大切です。

毎日使う寝具だからこそ、きちんとした物を選んでほしい　 。

日々の心地よい睡眠を、確かな品質と

豊富な商品ラインナップでサポートします。

良い暮らしは、良い眠りから。
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Good Sleep
Good Life.
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ネージュ
●140 単生地　●ツインキルト　●dp440　●日本製
●ポーランド産マザーホワイトグースダウン 95％
●充填量／ S:1.2kg　SD:1.4kg　D:1.6kg
●参考上代（税別）／ S:140,000 円　SD:168,000 円　D:196,000 円

#116000シングル ●150×210cm ●PI/BL 
●BL のみ 
●PI のみ 

#139200セミダブル ●170×210cm 
#162400ダブル ●190×210cm

モス
●60 サテン　●ツインキルト　●dp350　●日本製
●イングランド産ホワイトダックダウン 90％
●充填量／ S:1.3kg　D:1.8kg
●参考上代（税別）／ S:60,000 円　D:84,000 円

#044000シングル ●150×210cm 

オーベル
●120 単生地　●ツインキルト　●dp440 　●日本製
●ポーランド産マザーホワイトグースダウン 95％
●充填量／ S:1.2kg　D：1.6kg
●参考上代（税別）／ S:130,000 円　D:182,000 円

#104000シングル ●150×210cm ●PI/BL
●PI のみ #145600ダブル ●190×210cm 

ココ
●80 サテン　●ツインキルト　●dp400　●日本製
●イングランド産ホワイトダックダウン 93％
●充填量／ S:1.3kg　D:1.8kg
●参考上代（税別）／ S:80,000 円　D:112,000 円

#064000シングル ●150×210cm 
#089600ダブル ●190×210cm 

ロアール
●120 単生地　●ツインキルト　●dp410　●日本製
●ポーランド産マザーホワイトグースダウン 93％
●充填量／ S:1.3kg　D:1.8kg
●参考上代（税別）／ S:110,000 円　D:154,000 円

#092000
#128800

シングル ●150×210cm ●PI/BL
●PI のみダブル ●190×210cm 

●BR/GR 

#061600ダブル ●190×210cm ●BR のみ

●PI/BL
●PI のみ

R＆B
●60 サテン　●ツインキルト　●dp350 　●日本製　
●イングランド産ホワイトダックダウン 90％
●充填量／ S:1.3kg　D:1.8kg
●参考上代（税別）／ S:60,000 円　D:84,000 円

#044000シングル ●150×210cm ●BR/GY
●BR のみ #061600ダブル ●190×210cm 

Down
Quilt 羽毛布団

ふんわりと軽く、保温力の高い羽毛布団。
確かな品質と上品なデザインをラインナップ。
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エリオ
●側地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％（ダクロンクォロフィルアクア）S:1.8kg　SD:2.2kg

●側地／綿 100％　●巻綿／ポリエステル 100％（ホロフィル）S:1.6kg　SD:2.0kg
●芯綿／固綿（ポリエステル 100％）S:2.4kg　SD:2.8kg

#016000シングル ●150×210cm 

#021000シングル ●100×210cm
#027000セミダブル

セミダブル

●120×210cm

掛け布団

敷き布団

(PI/BL)
#020800●170×210cm (BL のみ )

(PI/BL)
(BL のみ )

バーバラ
●側地／綿 100％
●詰め物：ポリエステル 100％( ダクロンクォロフィルアクア )S:1.8kg D:2.5kg

●側地／綿 100％●巻綿／ポリエステル 100％（ホロフィル）S:1.6kg　D:2.4kg
●芯綿／固綿（ポリエステル 100％）S:2.4kg D:3.2kg

#016000シングル ●150×210cm 

#021000シングル ●100×210cm
#029400ダブル ●140×210cm

掛け布団

敷き布団

(PI/BL)
#022400ダブル ●190×210cm (PI のみ )

(PI/BL)
(PI のみ )

参考上代
16,000 円（税別）
参考上代

22,400 円（税別）

参考上代
21,000 円（税別）
参考上代

29,400 円（税別）

参考上代
16,000 円（税別）
参考上代

20,800 円（税別）

参考上代
21,000 円（税別）
参考上代

27,000 円（税別）

ローダ
●側地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％（エアロカプセルγ）1.8kg　●日本製

●側地／綿 100％　●巻綿／ポリエステル 100％（エアロカプセルγ）2.2kg
●芯材／固綿（ポリエステル 100％）2.0kg　●日本製

#009500シングル ●150×210cm 

#010000

参考上代
￥9,500( 税別 )

参考上代
￥10,000( 税別 )シングル ●100×210cm

掛け布団

敷き布団
(YE/GN)

(YE/GN)

サニーチェック
●側地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％（エアロカプセルγ）1.7kg　●日本製

●側地／綿 100％　●巻綿／ポリエステル 100％（エアロカプセルγ）2.0kg
●芯材／固綿（ポリエステル 100％）2.0kg　●日本製

#009000参考上代
¥9,000 円（税別）

参考上代
¥9,500 円（税別）

シングル ●150×200cm 

#009500シングル ●100×200cm

掛け布団

敷き布団
(PI/BL)

(PI/BL)

参考上代
18,000 円（税別）

参考上代
17,000 円（税別）

セイラム
●側地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％（ダクロンクォロフィルアクア）1.8kg

●側地／綿 100％　●巻綿／ポリエステル 100％（ダクロンアクア）2.0kg
●芯材／固綿（ポリエステル 100％）2.5kg

#018000●150×210cm 

#017000シングル

シングル

●100×210cm

掛け布団

敷き布団
(PI/BL)

(PI/BL)

二枚合わせ
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プリンス
●側地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％（ダクロンクォロフィルアクア）1.6kg

●側地／綿 100％　●巻綿／ポリエステル 100％（ダクロンアクア）1.6kg
●芯材／固綿（ポリエステル 100％）2.5kg

#012000シングル ●150×210cm 

#014000シングル ●100×210cm

掛け布団
(PI/BL)

(PI/BL)

参考上代
12,000 円（税別）

参考上代
14,000 円（税別）

敷き布団

Quilt
Mattress 合繊掛布団・敷布団

機能性とデザイン性に優れたラインナップ&



マイクロマティーク毛布 ●S: 約 1.3kg　D: 約 1.7kg　●ポリエステル
100％（マイクロマティーク使用）　
●ファスパーヘム　●日本製

NK430136 #021000シングル ●140×210cm 
NK445136 #032000ダブル ●180×210cm 

●PK/BL/BE/IV

●PK/BE

マイクロマティーク毛布 ●パイル／ポリエステル 100％　●グランド／
タテ糸：ポリエステル 65%、レーヨン 35％
ヨコ糸：ポリエステル 100％　●日本製

#014000シングル ●140×200cm ●PI/BL/BE

22243 #018000シングル ●100×205cm 
22313 #023400セミダブル ●120×205cm 
22363 #027000ダブル ●140×205cm

●PI/CR/GN/SA
●PI/CR/SA
●PI/CR/SA

33008 #025000シングル ●140×210cm 
35008 #037500ダブル ●180×210cm 

●PK/CR/GN/SA
●PK/CR/SA

綿毛布 ●パイル／綿 100％ プリント
●グランド／ポリエステル 100％
●日本製

39-101 #007000シングル ●140×200cm 

綿毛布 ロングサイズ ●パイル／綿 100％
●グランド／ポリエステル 100％
●日本製

MJ-1550 #006600シングル ●140×210cm 

マイクロマティーク毛布・綿毛布
Micro  Matt ie  c l i ck  b lankets  /  Cotton  b lankets

PI/BL/BE BE/GN

MJ-1498

マイクロマティーク使用
ファルベ　敷パット

●表／ポリエステル 100％（マイクロマティーク総詰）・
サイバーフィット加工　●裏／ポリエステル 65％・綿 35％
●中綿／ポリエステル 100％（ダクロンアクア）
●日本製

マイクロマティーク使用
ファルベ  ニューマイヤー毛布

●ポリエステル 100％（マイクロマティーク）
●シャギーヘム　●サイバーフィット加工
●日本製

0807

柔らかな肌触りの起毛加工素材

秋冬

通気性の良いハニカムメッシュ

春夏 3つ折り
タイプ

使用の

軽量敷布団

プリマロフトハーモニー

●表側地／ポリエステル 85％・綿 15％
●裏側地／ポリエステル 80％・レーヨン 20％
●中わた／ポリエステル 100％（プリマロフト）
●わた量／ S : 上層部 1.0kg、下層部 0.4kg、新二層式キルト ( 表 5×6 マス／裏 6×7 マス )　
　　　　　D : 上層部 1.25kg、下層部 0.5kg、新二層式キルト ( 表 6×6 マス／裏 7×7 マス )  
●中国製

#015360シングル ●150×210 cm 

#018960

参考上代
12,800 円（税別）
参考上代

15,800 円（税別）ダブル ●190×210 cm 

●表地・裏地／ポリエステル 100％
●詰物／ポリエステル 100％（elk-vl）　●中国製

#021600シングル ●100×200cm 

#030240
参考上代

¥18,000 円（税別）
参考上代

¥25,200 円（税別）ダブル ●140×200cm 

手洗い
OK

ご家庭で新二層式キルトで暖かさをキープ

キルト目を上下で
ずらしているため
熱が逃げにくい!

安心の
TEIJIN
素材
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なめらかな肌触りと贅沢な寝心地。
上質な真綿をふんだんに使用したシリーズ。

袋真綿　L寸
●絹 100％　３枚入り　●日本製

＃006600

角真綿
（ハンカチ真綿）

●絹 100％　●300g　●日本製

＃011000

正丹
（吹き止め丹前綿）

●絹 100％　●150g　●日本製

＃006600

近江特製真綿
（ハンカチ真綿）

●絹 100％　●1kg　●日本製

＃040000

背中 de ホット
（背負い真綿）
●側生地／綿 100％（ガーゼ）
●中綿／絹 100％（60g）　●日本製

＃007200参考上代
8,000 円（税別）袋真綿　M寸

●絹 100％　●5 枚入り　●日本製

＃006600

手引き真綿布団
東雲

●サイズ：150×205cm
●表地：綿 100％　●裏地：綿 100％
●中綿：手引き真綿 100％
●ループ付き　●日本製

参考上代￥78,000（税別）
参考上代￥97,000（税別）

●中綿／真綿 1.0kg 
●中綿／真綿 1.5kg

#070000
#087200

手引き真綿布団
高雄

●サイズ：150×205cm
●表地：綿 100％　●裏地：綿 100％
●中綿：手引き真綿 100％
●ループ付き　●日本製

参考上代￥78,000（税別）●中綿／真綿 1.0kg
参考上代￥97,000（税別）●中綿／真綿 1.5kg

#070000
#087200

昔ながらの真綿シリーズ

真綿シリーズSILK

series

天使のシルクシリーズ

天使のシルク 衿カバー
参考上代

￥9,250（税別） #011100

天使のシルク 掛カバー
参考上代

￥28,000（税別） #033600

天使のシルク 枕

●詰め物／絹 100％（真綿 100％）
●枕カバー・カンガルー式／絹 100％（真綿 100％）　●日本製
●詰め物重量：（35×55cm）約0.5kg、（43×63cm）約 0.7 kg

参考上代
￥19,440（税別）35×55cm
参考上代

￥27,700（税別）43×63cm
#023328
#033240

参考上代
￥6,980（税別）35×55cm用 #008376
参考上代

￥7,400（税別）43×63cm用 #008880
●絹 100％　●日本製

天使のシルク 枕カバー

●150×210cm　●８か所ホック付
●片側ファスナー　●絹 100％　●日本製

●150×45cm　●5 か所ホック付
●絹 100％　●日本製

天使のシルク布団
●サイズ：150×210cm
●側生地：絹 100％
●中綿：手引き真綿 100％
●ループ付き　●日本製

肌布団 参考上代　￥55,000（税別） #066000●中綿／真綿 0.5kg

合掛布団 参考上代　￥65,000（税別） #078000●中綿／真綿 1.0kg

掛布団 参考上代　￥75,000（税別） #090000●中綿／真綿 1.5kg

肌に直接あたる側生地から詰め物まで、全てに絹をたっぷりと使用したシリーズ。
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Pillowまくら
素材や形・高さなど、まくらの好みも人それぞれ。
様々なニーズにお応えできる、豊富な商品ラインナップをご用意。
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洗えるまくら ご家庭で洗える枕なら、いつでも清潔で安心。

W消臭枕「デモア」

●表地／綿 100％（空気触媒 TioTio 加工）
●裏地／ポリエステル 65％、綿35％
●メッシュ部分・中袋／ポリエステル100％
●詰め物／ポリオレフィン系複合樹脂パイプ（炭練り込み）
●高さ調節シート／ポリウレタン　●日本製

#01200043×63cm

ウォッシャブルピロー
(グレー )

●側地／綿 100％　●日本製
●メッシュ部分／ポリエステル 100％
●中材／ポリエステル 100％（ダクロンアクア綿）

#00500043×63cmPX-633

ウォッシャブルピロー
(イエロー)

●側地／綿 100％
●中材／ポリエステル 100％（アルジュラ）
●日本製

#00500043×63cmPX-630

ジムナストプラス

【本体】●73×37cm●Low/ 2-3cm（高さ）Middle / 3-4cm
（高さ）High / 5-6cm（高さ）　●側地：表 / ポリエステル
100%　裏 / 綿 100%　中袋 / 綿 100%　●中材：ポリエチ
レン / エラストマー【専用カバー】綿 100％●日本製

#001440専用カバー
#010560本体 メーカー希望小売価格

8,800 円（税別）
メーカー希望小売価格
1,200 円（税別）

洗える高さ調節
ポリエステル玉わたまくら

#00330034×53×9 ～ 11cmMK-29034
●側生地／

●中袋／ポリエステル 100％
●中材／ポリエステル 100％、ウレタンフォーム
●中国製　●カラー／ PI

表側：ポリエステル 85％、ポリウレタン 15％
メッシュ部分：ポリエステル 100％
裏側：ポリエステル 100％　

洗える高さ調節
ソフトパイプ枕

#00330034×53×9 ～ 11cmMK-28034
●側生地／

●中袋／ポリエステル 100％
●中材／ポリエチレン100％パイプ、ウレタンフォーム
●中国製　●カラー／ BL

表側：ポリエステル 85％、ポリウレタン 15％
メッシュ部分：ポリエステル 100％
裏側：ポリエステル 100％　

やわらかい かたい

高

低

通
気
性

パイプ メッシュ

ポリエステル
わた

高反発低反発

そばがら

素材比較図
まくらの好みもさまざま
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ラブテックス枕
ピーナッツ

#007176
56×40/35/40×11/9/11cm
メーカー希望小売価格：5,980 円（税別） メーカー希望小売価格：4,980 円（税別） メーカー希望小売価格：3,980 円（税別） メーカー希望小売価格：5,980 円（税別） メーカー希望小売価格：5,480 円（税別）

PLP-PF5739

ラブテックス枕
スタンダード

#005976
60×40×12.5cm

PLP-SF6040

ラブテックス枕
ウェーブ

#004776
50×36×9～10/7/8cm

PLP-WF5232

ラブテックス枕
ウェーブマッサージ

#008376
60×38×13/9/11cm

PLP-WT6038

ラブテックス枕
ドリアンマッサージ

#007776
55×35/33/35×11/9/11cm

PLP-DM5535

ラブテックス シリーズ ●側地／ポリエステル 100％　●中材／天然ラテックス100％　●ベトナム製 箱入り

MK-41043

高反発プレミアムホテルクオリティ枕

●カバー／表層部分：レーヨン 100％　グランド部分：ポリ
エステル 100％　●中袋／ポリエステル 100％　中材／ポリ
エステル 100％　高反発ウレタンフォーム　●中国製

#00450043×63cm

首・肩サポート高反発チップ枕
AK-1016
●側地／ポリエステル 100％
●中材／ウレタンフォーム
●中国製

#00280039×59×7cm

ゲルマニウム　足マクラ

●中材／ゲルマニウム入り低反発ウレタンフォーム
●中袋／ポリエステル　●カバー／ポリエステル 100％
●中国製

●中材／ゲルマニウム入り低反発ウレタンフォーム
●中袋／ポリエステル　●カバー／ポリエステル 100％
●中国製

●中材／ゲルマニウム入り低反発ウレタンフォーム
●中袋／ポリエステル　●カバー／ポリエステル 100％
●中国製

#00340049×18×11 ～ 16cm

ゲルマニウム　腰マクラ
#00310050×30×7cm

ゲルマニウム　低反発マクラ
#00340050×30×7 ～ 10cmAK-408 AK-3015AK-308

硬派の枕

●中身／ポリエチレンパイプ
●中袋／ポリエステル
●日本製

#00320043×63cm
#00186035×50cm

●中身／低反発チップ・備長炭パイプ
●日本製

#00336043×63cm
#00210035×50cm

私の首楽まくら

●側地／綿 100％
●中材／スーパーソフトパイプ
●日本製

#00360021×63cm

備長炭低反発チップ枕

MK-13030

高通気ハニカムメッシュ使用
ソフトパイプ枕

●側地／ポリエステル 100％（ハニカムメッシュ）
●中材／ポリエチレン 100%（ソフトパイプ）
●中国製　●カラー／ WH

#00250030×45×5cm

氷結　快眠枕
エアーパワー３D ピローエクセレント

●ポリエステル 100％
●中国製

#00660033×48×7.5 ～ 9.5cmKW2001

MK-25043

プレミアムホテルクオリティ枕

●中材／ポリエステル 100％　低反発ウレタンフォーム　
●中袋／ポリエステル 100％　●ピロケース／表層：レーヨン
100％　グランド部分：ポリエステル100％　●中国製

#00450043×63cm

スーパーフィット枕

●側地／綿 75％・ポリエステル 25％（シャーリング）
●中材／ウレタンフォーム
●中国製

#00320051×36×9 ～ 10cmMT-004

エアー＆メッシュ ヌード
くぼみ枕

エアー＆メッシュ ヌード
くぼみ 高さ調整枕

エアー＆メッシュ ヌード
くぼみ 高さ調整枕

#00480043×63cm

エアー＆メッシュ ヌード
ウェーブメッシュピロー

#00416030×50×5 ～11cm#00416043×63cm #00416035×50cm 

エアー＆メッシュ シリーズ ●ポリエステル100％　●日本製

高反発

しっかりとした寝心地
がお好み方へ。

high-res is tance  

パイプ

しっかりとした寝心地
で、通気性も抜群。

Pipe

低反発

心地よいフィット感が
がお好み方へ。

low-res is tance

メッシュ

汗やムレが気になる方
におすすめです。

mesh

color color color color袋入り袋入り袋入り
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ジュニア

お子様にピッタリ
な小さめサイズ。

junior  

セット品

まとめ買いに嬉しい
お得プライス。

set

半パイプ枕　柄お任せカバー付き
20 個単位

●中材／ポリエステルわた、パイプ
●カバー付き　●日本製

#00140043×63cm

全そば枕　柄お任せカバー付き
20 個単位

●中材／そば殻 100％　●カバー付き　●日本製

#00120035×50cm

#00296035×55cm
くぼみ枕
くぼみ無し

ジュニアウォッシャブル枕
20個単位

●側地／ポリエステル 100％　●カラー／ BL
●中綿／ポリエステルわた　くぼみ加工
●日本製

#00090029×40cm

ジュニア用低反発枕

●カバー／上層部：レーヨン 100％　下層部：ポリエステ
ル 100％　●中袋／ポリエステル 100％　●中材／ウレタ
ンフォーム　●カラー／ PI・BL・BE　●中国製

#00200028×39cmMK-33028

20
個単位

20
個単位

20
個単位

快眠枕
10 個単位

●側地／ポリエステル 100％
●中材／ポリエステルわた＋パイプ
●日本製

#00190043×63cm

10
個単位

全パイプ枕　柄お任せカバー付き
20 個単位

#00120030×50cm
●中材／パイプ 100％　
●メッシュ部分／ポリエステル 100％
●カバー付き　●日本製

20
個単位

長時間正座をしていると、足が
しびれたり、痛くなったり…。
お尻の下にサッと置くだけで、
正座した時の体重をパイプ入り
クッションがしっかりと受け止
めます。法要やお稽古事など、
大切なシーンに大活躍です。

正座が楽に
なるクッション

ごろ寝枕にも！

そばがらは通気性・吸湿性に優れ
寝ている間の汗などを吸収してくれ
るので、昔から枕の中材として親し
まれてきました。深く沈み込まない
しっかりとした安定感と、どこか
懐かしい“和 ”の寝心地をお楽しみ
いただけます。

昔ながらの

そばがら枕 そばがら量
も自由自在

側面のチャックで

※湿った、あるいは濡れた状態で
　使用すると色移り・色落ちする場合
　がございます、予めご了承ください。

約 20×20×20cm

#001800SK-20K

レッド ブルー イエロー グリーン ネイビー

袋入り

※「そば／ほこりアレルギー」の方はご使用をお控え下さい。

S 約 42× 22cm  高さ約12～15cm #002376SK-42S

M 約 52× 22cm  高さ約13 ～16cm #003576SK-52M

L 約 78× 22cm  高さ約14 ～17cm #004776SK-78L

日本製

日本製

袋入り

中 材
ポリエチレンパイプ100%

側 地
綿 100%

中 材
そばがら 100%

側 地
綿 100%

S

M

L



Cover
布団カバー
豊富な種類とサイズバリエーションで、
いつも清潔感のある布団カバーを。
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日本製 掛けカバー ●綿 100％
（40/40 番手・130 本 /70 本）

CK-155-1 #005000●155×210cm 

CK-180 #005800●180×200cm 

CK-180-1 #006000●180×210cm

●YKK210cm 

●YKK200cm 

●YKK210cm

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 8 カ所

●ヒモ８カ所

日本製 敷きカバー ●綿 100％
（40/40 番手・130 本 /70 本）

CS-105 #003300
CS-105-1 #003500
CS-145-1 #004800

CK-150 #004500●150×200cm 

CK-150-1 #004800●150×210cm 

CK-190-1 #006000●190×210cm

●YKK200cm 

●YKK210cm 

●YKK210cm

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 8 カ所

●ヒモ８カ所

●105×205cm 
●105×215cm 
●145×215cm

●YKK205cm 

●YKK215cm 

●YKK215cm

CK-170-1 #005800●170×210cm 

CK-110135 #003000●110×135cm 

CK-120 #003800●120×160cm

●YKK200cm 

●YKK120cm 

●YKK150cm

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 4 カ所

●ヒモ 4 カ所

CS-125-1 #004700●125×215cm 
CS-90

別注加工できます。
営業担当又は弊社までお問い合わせ下さい。

#003200●90×185cm 
CS-90-1 #003300●90×190cm

●YKK215cm 

●YKK180cm 

●YKK190cm

CK-135 #004000●135×185cm 

CK-140 #004300●140×190cm 

CK-155 #004800●155×200cm

●YKK180cm 

●YKK190cm 

●YKK200cm

●ヒモ 4 カ所 

●ヒモ 4 カ所

●ヒモ８カ所

CS-105200 #003300●105×200cm 
CS-105210 #003500●105×210cm 

●YKK200cm 

●YKK210cm 

8ヶ所ひも

インター
ロック縫製

YKKファスナー

全
開

インター
ロック縫製

YKKファスナー

全
開

日本製 掛けカバー ●ポリエステル65%、綿 35%
●T/C186 本（45/45 番手・110 本 /76 本）

TK-180 #004500●180×200cm 

TK-180-1 #004700●180×210cm 

●YKK200cm 

●YKK210cm 

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 8 カ所

日本製 敷きカバー ●ポリエステル65%、綿 35%
●T/C186 本（45/45 番手・110 本 /76 本）

TS-105 #002800
TS-105-1 #002900
TS-145-1 #003800

TK-150 #003800●150×200cm 

TK-150-1 #003900●150×210cm 

TK-190-1 #004800●190×210cm

●YKK200cm 

●YKK210cm 

●YKK210cm

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 8 カ所

●ヒモ８カ所

●105×205cm 
●105×215cm 
●145×215cm

●YKK205cm 

●YKK215cm 

●YKK215cm

TK-170-1 #004700●170×210cm 

TK-120 #003600●120×160cm 

TK-135 #004000●135×185cm

●YKK210cm 

●YKK150cm 

●YKK180cm

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 4 カ所

●ヒモ 4 カ所

TS-125-1 #003700●125×215cm 
TS-90 #002600●90×185cm 
TS-90-1 #002700●90×190cm

●YKK215cm 

●YKK180cm 

●YKK190cm

TK-140 #004000●140×190cm 

TK-155 #003900●155×200cm 

TK-155-1 #004000●155×210cm

●YKK190cm 

●YKK200cm 

●YKK210cm

●ヒモ 4 カ所 

●ヒモ 4 カ所

●ヒモ８カ所

TS-105200 #002800●105×200cm 
TS-105210 #002900●105×210cm 

●YKK200cm 

●YKK210cm 

TS-140 #003600●140×200cm ●YKK200cm 

8ヶ所ひも

インター
ロック縫製

YKKファスナー

全
開

インター
ロック縫製

YKKファスナー

全
開
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ポリエステル
65%

綿 35%

ポリエステル
65%

綿 35%

綿 100% 綿 100%



タオルフラットシーツ ●綿 100％
●中国製
●カラー（PI/BL/WH）

タオルワンタッチシーツ ●綿 100％
●中国製
●カラー（PI/BL/WH）

5105 #004000
5145 #005000

5150 #004000●150×250cm 
5180 #005000●180×270cm 

●105×215cm 
●145×215cm 

ヘリンボンフラットシーツ ●綿 100％
●中国製
●カラー（PI/BL/WH）

ヘリンボンワンタッチシーツ ●綿 100％
●中国製
●カラー（PI/BL/WH）

6105 #003500
6145 #004500

6150 #003500●150×250cm 
6180 #004500●180×260cm 

●105×215cm 
●145×215cm 

日本製ガーゼ毛布カバー ●綿 100%（120 本ガーゼ）
●日本製
●カラー（PI/BL/WH）

泉州タオルシーツ ●綿 100％
●日本製
●カラー（PI/BL/WH）

KU002-1 #004000
KU000-3 #006000

8600 #002800●145×205cm 
1521 #003000●150×210cm 

●ヒモ 4 カ所 ●YKK180cm

●YKK180cm●ヒモ 4 カ所

●150×250cm 
●180×270cm 
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中国製 掛けカバー ●T/C170 本打ち込み
●ポリエステル 65％・綿 35％
　（ネット部分／ポリエステル 100％）
●全開ファスナー

中国製 敷きカバー ●T/C170 本打ち込み
●ポリエステル 65％・綿 35％
●全開ファスナー

HW-1005 #001500
HW-1015 #001700
HW-1450 #002300

HW-1350 #001760●135×185cm 
HW-1400 #001800●140×190cm 
HW-1500 #001900●150×200cm

●ヒモ 4 カ所 

●ヒモ 4 カ所

●ヒモ８カ所

●105×205cm 
●105×215cm 
●145×215cm

HW-1510 #001960●150×210cm 
HW-1910 #002500●190×210cm ●ヒモ 8 カ所

●ヒモ 8 カ所 

掛けカバー

国産 無地カバー（淡色系）

ボックスシーツ

ピロケース

●綿 100％ 　
●裏地同色系淡色　●日本製

5910-77 #004600●150×210cm 

5990-77 #005800●190×210cm 

5900-77 #004400●150×200cm

●YKK ファスナー 

●YKK ファスナー 

●YKK ファスナー

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 8 カ所

●ヒモ８カ所

2910-770 #003000●100×200×28cm 
2920-770 #004000●120×200×28cm 
2940-770 #005000●140×200×28cm
2960-770 #006000●160×200×28cm

77-3S #001300●43×63cm 
77-3S #001300●35×50cm 

掛けカバー

国産 無地カバー（濃色系）

ピロケース

●綿 100％ 　
●裏地同色系淡色　●日本製

5910-78 #004600●150×210cm 

5990-78 #005800●190×210cm 

5900-78 #004400●150×200cm

●YKK ファスナー

●YKK ファスナー

●YKK ファスナー

●ヒモ 8 カ所 

●ヒモ 8 カ所

●ヒモ８カ所

2915-77 #003700●105×215cm 
2945-77 #004800●145×215cm 
2905-77 #003600●105×205cm

●YKK ファスナー

●YKK ファスナー

●YKK ファスナー

敷きカバー
2915-78 #003700●105×215cm 
2945-78 #004800●145×215cm 
2905-78 #003600●105×205cm

●YKK ファスナー

●YKK ファスナー

●YKK ファスナー

敷きカバー

78-3S #001300●43×63cm 
78-3S #001300●35×50cm 

別注加工できます。
営業担当又は弊社までお問い合わせ下さい。



ボックスシーツ・ベットパット
F i t t ed  sheet  /  Bed  pads

ベッドパット ●側地／ポリエステル 65％、綿 35%
●中綿／ポリエステル 100％
●中国製

10401 #003500シングル ●100×200cm 
10402 #004000セミダブル ●120×200cm 
10403 #004500ダブル ●140×200cm
BSWD #005000ワイドダブル ●155×200cm 
BSWDL #005500WDL ●155×210cm 
BS-Q #006000クイーン ●160×200cm

ボックスシーツ ●綿 100％
●中国製

67550 #002800シングル ●100×200×30cm 
67600 #003300セミダブル ●120×200×30cm 
67650 #003800ダブル ●140×200×30cm

67700 #004500ワイドダブル ●155×200×30cm 
67750 #005800WDL ●155×210×30cm 
67800 #006000クイーン ●160×200×30cm

ベッドパット
抗菌防臭わた使用

●表・裏地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％
　（東レ セベリスα綿使用）
●日本製

911 #005500シングル ●100×200cm 
912 #006500セミダブル ●120×200cm 
914 #007500ダブル ●140×200cm
916 #009000クイーン ●160×200cm

ボックスシーツ ●綿 100％
●日本製

14100 #004500シングル ●100×200×28cm 
14120 #005500セミダブル ●120×200×28cm 
14140 #006000ダブル ●140×200×28cm

ウォッシャブルベットパット
●表・裏地／綿 100％
●中綿／ポリエステル 100％（ダクロンホロフィル）
●日本製

H-100 #014400シングル ●100×200cm 
H-120 #016800セミダブル ●120×200cm 

中綿：1.0kg
中綿：1.2kg

H-140 #019200ダブル ●140×200cm 
H-160 #021600クイーン ●160×200cm 

中綿：1.4kg
中綿：1.6kg
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TENCEL パットシーツ
●指定外繊維（テンセル）40％・ポリエステル 60％
●中国製

#004000シングル ●100×205cm 

あったか敷パット
●表地／パイル：綿 100％・グランド：アクリル 100％
●裏地／ポリエステル 65%・綿 35％
●中綿／ポリエステル 100％ 遠赤外線わた使用　 ●日本製

S-100 #009600シングル ●100×205cm 
S-140 #014400ダブル ●140×205cm 

かいてき敷パット
●表地／パイル：綿 100％ グランド：ポリエステル100％
●裏地／ポリエステル 80％・綿 20％
●中綿／ポリエステル 100％　●中国製

CP-3000S #005600シングル ●100×205cm 
CP-3000SD #006720セミダブル ●120×205cm 
CP-3000D #007840ダブル ●140×205cm
CP-3000Q #008960クイーン ●160×205cm

汗取り敷パット
●表地／パイル：綿 100％ グランド：綿 85％・ポリエステル15％
●裏地／ポリエステル 65％・綿 35％
●中綿／ポリエステル 90％・麻 10％　●日本製

6100 #006600シングル ●102×205cm 
7100 #007920セミダブル ●122×205cm 
8100 #009240ダブル ●142×205cm
9100 #010560ワイドダブル ●155×205cm

敷パット
Bedding  putt



●中材／ウレタンフォーム 100％
●側生地／綿 35％、ポリエステル 65％

#036000シングル 97×198×8cm 
#043200セミダブル 117×198×8cm 
#050400ダブル 137×198×8cm

「フレックスイタリア」
イタリア製健康マットレスMADE

IN

ITALY

2423

F L E X I T A L I A

N
E

W

拡大図

熱 空気

「オープンセル構造」だから
高反発でも通気性抜群！

10年保証

10
YEARS

長く使うマットレスだからこそ、こだわりたい充実の安心保証と便利設計

理想的な睡眠姿勢をサポートするスプリングレスマットレス

カバー丸洗いOK三つ折タイプ
エコテックス
規格100 ロールパッケージ

アイディングパジャマは
「パシーマ」の生地で　　　  が作っています。

お肌が敏感な方も安心。肌へのやさしさにもこだわりました。

通常より

パシーマ生地を使用
50％薄い

●表・裏生地 ( ガーゼ ) ／綿 100％
●中綿／綿 85％、ポリプロピレン 15% 　●日本製

#021000 #011760150 フリーサイズ ／ S サイズ
参考上代 17,500 円 ( 税別 )

#022200Mサイズ  ／ L サイズ
参考上代 18,500 円 ( 税別 )

アイディングパジャマ　長袖

Mサイズ  ／ L サイズ
参考上代 9,800 円 ( 税別 )

アイディングパジャマ　半袖
●表・裏生地 ( ガーゼ ) ／綿 100％
●中綿／綿 85％、ポリプロピレン 15% 　●日本製

朝
ま
で
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
。

柔
ら
か
く
て
肌
サ
ラ
サ
ラ
。 軽

く
て
涼
し
い

快
眠
パ
ジ
ャ
マ
。

オール
シーズン 夏用

生地は

高密度ウレタンフォームが体圧を分散し
脊柱姿勢を適正にサポート。（ウレタンの硬さ：210N）

（夏物）
肌に触れない場所に。
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綿入りクッション たっぷり綿を詰め込んだクッション

ヌードクッション お好みのカバーをつけていただけます

ビーズクッション
約0. 5 ～ 0 .6 ｍｍのナノビーズと

なめらかなスパンテックス生地を使用。
ずっと触れていたい気持ちよさ♪

エアー＆メッシュ
ヌード シートクッション

●ポリエステル 100%

#001300 約 43×43cm

●側地／綿100％　●中綿／ポリエステル100％

#001300約 47×47cm

ポリエステル生地
ヌード 座布団

●側地・中綿／ポリエステル100％

#001200約 55×59 cm

綿生地
ヌード 背あて

日本製

日本製

日本製

綿入り 柄込
抱き枕

#002200約 43×120 cm

●側地／ TC　●中綿／ポリエステル100％
綿入り 柄込
民芸調長座布団

#001960約 68×120 cm

●側地／綿 100%　●中綿／ポリエステル100％

綿入り ワッフル無地
ドーナツ型クッション

#002000約 45π×5cm

●側地・中綿／ポリエステル100％
　裏に滑り止め付

綿入り ワッフル無地
抱き枕

#002800約 43×120 cm

●側地・中綿／ポリエステル100％

コロピロ
#001760約 35×25×14 cm

ボルスター S
#001560約 17π×34 cm

ボルスター L
#003360約 17π×88 cm

ボール
#002920約 34Φcm

人 形
#002000約 42×58cm

ハート
#000960約 37×30cm

ジュゴン
#004800約 38×115 cm

背あて
#001560約 36×36 cm

RE PI YE SA OR NB GR BK BE RE PI YE SA OR NB GR BK RE PI YE SA OR NB GR BK

RE PI YE SA OR NB GR BKRE PI YE SA NB RE SA GR BK RE YE OR NB BK

RE PI YE OR NB GR BK

極
小ナ
ノビーズ

ス
パン
デックス生地

側

生地：ナイロン 80％・ポリ
ウレ
タン

20
％

詰め物：ポリスチレン
ビー
ズ

Beads
Cushion



快眠ドライスリム
●ポリエステル 80％
　ベルオアシス 20％
●日本製

#005200シングル ●90×180cm 
#007280ダブル ●130×180cm 

備長炭除湿シート
●表・裏地／不織布（ポリエステル 100％）
●中材／シリカゲル
●中国製

210-90 #002800シングル ●90×180cm 
210-110 #003600セミダブル ●110×180cm 
210-130 #003920ダブル ●130×180cm

さらっとファイン
メッシュタイプ

●表・裏地／ポリエステル 100％
●中材／ポリエステル 70％、
モイスファイン EX30％　●日本製

#007176シングル ●90×180cm 
#008376セミダブル ●110×180cm 
#009576ダブル ●130×180cm

さらっとファイン
スタンダード

●ポリエステル 80％
●モイスファイン 20％
●日本製

#004776シングル ●90×180cm 
#005976セミダブル ●110×180cm 
#007176ダブル ●130×180cm

国産おねしょパット
●品番　200010
●表地　綿 100％
●裏地　発砲ポリエチレン 100％
●カラー　BL/PI/YE　●日本製

#001300●75×98cm 

#002400●98×150cm 

国産おねしょシーツ

●表地　綿 100％
●裏地　発砲ポリエチレン 100％
●カラー　BL/PI/YE　●日本製

#001300●75×98cm 

防水シーツ

●表地　綿 100％
●裏地　発砲ポリエチレン 100％
●カラー　BL/PI/YE　●中国製

#003800●105×205cm 
#002960●105×150cm 

国産マイヤー防水シーツ
●品番　20-2510(105×150)
                20-3010(105×205)
●表地　綿 100％
●裏地　ポリ塩化ビニール 100％
●カラー　BL/YE　●日本製

#001600●100×150cm 

#002000●100×205cm 

除湿シート・防水シーツ
Dehumidif  ication sheet /  Waterproof sheets

color

98 ×150cm 

75 × 98cm 

105× 205cm 

105× 150cm 

アイビー ●生地／ポリプロピレン不織布　●ファスナー／ポリエステル 100％
●薬剤／ピレストロイド系　　　●ハンドル／ポリプロピレン
●窓／オレフィン系樹脂　　　　●YE/GR

布団用収納袋 #002280●100×65×50cm 
座布団用収納袋 #001860●63×59×45cm 
毛布・肌布団用収納袋 #001580●72×53×25cm

さらっとガード ●生地／ポリプロピレン不織布
●ファスナー／ポリエステル 100％
●窓／オレフィン系樹脂　●ブルー

布団用収納袋 #002400●100×65×50cm 
座布団用収納袋 #001720●63×59×45cm 
毛布・肌布団用収納袋 #001580●72×53×25cm
羽毛布団収納袋 #001460●60×45×35cm 
ベッド下収納袋M #001460●50×30×15cm 
ベッド下収納袋 L #001580●70×50×15cm

ダニ粘着シート Mite  adsorpt ion  sheet

布団収納袋＆圧縮袋 Stor ing  bag  &  Compress ion  bag

AK-51 AK-73

クラシコ
#005600100×65×70 cm

普及品
#004400100×65×70 cm

ふとん屋さんが考えた
圧縮袋 バルブ付   1 枚用

#002200130×100cm
●生地／ポリエステル 100％
●抗菌・防臭・撥水加工
●エンジ／紺

●生地／ポリエステル 100％
●抗菌・防臭・撥水加工
●エンジ

●圧縮袋／ナイロン・特殊ポリエチレン
●ロックスライダー材質／ポリアセタール
●バルブ材質／ポリエチレン

ふとん用圧縮袋 3 枚入り
#002700110×100cm

●圧縮袋／ナイロン・特殊ポリエチレン
●チャックスライダー／ポリプロピレン

ダニ粘着シート布団用
( 通常サイズ 2枚入り）

ダニ粘着シートカーペット用
（大きめサイズ 1枚入り）

圧縮袋ダニホテル S

#002200110×90cm

●材質／綿 100％●成分／マイクロカプセ
ル化フルーツエキス食品用基材●日本製

●材質／綿 100％　●成分／マイクロカプ
セル化フルーツエキス食品用基材●日本製

圧　縮　袋／●フィルム：ポリエチレン・ナイロン　●チャック：ポリエチレン
　　　　　　●パルプ：ポリプロピレン　●弁：エラストマー　●スライダー：ポリプロピレン
ダニホテル／●材質：綿 100％　●成分：マイクロカプセル化フルーツエキス食品用基材

圧縮袋ダニホテル
大きな布団用

#002500130×90cm
#00120015×12cmAK112 #00120025×15cmAK111

AK-81 AK-82

布団用

座布団用

毛布・肌布団用

27 28
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幅広い商品知識とラインナップで、

お客様のニーズにお答えいたします。

商品提案 商品開発 ご相談

C O N T A C T

北沢株式会社

本社 〒721-0954　広島県福山市卸町 8-16

TEL :  0849-81-2771

FAX :  0849-20-3680

福山支店〒533-0005　大阪市東淀川区瑞光 2 丁目 2-15

TEL :  06-6328-0488

FAX :  06-6328-0857お昼寝布団用バック
#00470058×72cm

●綿 100％　●マチ 30cm
●カラー／ PI・BL　●日本製

ゆるねこ柄　カバー
#00240075×125cmお昼寝敷布団用

#004160135×185cmジュニア用掛カバー
#00357685×185cmジュニア用敷カバー

●綿 100％　●日本製

●綿 100％　●カラー／ PI・BL　●日本製

フレンドⅡ　カバー
#004160135×185cmジュニア用掛カバー

#00357685×185cmジュニア用敷カバー

#007500

#008000

フレンドⅡ （ジュニア用）
●側生地／綿 100％　●中綿／ポリエステル（ウォシュロン）100％
●わた量／ 1.3kg　●日本製　　

●側生地／綿 100％　●中綿／ポリエステル（ウォシュロン）100％
●中芯／ポリエステル 100％　●わた量／ 2.5kg　●日本製

135×185cm

85×185cm

掛布団

敷布団

ベビー&キッズ

2101　ベビー綿毛布
#005000約 85×115cm

●綿 100％ ( 毛羽部分 )　●カラー：PI・BL・CR　●日本製

2110　ベビー綿毛布
#006000約 85×115cm

●綿 100％ ( 毛羽部分 )　●カラー：PI・BL・CR　●日本製

2510　ベビー綿敷パット
#005000約 70×120cm

●綿 100％ ( 毛羽部分 )　●カラー：PI・BL・CR
●日本製

Baby Junior
#004000

#004600

ベビー用  ( お昼寝布団兼用 )
●側生地／綿 100％　●中綿／ポリエステル 100%(0.5kg )　●日本製

●側生地／綿 100％　●中綿／固綿：ポリエステル 100％(1.0kg)
巻綿：ポリエステル 100％(0.5kg )　●日本製

80×110cm

70×120cm

掛布団

敷布団

#011000

＃013000

ジュニア用
●側生地／綿 100％　
●中綿／ポリエステル 100％(1.2kg) ダクロンアクア使用　●日本製

●側生地／綿 100％　●中芯／ポリエステル 100％（1.8kg）
●中綿／ポリエステル 100％(1.1kg) ダクロンアクア使用　●日本製

135×185cm

85×185cm

掛布団

敷布団

Baby&Kids

（カラー／ PI・BL）

（カラー／ PI・BL）

i n f o@dreamace . co . j pht tp ://www.dreamace .co . jp


