
6時間で99.8%の
ダニ増殖抑制を発揮する
滅ダニ シート入り。
ダニの卵を孵化させない
特殊加工を施しています。
あたたかい空気を外に逃がし
にくい特殊なキルト縫製。
肌触りの良いピーチスキン生地。

シックハウス診断士協会 推奨

滅ダニ  シングル 掛けふとん
材質
注釈

カラー
側地：ポリエステル100％ ( ピーチスキン加工 )　中材：ポリエステル100％・滅ダニシート
SD (170 x 210cm) ¥10,970　　D (190 x 210cm) ¥14,080

ベージュ

メーカー希望小売価格  ￥8,990

税込 ¥8,990
サイズ 150 x 210 (cm)　詰物重量：1.5kg

特定のウイルスや細菌を
99%以上除去する技術

「フルテクト®」を生地に施工。
さらに洗濯もできます。
洗っても抗ウイルスの効果は
持続しつづけます。日本製。

清潔家族  シングル 抗ウイルス&洗える 合繊掛けふとん

材質
注釈

カラー
表・裏生地：ポリエステル 85%・綿 15% ( 抗ウイルス加工 )　詰物：ポリエステル100% ( ウォシュロン )

DLサイズ 売価 ¥36,300　他色なし　　　抗ウイルス加工「フルテクト®」・日本製

グレー

メーカー希望小売価格  ￥24,200

税込 ¥24,200
サイズ (SL) 150 x 210 (cm)

現品特価  ダブル 羽毛掛けふとん
材質

カラー
[ 表・裏生地 ] ポリエステル 85%・綿 15%　[ 詰物 ] ダウン 85%・フェザー 15%
[ 詰物重量 ] 1.7kg　　展示品限り

ピンク

メーカー希望小売価格  ￥60,000

税込 ¥43,800
サイズ 190 x 210 (cm)

85% 350㎤/g

ダウン率 (品質)

フランス
シルバー
ダック

日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )

展示品に限り特価

¥32,800

シングル 羽毛掛けふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：ポリエステル 85％・綿15％　詰物：シルバーダウン 85％・フェザー 15％

期間限定品・ピンク、ブルーの全 2 色・他サイズなし・4 × 5 立体キルト

ピンク

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥26,800
サイズ (SL) 150 x 210 (cm)　　詰物重量：1.2kg

85% 330㎤/g

ダウン率 (品質)

シルバー
ダウン 日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )



シングル 羽毛掛けふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：綿 100％ (60サテン)　詰物：カナダコロニーホワイトダウン 93％・フェザー7％

ピンク、ベージュの全 2 色・他サイズなし・二層式キルト・期間限定品

ベージュ

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥49,800
サイズ (SL) 150 x 210 (cm)　　詰物重量：1.2kg

93% 400㎤/g

ダウン率 (品質)

カナダコロニー
ホワイト
ダウン

日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )

シングル 羽毛掛けふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：綿 100％ (60サテン)　詰物：フランスダウン 90％・フェザー 10％

衿元フィットキルト I

ピンク

メーカー希望小売価格  オープンプライス

税込 ¥43,800
サイズ (SL) 150 x 210 (cm)　　詰物重量：1.2kg

ピンク

90% 370㎤/g

ダウン率 (品質)

フランス
ダウン 日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )

ブルー
S O L DS O L D
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Aurora  シングル 羽毛掛けふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：綿 65％・ポリエステル 35％　詰物：ハンガリーシルバーグースダウン 93％・フェザー7％

SDL ¥85,800　DL ¥99,000　QL ¥112,2000

シャイニーグレー

メーカー希望小売価格  ￥66,000

税込 ¥66,000
サイズ (SL) 150 x 210 (cm)　　詰物重量：1.1kg

93% 400㎤/g

ダウン率 (品質)

ハンガリー
シルバー
グース

日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )

ロマンスナイト  シングル 真綿羽毛掛けふとん
材質

カラー
[ 表・裏生地 ] 綿 100% ( 中空糸使用・シルクプロテイン加工 )　[ 外装部 ] 絹 100% ( 手引き真綿 )
[ 内装部 ] ダウン 90%・フェザー 10%　完全立体キルト・よりそい仕立て　※展示品限り

ブルー

メーカー希望小売価格  ￥110,000

税込 ¥110,000
サイズ (SL) 150 x 210 (cm)　　詰物重量：1.0kg

90% 360㎤/g

ダウン率 (品質)

ハンガリー
ホワイト
ダウン

日本製

ダウンパワー
 ( ふっくら度 )



たて型成型クッションが
もちっとした弾力感と
体圧分散性を実現。
上層のフランスウールが
保温力も補います。
軽くて持ち運びもラク。

弾  シングル 合繊/羊毛 敷きふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：綿 100%　上層：フランスウール 100%　中層・下層：ポリエステル 100%
グリーン色も有り・DL サイズも有り ( 売価 ¥32,780)・日本製

ベージュ

メーカー希望小売価格  ¥33,000

税込 ¥22,000
サイズ [SL] 100 x 210 (cm)

6 時間で99.8% の
ダニ増殖抑制を発揮する
滅ダニ シート入り。
ダニの卵を孵化させない
特殊加工を施しています。
4つ折り可能なキルト縫製で
収納もコンパクトに。
肌触りの良いピーチスキン生地。

滅ダニ  シングル 敷きふとん
材質
注釈

カラー
側生地：ポリエステル100％ ( ピーチスキン加工 )　詰物：ポリエステル100％・滅ダニシート
B ( ※ S ベッド用：95 x 195cm) ¥10,780　SDL ¥14,080　DL ¥16,280

ベージュ

メーカー希望小売価格  ￥12,660

税込 ¥12,660
サイズ [SL] 95 x 210 (cm)

シックハウス診断士協会 推奨

突然の宿泊客用にも
おすすめ。ほどよい硬さで
安くて安心のウール入り
敷きふとん。日本製です。

安 シングル 合繊/羊毛 敷きふとん
材質
注釈

カラー
ウール・ポリエステル　日本製
ブルー、ピンクの全 2 色・DL サイズ有り ( 売価 ¥24,750)

ピンク

メーカー希望小売価格  ￥16,500

税込 ¥12,000
サイズ [SL] 100 x 210 (cm)

著名ロンドン博物館ブランド
「V&A」の柄をあしらった
羊毛敷きふとん。
上・下層にフランスウールを、
中央に固わたを敷き詰めた
贅沢な寝心地です。

V&A  シングル 羊毛 敷きふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：綿 100％（抗菌防臭加工）　詰物 上層・下層：毛 100％（フランスウール・化炭加工）　中層：ポリエスエル100％（バランス固わた )

ダブルサイズも有り ( ブルー色のみ  売価 ¥46,000)・グリーン色も有り

ブルー

メーカー希望小売価格  ￥44,000

税込 ¥30,800
サイズ [SL] 100 x 210 (cm)

グリーン色 ブルー色



「点」が身体を支え、体圧を
分散し圧迫を防ぎます。
サイドと裏面に通気性の良い
メッシュ生地を、表面に吸水
速乾生地を使用しています。
※コンパクト ロール梱包

シングル 体圧分散 敷きふとん
材質
注釈

カラー
表・裏生地：ポリエステル 100%　詰物：ウレタンフォーム ( プロファイルカット加工 )
SD サイズ ( 売価 ¥42,900)・D サイズも有り ( 売価 ¥49,500)・他色なし・日本製

ベージュ

メーカー希望小売価格  ¥33,000

税込 ¥33,000
サイズ [S] 幅 97  奥行 200  高さ 9 (cm)

1134-1800-2700

16 ロマンス小杉 D/B/R CRYYY

ふとんの上に置いて使える、
温熱モード・電位モード・
交互モード切替可能の
あったか治療器。

【温熱】疲労回復・血行促進・
　　　筋肉のコリ、胃腸の働き改善に

【電位】 頭痛・肩こり・不眠症や
　　　慢性便秘の緩和に

シングルサイズ 温熱・電位 マイルドパワー治療器
材質
注釈

カラー
表地 ･ 裏地 ( 専用カバー )：ポリエステル100％
在庫限り・専用カバー付属・消費電力： [強] 120Wh  [中] 80Wh

ベージュ

メーカー希望小売価格  ￥32,780

税込 ¥32,780
サイズ 85 x 182 (cm)

医療機器承認番号：
21600BZZ00599000

展示品に限り特価

¥10,000



中のチップをずらすことで高さ調整可能 中のチップをずらすことで高さ調整可能

中のチップをずらすことで高さ調整可能

中のチップをずらすことで高さ調整可能

中のチップをずらすことで高さ調整可能

ヨサ (L)  ピロー ヨサ (L)  ピロー 

ヨサ (L)  ピロー 

ヨサ (L)  ピロー 

ヨサ (L)  ピロー 

幅50　奥行70　高さ12 (cm) 幅50　奥行70　高さ12 (cm)

幅50　奥行70　高さ12 (cm)

幅50　奥行70　高さ12 (cm)

幅50　奥行70　高さ12 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

クリームイエロー
高密度ウレタンチップ・ポリエステル100%・
抗菌防臭加工・ピーチスキン加工・ファスナー付
S サイズ・Lサイズの 2 タイプ・全 5 色
LOT 5・日本製・カバーは洗えます

ミストグリーン
高密度ウレタンチップ・ポリエステル100%・
抗菌防臭加工・ピーチスキン加工・ファスナー付
S サイズ・Lサイズの 2 タイプ・全 5 色
LOT 5・日本製・カバーは洗えます

ネイビーブルー
高密度ウレタンチップ・ポリエステル100%・
抗菌防臭加工・ピーチスキン加工・ファスナー付
S サイズ・Lサイズの 2 タイプ・全 5 色
LOT 5・日本製・カバーは洗えます

ダークグレー
高密度ウレタンチップ・ポリエステル100%・
抗菌防臭加工・ピーチスキン加工・ファスナー付
S サイズ・Lサイズの 2 タイプ・全 5 色
LOT 5・日本製・カバーは洗えます

モカブラウン
高密度ウレタンチップ・ポリエステル100%・
抗菌防臭加工・ピーチスキン加工・ファスナー付
S サイズ・Lサイズの 2 タイプ・全 5 色
LOT 5・日本製・カバーは洗えます

税込 ¥ 2,900 税込 ¥ 2,900

税込 ¥ 2,900

税込 ¥ 2,900

税込 ¥ 2,900

メーカー希望小売価格  ￥6,600 メーカー希望小売価格  ￥6,600

メーカー希望小売価格  ￥6,600

メーカー希望小売価格  ￥6,600

メーカー希望小売価格  ￥6,600

日本製 日本製

日本製

日本製

日本製

中のチップをずらすことで高さ調整可能

ヨサ (S)  ピロー
幅43　奥行63　高さ12 (cm)

カラー
材質

注釈

ダークグレー
高密度ウレタンチップ・ポリエステル100%・
抗菌防臭加工・ピーチスキン加工・ファスナー付
S サイズ・Lサイズの 2 タイプ・全 5 色
LOT 5・日本製・カバーは洗えます

税込 ¥ 2,400
メーカー希望小売価格  ￥4,840

日本製



ドイツ式・体圧分散ゲルテックス配合

パフ II GELTEX ピロー
幅70　奥行32　高さ12 (cm)

カラー
材質

注釈

中身：ゲルテックス 100%　生地：ポリエステル
61%・リヨセル 38%・エラスティックゴム 1%

ドイツ産

税込 ¥ 13,200
メーカー希望小売価格  ￥17,600

モチフワ感がたまらない ( 洗えます )

Sealy ネージュ ピロー
42 x 60 (cm)

カラー
材質
注釈

詰物 & 側地：ポリエステル 100% 
ダクロン ® SUPPORT メモリー中綿採用。
体圧を均等に分散させ、頭や首を快適にサ
ポートします。洗濯機で洗えます。

税込 ¥ 12,100
メーカー希望小売価格  ￥12,100

カシミヤを凌ぐやわらかさ。高さは 2 種類。 カシミヤを凌ぐやわらかさ。高さは 2 種類。

ソロテックス ピロー (高さ40mm) ソロテックス ピロー (高さ60mm)
42 x 62 (cm) 42 x 62 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

[ 側地 ] 綿・ポリエステル
[ 詰物 ] ポリエステル 100%
高さが 40mm・60mm から選べます
手洗いできます

[ 側地 ] 綿・ポリエステル
[ 詰物 ] ポリエステル 100%
高さが 40mm・60mm から選べます
手洗いできます

税込 ¥ 10,780 税込 ¥ 10,780
メーカー希望小売価格  ￥10,780 メーカー希望小売価格  ￥10,780

高さ40mm 高さ60mm

放熱性・通気性が良く、ちょっと大きめ

パイミー ピロー
幅70　奥行50　高さ20 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
詰物：ポリエチレン ( パイプ )・ポリエステ
ルわた 100%　側地：ポリエステル100%
他色、他サイズなし

税込 ¥ 3,300
メーカー希望小売価格  ￥3,300

カラー
材質

注釈

ホワイト
中身：フィールフレックスフォーム100%　カバー：綿 55%、 

レーヨン 45%　インナーカバー：ポリエステル100％

他色、他サイズなし・日本製
カバーは洗濯可能・LOT 4

プリン・タッチ。テンセル生地使用の高耐久・高通気。

IR-P01  ピロー
幅71　奥行31　高さ11 (cm)

税込 ¥ 17,800
メーカー希望小売価格  ￥24,750

S O L DS O L D
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３つの部位と全体の高さを個別調節できる ３つの部位と全体の高さを個別調節できる ３つの部位と全体の高さを個別調節できる

NECOROBI まくら [簡単調節] NECOROBI まくら [簡単調節] NECOROBI まくら [簡単調節]
57 x 35 (cm)　　固さ：やわらか 57 x 35 (cm)　　固さ：やや やわらか 57 x 35 (cm)　　固さ：ふつう

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ピンク ( かたさ：やわらかい )
( 表地 ) ニット生地・メッシュ生地
( 詰物 ) ポリプロピレン樹脂
かたさ：やわらか、やややわらか、かための全３種

( カラーはかたさで決まっています )

オレンジ ( かたさ：やや やわらかい )
( 表地 ) ニット生地・メッシュ生地
( 詰物 ) ポリプロピレン樹脂
かたさ：やわらか、やややわらか、かための全３種

( カラーはかたさで決まっています )

ブルー ( かたさ：ふつう )
( 表地 ) ニット生地・メッシュ生地
( 詰物 ) ポリプロピレン樹脂
かたさ：やわらか、やややわらか、かための全３種

( カラーはかたさで決まっています )

税込 ¥ 6,600 税込 ¥ 6,600 税込 ¥ 6,600
メーカー希望小売価格  ￥6,600 メーカー希望小売価格  ￥6,600 メーカー希望小売価格  ￥6,600

横寝派が大絶賛 ! ４つの部位と高さ調節可能

横寝派が大絶賛 ! ４つの部位と高さ調節可能 横寝派が大絶賛 ! ４つの部位と高さ調節可能

NECOROBI まくら [横寝サポート]

NECOROBI まくら [横寝サポート] NECOROBI まくら [横寝サポート]

60 x 35 (cm)　　固さ：やわらか

60 x 35 (cm)　　固さ：やや やわらか 60 x 35 (cm)　　固さ：ふつう

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

ピンク ( かたさ：やわらかい )
( 表地 ) ニット生地・メッシュ生地
( 詰物 ) マイクロファイバーわた
かたさ：やわらか、やややわらか、かための全３種

( カラーはかたさで決まっています )

オレンジ ( かたさ：やや やわらかい )
( 表地 ) ニット生地・メッシュ生地
( 詰物 ) つぶわた
かたさ：やわらか、やややわらか、かための全３種

( カラーはかたさで決まっています )

ブルー ( かたさ：ふつう )
( 表地 ) ニット生地・メッシュ生地
( 詰物 ) つぶわた
かたさ：やわらか、やややわらか、かための全３種

( カラーはかたさで決まっています )

税込 ¥ 9,900

税込 ¥ 9,900 税込 ¥ 9,900

メーカー希望小売価格  ￥9,900

メーカー希望小売価格  ￥9,900 メーカー希望小売価格  ￥9,900

御浜石効果で頭がひんやり、清潔

流水石枕 (高さ調整タイプ・ソフト)
35 x 55 (cm)

カラー
材質

注釈

ピンク
[ 表生地 ] 綿・ポリエステル　[ 詰物 ] 御浜
石・ウレタンフォーム・ポリエステルわた

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥8,800

御浜石効果で頭がひんやり、清潔

流水石枕 (高さ調整タイプ・ハード )
35 x 55 (cm)

カラー
材質

注釈

キナリ
[ 表生地 ] 綿・ポリエステル　[ 詰物 ] 御浜
石・ウレタンフォーム・ポリエステルわた

税込 ¥ 8,800
メーカー希望小売価格  ￥8,800



清潔・消臭・抗菌・ほこり出にくい

光触媒まくら
55 x 35  厚み 4/6 (cm)

カラー
材質

注釈

表・裏生地：綿 100%
詰物：ポリエチレン繊維
肩のラインに合わせた変形構造

税込 ¥ 3,980
メーカー希望小売価格  -Unknown-

体圧分散性が優良

低反発 横寝対応まくら
38 x 70 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト / グレー
ニット素材・メッシュ素材

丸洗い可能・高さ調節シート付き

抜群の通気性「ブレスエアー」内蔵

B-AIR ピロー
40 x 60 (cm)

カラー
材質

注釈

ベージュ
表：綿 100%　裏：ポリエステル 100%
ダクロン コンフォレルダウンエッセンス・
ブレスエアー・
洗濯可能・高さ調節シート付き・日本製

税込 ¥ 16,500

税込 ¥ 18,700

メーカー希望小売価格  -Unknown-

メーカー希望小売価格  -Unknown-

落ち着いた光沢感と透明感
フランス綾織コットン ピローケース

45 x 65 (cm)

カラー
材質

注釈

ホワイト
綿 100%・フランス綾織

他色なし

税込 ¥ 4,070
メーカー希望小売価格  ￥3,700

桃の表面のようなソフトな肌触り

ma literie リネン枕カバー
幅50　奥行70 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラウン
コットン 100% ( ピーチワッシャー加工 )

現品限り

税込 ¥ 3,080
メーカー希望小売価格  ￥2,800

世界が認めた 100%自然素材の体圧分散枕

ラテックスピロー (ロング)
幅80　奥行30　高さ7.5 (cm)

カラー
材質

注釈

100% 天然ラテックスフォーム

※専用ピローケース付き
厚み 7.5cm タイプ

税込 ¥ 13,000
メーカー希望小売価格  ￥14,300



桃の表面のようなソフトな肌触り 桃の表面のようなソフトな肌触り

ma literie リネン枕カバー ma literie リネン枕カバー
幅50　奥行70 (cm) 幅50　奥行70 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

カーキ
コットン 100% ( ピーチワッシャー加工 )

現品限り

ネイビー
コットン 100% ( ピーチワッシャー加工 )

現品限り

税込 ¥ 3,080 税込 ¥ 3,080
メーカー希望小売価格  ￥3,080 メーカー希望小売価格  ￥3,080

マリメッコを代表するウニッコ柄

marimekko 掛け布団カバー
シングルサイズ ( 幅150　奥行210cm)

カラー
材質

注釈

レッド
コットン 100%

シングルサイズのみ

税込 ¥ 15,950
メーカー希望小売価格  ￥15,950

サイドライン入りのノスタルジック調 サイドライン入りのノスタルジック調

nosque 麻入り掛け布団カバー nosque 麻入り掛け布団カバー
[ シングル ] 幅150　奥行210 (cm) [ シングル ] 幅150　奥行210 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

マスタード
綿 88%・麻 12%

現品限り

ネイビー
綿 88%・麻 12%

現品限り

税込 ¥ 15,180 税込 ¥ 15,180
メーカー希望小売価格  ￥15,180 メーカー希望小売価格  ￥15,180

トレンド感ある高品質エコファートレンド感ある高品質エコファー

フェイクファー ブランケットフェイクファー ブランケット
幅69.5　奥行120 (cm)幅69.5　奥行120 (cm)

カラー
材質

注釈

カラー
材質

注釈

BR
ポリエステル・( 裏面 ) アクリル

現品限り

IV
ポリエステル・( 裏面 ) アクリル

現品限り

税込 ¥ 6,380税込 ¥ 6,380
メーカー希望小売価格  ￥6,380メーカー希望小売価格  ￥6,380

桃の表面のようなソフトな肌触り

ma literie リネン枕カバー
幅50　奥行70 (cm)

カラー
材質

注釈

ベージュ
コットン 100% ( ピーチワッシャー加工 )

現品限り

税込 ¥ 3,080
メーカー希望小売価格  ￥3,080



2 段ベッド用に。高反発で寝返りもスムーズ 2 段ベッド用に。高反発で寝返りもスムーズ

ルグナ S 高反発マットレス ルグナ S 高反発マットレス
幅97　奥行195　高さ5 (cm) 幅97　奥行195　高さ5 (cm)

カラー
仕様

注釈

カラー
仕様

注釈

NB ( ブルー )
夏冬リバーシブル・抗菌防臭加工・
表生地は外して洗えます・折りたたみ可能
BE ( ベージュ )・NB ( ブルー )・WG ( ホ
ワイトグレー ) の全 3 色・他サイズなし

WG ( ホワイトグレー )
夏冬リバーシブル・抗菌防臭加工・
表生地は外して洗えます・折りたたみ可能
BE ( ベージュ )・NB ( ブルー )・WG ( ホ
ワイトグレー ) の全 3 色・他サイズなし

税込 ¥ 10,800 税込 ¥ 10,800
メーカー希望小売価格  ￥12,100 メーカー希望小売価格  ￥12,100

表面：夏用
　ニットメッシュ生地
裏面：冬用
　シンカーパイル生地

表面：夏用
　ニットメッシュ生地
裏面：冬用
　シンカーパイル生地

上段は特許構造の「ビーム
ストラクチャー」を採用し、
静止荷重 500kg 以上の
耐久力を獲得。上段下段共に
物が置けるスペース付で、
色・サイズ感にこだわりました。

ボニー  静止荷重 500kg 2段ベッド
材質
注釈

カラー
本体：ポプラ材 ( ラッカー塗装 )　スノコ：パイン材
PGY ( ペールグレー )、WGY ( ウォームグレー )、CGY ( クラウドグレー ) の全 3 色・他サイズなし

PGY ( ペールグレー )

メーカー希望小売価格  ￥217,800

税込 ¥95,000
サイズ 幅120　奥行210　高さ138 (cm)

マットレス厚みたっぷりの安心感

シングル 収納式ベッド
幅100　奥行200　高さ36 (cm)

カラー
材質
注釈

ブラック
ポリエステル 100% メッシュ布
他色・他サイズなし
マットレス８cm厚・リクライニング可能
収納時：幅100  奥行28.5  高さ112cm

税込 ¥ 28,500
メーカー希望小売価格  ￥42,900

リモコンで頭部リクライニングも可能。

折りたたみ電動収納ベッド
幅100　奥行200　高さ43 (cm)

カラー
材質

注釈

BK
張地：ポリエステル
詰物：8cm厚 ウレタンフォーム
他色・他サイズなし
電動１モーター式

税込 ¥ 43,800
メーカー希望小売価格  ￥64,900

ローコストの低床モデル

脚付き ボンネルマットレス
幅98　奥行195　高さ20 (cm)

カラー
材質

注釈

ブラック
ボンネルコイル ( コイル数：256)

ブラック・レッド・ネイビーの全 3 色

税込 ¥ 19,800
メーカー希望小売価格  ￥30,558

ニューヴィンテージ系ベッドの真打ち

ソコフ シングル ベッドフレーム
幅109　奥行218　高さ85　床高 25 (cm)

カラー
材質

注釈

カバ無垢材・スチール

セミダブル ( 売価 ¥96,800)・
ダブル ( 売価 ¥101,200) も有り

税込 ¥ 90,200
メーカー希望小売価格  ￥90,200

https://msd-hl.com/up/pricecard/12_bedding/pop_lugna.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/12_bedding/pop_lugna.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/12_bedding/pop_bonnie.jpg
https://msd-hl.com/up/pricecard/12_bedding/pop_socph_bed.jpg


ふとんズレ防止にもなる

手すり (畳ベッド用)
幅44　奥行4.5　高さ42 (cm)

カラー
材質

注釈

NA ( ナチュラル )
タモ突板・タモ柄プリント紙化粧繊維板・
タモ無垢材
ブラウン色も有り

税込 ¥ 6,000
メーカー希望小売価格  ￥7,700

非課税対象ベッドフレームと同時購入で非課税

サイドレール用ブラケット
幅54　奥行8.3　高さ13.1 (cm)

カラー
材質

注釈

スチール・ポリプロピレン樹脂

サイドレール１本につき１つ必要です

税込 ¥ 8,800税込 ¥ 11,000
( 非課税時  ¥7,000)( 非課税時  ¥10,000)

メーカー希望小売価格  ￥8,800メーカー希望小売価格  ￥11,000

非課税対象ベッドフレームと同時購入で非課税

サイドレール (1本)
幅96.5　高さ46 (cm)

カラー
材質

注釈

BR ( ブラウン )
スチール

注文時は2個単位 ※1本のみの発注は不可
アイボリー色も有り

ティッシュBOX、書類差し、小物置きとして

ユニック サイドポケット
幅7.5　奥行25　高さ14 (cm)

カラー
材質

注釈

オーク
オーク無垢材 ( ポリウレタン塗装 )・
スチール ( 粉体塗装 )
ウォールナット色も有り
他サイズなし

税込 ¥ 6,380
メーカー希望小売価格  ￥6,380

カラー
材質

注釈

OAK
オーク材 ( 節有・ウレタン塗装 )

他色、他サイズなし

「ノアナ」ベッドをホテルライクに

ノアナ ベッドサイドパネル
幅38　奥行41　高さ82 (cm)

税込 ¥ 20,000
メーカー希望小売価格  ￥27,500


