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もてなしのプロも、シーリーの眠りに高い評価。
世界の一流ホテルに選ばれています。

シーリーベッドを採用している主なホテル。

世界の一流ホテルでシーリーのマットレスが採用されています。

ザ・リッツ・カールトン沖縄 大阪マリオット都ホテル セント レジス ホテル 大阪

アスコット丸の内東京 シャングリ・ラ ホテル 東京 スイスホテル南海大阪

ホテル椿山荘東京 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄

京王プラザホテル ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 渋谷ストリームエクセルホテル東急

ACCOR HOTELS

Best Western Carlson Hospitality Worldwide

The Beverly Hills Hotel

Cendant

Choice

Disney Hotels & Cruise Lines

Fairfield Resorts

Four Seasons Hotels and Resorts

Gaylord Enterprises

Holland American Cruise Lines

Harrah's Entertainment

Hyatt Hotels

Intercontinental Hotels Group

La Quinta Inns & Suites

Loews Hotels

Mandarin Oriental Hotels

Marriott International Hotels

Pan Pacific Hotels and Resorts

Ritz-Carlton

Suburban Hotels

U.S.Franchise Systems

Valiant

West Coast Hospitality / Red Lion

Wyndham Hotels Group

日本国内導入実績  ［Ext ra Bed 含む *］

海外導入実績  ［主として北米ホテルチェーン］

The Okura Tokyo - オークラ ヘリテージウイング

ザ・リッツ・カールトン大阪

ザ・リッツ・カールトン沖縄

大阪マリオット都ホテル

ルネッサンス リゾート オキナワ

セント レジス ホテル 大阪

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ

シェラトンホテル広島

シェラトン都ホテル東京

シャングリ・ラ ホテル 東京

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート&スパ

アスコット丸の内東京

ハイアットセントリック銀座東京

ハイアットプレイス東京ベイ

ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄

ホテル椿山荘東京

スイスホテル南海大阪

ホテルニューグランド

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル*

ANAクラウンプラザホテル京都

ANAクラウンプラザホテル神戸

ANAクラウンプラザホテル広島

パレスホテル東京*

ホテルニューオータニ大阪

ホテルグランヴィア大阪

パレスホテル大宮

パレスホテル立川

浅草ビューホテル

伊良湖ビューホテル

成田ビューホテル

東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート

リーガロイヤルグラン沖縄

伊豆今井浜東急リゾート

名古屋東急ホテル

渋谷ストリームエクセルホテル東急

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

ザ・プリンス 軽井沢

グランドプリンスホテル高輪

グランドプリンスホテル新高輪

グランドプリンスホテル広島

軽井沢プリンスホテル・コテージ

鎌倉プリンスホテル

グランドプリンスホテル京都

京王プラザホテル

相鉄フレッサイン浜松町大門

相鉄フレッサイン東京京橋

相鉄フレッサイン東京東陽町駅前

相鉄フレッサイン日本橋人形町

相鉄フレッサイン新橋日比谷口

相鉄フレッサイン千葉柏

神戸北野ホテル

神戸ポートピアホテル

札幌パークホテル

札幌グランドホテル

小田急山のホテル

志摩観光ホテルベイスイート

強羅花壇

扉温泉 明神館

箱根・翠松園

熱海 ふふ

ATAMI 海峯楼

箱根花紋

他

極上のくつろぎが求められる一流ホテルのもてなし。
厳しい目を持つ世界屈指の一流ホテルにも、シーリーは選ばれています。

高く評価されているのは、身体の凹凸や体圧を感知し、
理想の寝姿勢を提供する独自の快眠テクノロジー。

体重も体型も異なる様々な人々が利用するホテルで数多く採用される実績が、信頼の証しです。
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R.G.アディソン博士 G.ポーリング博士 J.バークダル博士 J.ナギー博士 T.L.スミス博士 W.E.ガレット博士 W.V.マッコール博士
ノースウェスタン大学
整形外科医学教授

ウェークフォレスト大学
整形外科医学部会長

ウェークフォレスト大学
整形外科医学助教授
スタンフォード大学出身

シーリー社所属
研究開発部上級科学者

ウェークフォレスト大学
整形外科研究室室長

デューク大学医療センター
整形外科医学教授

ウェークフォレスト大学
精神医学/行動医学学科長
デューク大学出身

ボーリングの球の形状にあわせて、
変化するポスチャーテックコイル

ドアの蝶番のような連結部分

一人ひとりに理想の寝姿勢を。
シーリー独自の快眠テクノロジーがサポートします。

マットレスの端まで均一の寝心地を提供する
「ニューミラクルエッジ」

シーリーは、心地よい眠りをつねに科学的な視点から見つめてきました。
業界に先駆けて整形外科医の協力をあおいだのもそのためです。

手で触ってみて寝心地が良さそうだという曖昧な感覚ではなく、実際に身体を横たえたときの本物の快適さを追求してきました。
そして誕生したのが「ポスチャーテックコイル（米国特許取得）」です。どんな体型や体重の方にも、
つねに理想の寝姿勢をサポート。シーリーの快眠テクノロジーは、いまも進化しつづけています。

かかる荷重に応じて反発力が変化
する「ポスチャーテックコイル」

身体の凹凸や体圧にあわせて
反発力が変化。

シーリーは著名な研究者が結集した整形外科諮問委員会との連携によって開発されました。

身体のラインにきめ細かくフィットする、
「連立式スプリングユニット」

一流ホテルの寝心地・サイズ・生地が選べるセミオーダーシステムです。
お好みに合った自分だけの睡眠環境を演出できます。　　　

シーリーホテルスタイルセミオーダーシステム

マットレス

タイプ スタンダードTT デラックスPT スイートET

サイズ
幅 Y［85cm］ S［97cm］

195cm 203cm 208cm

SD［121cm］ D［141cm］ DW［153cm］ Q［170cm］ K［194cm］

長さ

ヘッドボード

ヘッドボード ケイト50 ヘッドグレー

カバーリング
生地

サファティ2
GR

サファティ2
IV

ビッキー
GR

ビッキー
BE

ケレス
ベージュ

ケレス
ブラウン

カレードD
BL

カレードD
BR

ラッツィオ
GR

ラッツィオ
LGR

クロト
ベージュ

クロト
ブラウン

バロック
NB

ダブルクッション
硬さ ソフトタイプ ハードタイプ

生地 ブラウン グレー HS1 TC1 RE1

セ
ン
サ
リ
ー
ア
ー
ム

独特の角度をつけたセンサリーアームにより、
荷重がかかるにつれて反発力が増大します。
軽い部分はやわらかく、
重い部分はしっかりサポートし、
身体の各部位が必要とする
最適なサポート力を実現します。

身体の凹凸や体圧にあわせて反発力が変化するシーリーのベーシックモデルです。
その秘密は、独特のコイルの形状にあります。コイルの巻きの始点（センサリーアーム）に
微妙な角度をつけることで、荷重がかかるにつれて反発力が増大。
一人ひとりの異なる体圧を感知し、各部位に最適な反発力を生み出すことで、
体型や体重差に関わらずつねに理想の寝姿勢を提供します。

連結部の形状を直線状にすることで、
連結部分はドアの蝶番のように作用して、
身体の凹凸になめらかにフィット。
一つひとつのコイルにかかる荷重分散性に優れ、
高い耐久性を実現します。
また、通気性に優れた構造となっています。

マットレス側部には、エッジ部分を強力にサポートする
特殊構造「ニューミラクルエッジ」が施されています。
マットレス側部のヘタリを防止するとともに、
身体が側部に寄った状態でも、マットレスの中央部分と同じ寝心地が得られます。
使用感がいつまでもそこなわれない、シーリー独自の研究から生まれた仕様です。

シーリー社では、創業初期に社外の有名大学・医療機関で活躍している整形外科医・研究者・臨床医を含めた
7名からなる整形外科諮問委員会を立ち上げ、研究開発を行いました。
圧点を最小限に抑え寝返りを低減するプレッシャーリリーフ・システムも、同委員会の協力のもと、開発されました。

荷重がかかる（=重くなる）
ほどサポート力がアップする。

従来型コイル
（同一のサポート力で支持）

最初は柔らかく変化する。

荷
重

ポスチャーテックコイル
従来型のコイル

変化
線径2mm・5巻／コイル高145mm

5ゾーン・プレッシャーリリーフ・インレー
頭から肩の部分には低反発素材を、荷重の大きい腰から尻の部分にはジェルラテックス素材を、

脚の部分には低反発素材を使用。部位によって異なる圧点を緩和します。

身体の部位にあわせて
素材を配し寝返りを低減。
「プレッシャーリリーフ・インレー」

体重の50%以上を占める
マットレスの中央部を重点的にサポート。
「3ゾーンレイヤー」

身体とマットレスとの間の不快な圧点が血流を妨げ、
それを解消しようと身体を動かすのが寝返りです。
つまり、寝返りが多いほど快眠の状態ではないということ。
圧点の強さは身体の部位によって異なるため、
部位別にゾーンを区切り、それぞれに最適な素材を
つなげたのがプレッシャーリリーフ・インレーです。
部位により異なる圧点を複合素材の組み合わせで
緩和・除去し、寝返りを低減させます。

全体重の50%以上の荷重は、
マットレス面積の約1/3にあたる腰部にかかります。
この中央部分に高弾性のジェルラテックス素材を配し
荷重に対するサポート力を強化しました。
腰部補強をすることで腰の落ち込みを抑え、
正しい寝姿勢を保ちます。

シリコンジェル

ジェルが熱を分散し、快適な睡眠環境を実現
「ジェルラテックス」

ゴムアレルギーの心配が少ない
合成ジェルラテックスを詰め物に採用。
内部に配合された「シリコンジェル」が
熱を吸収・分散し快適な
睡眠温度を提供します。

ラテックスに添加された特殊ポリマーの粒（シリコンジェ
ル）が25度～35度の温度調節機能をもち外部からの熱
を吸収・分散させる機能に優れています。

プレッシャーリリーフ・
インレー

3ゾーンレイヤー

ウレタン 低反発素材 ジェルラテックス素材 低反発素材 ウレタン

3ゾーンレイヤー
荷重の大きい腰から尻の部分にジェルラテックス素材を配し、

マットレスの中央部を重点的にサポートします。

ウレタン ジェルラテックス素材 ウレタン

※デラックスPT、スイートETのみ

※当時の様子

ポスチャーテックコイル

ニューミラクルエッジ
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眠りのコンシェルジュ。
シーリーがホテル品質の睡眠へいざないます。
ホテルのラグジュアリー感が漂う落ち着いた大人の空間。
誰もが一度は夢想した、ホテルのあの寝心地を
手にしたいという願望。五つ星の流儀を知り尽くす
シーリーが叶えます。

腰部をサポートしながら、
包み込まれるような寝心地

税込￥99,000

税込￥104,500

税込￥110,000

税込￥99,000

税込￥104,500

税込￥110,000

税込￥115,500

税込￥121,000

税込￥126,500

税込￥137,500

税込￥143,000

税込￥148,500

税込￥159,500

税込￥165,000

税込￥170,500

税込￥181,500

税込￥187,000

税込￥192,500

税込￥214,500

税込￥220,000

税込￥225,500

厚さ：32cm
詰め物：表裏各 7 層（両面同詰め物）
表布：ジャガード織り（レーヨン 63%、ポリエステル 37％)
仕様：両面ピロートップ（3ゾーンレイヤー内蔵）
コイル：ポスチャーテックコイル、並行配列、シングルテンパー
コイル内蔵数（長さ1,950タイプ）：Y416個／ S448 個／ SD576 個／ D672 個／ DW736 個／Q800 個／ K928 個
エッジサポート：ニューミラクルエッジ
重量（長さ1,950タイプ）：Y22kg ／ S26kg ／ SD31kg ／ D36kg ／ DW39kg ／ Q46kg ／ K52kg
生産国：日本製
対応ボックスシーツ：H40タイプ

厚さ：35cm
詰め物：表裏各 8 層（両面同詰め物）
表布：ジャガード織り（レーヨン 63%、ポリエステル 37％)
仕様：両面ユーロトップ（プレッシャーリリーフ・インレー内蔵）
コイル：ポスチャーテックコイル、並行配列、シングルテンパー
コイル内蔵数（長さ1,950タイプ）：Y416個／ S448 個／ SD576 個／ D672 個／ DW736 個／Q800 個／ K928 個
エッジサポート：ニューミラクルエッジ
重量（長さ1,950タイプ）：Y25kg ／ S28kg ／ SD34kg ／ D40kg ／ DW43kg ／ Q49kg ／ K56kg
生産国：日本製
対応ボックスシーツ：H40タイプ

スタンダード TT
Standard TT

デラックス PT
Deluxe PT

スイートET
Suite ET

税込￥132,000

税込￥137,500

税込￥143,000

税込￥132,000

税込￥137,500

税込￥143,000

税込￥148,500

税込￥154,000

税込￥159,500

税込￥170,500

税込￥176,000

税込￥181,500

税込￥192,500

税込￥198,000

税込￥203,500

税込￥214,500

税込￥220,000

税込￥225,500

税込￥247,500

税込￥253,000

税込￥258,500

※長さ1,950 タイプの S,SD,D,DW 以外のサイズは受注生産の為、納期は２～３週間かかります。
※長さ 2,030、2,080 タイプの Kサイズは表裏面の生地の向きが 90 度変わります。
※表記のサイズ・重量はおおよその値です。

税込￥176,000

税込￥181,500

税込￥187,000

税込￥176,000

税込￥181,500

税込￥187,000

税込￥192,500

税込￥198,000

税込￥203,500

税込￥214,500

税込￥220,000

税込￥225,500

税込￥236,500

税込￥242,000

税込￥247,500

税込￥258,500

税込￥264,000

税込￥269,500

税込￥291,500

税込￥297,000

税込￥302,500

※長さ1,950 タイプの S,SD,D,DW 以外のサイズは受注生産の為、納期は２～３週間かかります。
※長さ 2,030、2,080 タイプの Kサイズは表裏面の生地の向きが 90 度変わります。
※表記のサイズ・重量はおおよその値です。

※長さ1,950 タイプの S,SD,D,DW 以外のサイズは受注生産の為、納期は２～３週間かかります。
※長さ 2,030、2,080 タイプの Kサイズは表裏面の生地の向きが 90 度変わります。
※表記のサイズ・重量はおおよその値です。

1,950タイプ
［195cm］

2,030タイプ
［203cm］

2,080タイプ
［208cm］

厚さ：30cm
詰め物：表裏各 6 層（両面同詰め物）
表布：ジャガード織り（レーヨン 63%、ポリエステル 37％)
仕様：両面タイトトップ
コイル：ポスチャーテックコイル、並行配列、シングルテンパー
コイル内蔵数（長さ1,950タイプ）：Y416 個／ S448 個／ SD576 個／ D672 個／ DW736 個／ Q800 個／ K928 個
エッジサポート：ニューミラクルエッジ
重量（長さ1,950タイプ）：Y20kg ／ S23kg ／ SD28kg ／ D32kg ／ DW34kg ／ Q40kg ／ K46kg
生産国：日本製
対応ボックスシーツ：H35タイプ

Y［85cm］ S［97cm］ SD［121cm］ D［141cm］ DW［153cm］ Q［170cm］ K［194cm］長さ ／ 幅

ポスチャー
テックコイル

ポスチャー
テックコイル

プレッシャー
リリーフ・インレー

腰部をサポートする「3ゾーンレイヤ
ー」を両面に採用し、マットレスのセ
ンター部分に高弾性のジェルラテッ
クスフォームを配し、腰部エリアの
サポート力を強化しました。
また、マットレス上部の仕様を「ピ
ロートップ」にすることで、しっかり
とした寝心地と包み込まれるような
感覚を両立しました。
さらに、25度～35度の温度調節機
能を持ったジェルラテックスは、寝
床内からの熱を吸収・分散させ
快適な睡眠環境をお届けします。

国内ホテル導入数が最も多い
硬めのスタンダードモデル。
外資系ホテルを中心に数多く採用さ
れているシーリーの米国特許のポス
チャーテックコイルを使用し、
荷重に応じて反発力を調整すること
で体型、体重を問わず最適な寝心
地を演出するリバーシブルタイプ。

ラグジュアリーな装いと
寝返りを低減させる
理想の寝心地
寝返りを低減させる「5ゾーン・プ
レッシャーリリーフ・インレー」を両
面に採用。身体のパーツによる異
なる圧点を複合素材の組み合わせ
で緩和し、寝返りを低減させるリバ
ーシブルタイプ。
「荷重に応じた適切な反発力とサポ
ート力」と「不快な圧点の除去・耐
圧分散」の2点を両立させた、整形
外科医陣との連携を誇るシーリー
ならではの独創的な構造のマット
レスです。

■断面図

ウレタン

ウレタンフォーム

ウレタンフォーム

ウレタン低反発 低反発ジェル
ラテックス

ウレタン ウレタン低反発 低反発ジェル
ラテックス

ニューハードフェルト

ニューミラクル
エッジ

ボスチャー
テックコイル
（並行配列・
シングルテンパー）

プレッシャー
リリーフ・インレー

抗菌不織布

抗菌不織布

■断面図
ジャガード生地

ジャガード生地

化繊綿

化繊綿

プロファイルウレタン

プロファイルウレタン

不織布

Y［85cm］ S［97cm］ SD［121cm］ D［141cm］ DW［153cm］ Q［170cm］ K［194cm］長さ ／ 幅

Y［85cm］ S［97cm］ SD［121cm］ D［141cm］ DW［153cm］ Q［170cm］ K［194cm］長さ ／ 幅

ウレタンウレタンフォーム ウレタンジェル
ラテックス

ウレタン ウレタンジェル
ラテックス

ニューハードフェルト

ニューミラクル
エッジ

ボスチャー
テックコイル
（並行配列・
シングルテンパー）

3ゾーンレイヤー

抗菌不織布

■断面図
ジャガード生地
化繊綿
プロファイルウレタン

ウレタンフォーム

ニューハードフェルト
3ゾーンレイヤー

抗菌不織布

ジャガード生地
化繊綿
プロファイルウレタン

ウレタンフォーム
ニューハードフェルト

ニューミラクル
エッジ

ボスチャー
テックコイル
（並行配列・
シングルテンパー）

抗菌不織布

ジャガード生地
化繊綿
プロファイルウレタン

ウレタンフォーム
ニューハードフェルト

抗菌不織布

ジャガード生地
化繊綿
プロファイルウレタン

1,950タイプ
［195cm］

2,030タイプ
［203cm］

2,080タイプ
［208cm］

1,950タイプ
［195cm］

2,030タイプ
［203cm］

2,080タイプ
［208cm］

ジェルラテックス
フォーム

①
②

①
②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

不織布⑥

⑦

プレッシャー
リリーフ・インレー⑦

⑧

ニューハードフェルト⑧

①
②

①
②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

①
②

①
②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

ポスチャー
テックコイル

ジェルラテックス
フォーム

3ゾーンレイヤー

ニューミラクル
エッジ

ニューミラクル
エッジ

ニューミラクル
エッジ
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L 195cm
L 203cm
L 208cm

H92cm

24cm

5.5cm

W97cm（S）
W120cm（SD）
W141cm（D）
W151cm（DW）
W170cm（Q）
W194cm（K）

ダブルクッション シングルクッション

ダブルクッション（構造）

ダブルクッションはマットレスにかかる衝撃荷重を、
通常使用時で30%、最大時で50%まで緩和します。

インテリアとの調和を求め、スリムに仕上げた
薄型ファンデーションです。

マットレスにかかる衝撃荷重を
通常使用時で30％、最大50％まで緩和します。
さらに「硬さ・サイズ・生地」が
選べるセミオーダーシステムを
ご用意しました。

多彩なラインナップから選べる
ヘッドボードファブリックコレクション。
ホテルスタイルのファブリックを13種類取り揃え、
ゴージャス、シック、ベーシック等、
様々な雰囲気を演出するヘッドボード
ファブリックをご用意いたしました。
シンプルなヘッドボードフォルムに
洗濯可能なカバーリングは、
季節や気分によってあなただけの
寝室空間を彩ります。

ボンネルスプリングの外周にハードエッジサポートを搭載し
外周強度をアップさせることで、
両端まで安心して使用することができる
一流ホテルの寝心地に変身させます。

従来のソフトタイプのダブルクッションに、
ハードエッジサポートを寝床部分に4本加え、
衝撃吸収しながらも、日本人が好む程よい硬さを保つ
絶妙な寝心地を実現しました。

Ａランク Bランク

Cランク Dランクソフトタイプ

■生地が選べます

■硬さが選べます

■ダブルクッション構造

■カバーリング

(HS1)
ダブルクッションサイズ ヘッドボード セット価格

■フレーム価格
■ケイト50 ヘッドグレー（カバー無し）

ヘッドボード
Head Board

ダブルクッション
Double Cushion

ハードタイプ

※Q サイズはYサイズ×2 枚、Kサイズは S サイズ×2 枚の組み合わせとなります。
※長さ1,950 タイプの S,SD,D,DW 以外のサイズは受注生産の為、納期は２～３週間かかります。
※表記のサイズはおおよその値です。

ダブルクッション
脚タイプ H24cm
ボトムハイ：24cm（ボトム厚 14cm、脚 10cm）
コイル：ボンネルコイル
コイル内蔵数（長さ1,950タイプ）：
Y184個／S207個／SD230個／D276個／DW299個
エッジサポート：ハードエッジサポート
重量（長さ1,950タイプ）：
Y24kg ／ S27kg ／ SD34kg ／ D40kg ／ DW43kg
生産国：日本製

サファティ2 GR サファティ2 IV ビッキーGR ビッキーBE ケレスベージュ ケレスブラウン カレードD BL カレードD BR

ラッツィオ GR ラッツィオ LGR クロトベージュ クロトブラウン バロック NB

■本体カラー：グレー
■ヘッドボード：生地張り、クッション部ウレタン、合板
※ヘッドボードは受注生産の為、納期は1～2週間かかります。

■カバー組成
　サファティ２、クロト、ケレス：ポリエステル70％、レーヨン30％
　ビッキー、カレードＤ、ラッツィオ、バロック：ポリエステル100％
※ヘッドカバーは受注生産の為、納期は3～4週間かかります。
※ウォッシャブル加工
※表記のサイズはおおよその値です。

HS 1
TC 1
RE 1

ブラウン グレー HS 1 TC 1 RE 1

ブラウン

グレー

税込￥66,000

税込￥71,500

税込￥77,000

税込￥66,000

税込￥71,500

税込￥77,000

税込￥77,000

税込￥82,500

税込￥88,000

税込￥88,000

税込￥93,500

税込￥99,000

税込￥99,000

税込￥104,500

税込￥110,000

1,950タイプ［195cm］

2,030タイプ［203cm］

2,080タイプ［208cm］

長さ ／ 幅張り地

税込￥71,500

税込￥77,000

税込￥82,500

税込￥71,500

税込￥77,000

税込￥82,500

税込￥82,500

税込￥88,000

税込￥93,500

税込￥93,500

税込￥99,000

税込￥104,500

税込￥104,500

税込￥110,000

税込￥115,500

1,950タイプ［195cm］

2,030タイプ［203cm］

2,080タイプ［208cm］

税込￥77,000

税込￥82,500

税込￥88,000

税込￥77,000

税込￥82,500

税込￥88,000

税込￥88,000

税込￥93,500

税込￥99,000

税込￥99,000

税込￥104,500

税込￥110,000

税込￥110,000

税込￥115,500

税込￥121,000

1,950タイプ［195cm］

2,030タイプ［203cm］

2,080タイプ［208cm］

税込￥24,200
税込￥41,800
税込￥46,200
税込￥50,600
税込￥51,700
税込￥29,700
税込￥49,500
税込￥53,900
税込￥58,300
税込￥59,400
税込￥35,200
税込￥57,200
税込￥61,600
税込￥66,000
税込￥79,200
税込￥40,700
税込￥64,900
税込￥69,300
税込￥73,700
税込￥86,900
税込￥46,200
税込￥72,600
税込￥81,400
税込￥85,800
税込￥94,600
税込￥51,700
税込￥80,300
税込￥89,100
税込￥93,500
税込￥102,300

税込￥101,200
税込￥118,800
税込￥123,200
税込￥127,600
税込￥128,700
税込￥117,700
税込￥137,500
税込￥141,900
税込￥146,300
税込￥147,400
税込￥134,200
税込￥156,200
税込￥160,600
税込￥165,000
税込￥178,200
税込￥150,700
税込￥174,900
税込￥179,300
税込￥183,700
税込￥196,900
税込￥200,200
税込￥226,600
税込￥235,400
税込￥239,800
税込￥248 ,600
税込￥205,700
税込￥234,300
税込￥243,100
税込￥247,500
税込￥256,300

税込￥77,000S

カバー無し
Ａランク
Ｂランク
Ｃランク
Ｄランク
カバー無し
Ａランク
Ｂランク
Ｃランク
Ｄランク
カバー無し
Ａランク
Ｂランク
Ｃランク
Ｄランク
カバー無し
Ａランク
Ｂランク
Ｃランク
Ｄランク
カバー無し
Ａランク
Ｂランク
Ｃランク
Ｄランク
カバー無し
Ａランク
Ｂランク
Ｃランク
Ｄランク

税込￥88,000SD

税込￥99,000D

税込￥110,000DW

税込￥154,000Q

税込￥154,000K

ボンネルコイル

コーナーパッド

ハードエッジサポート

ボンネルコイル

コーナーパッド

ハードエッジサポート

Y［85cm］ S［97cm］ SD［121cm］ D［141cm］ DW［153cm］
■

マットレスの快適な寝心地をより永く保つ
ホテルスタイルのダブルクッション。

税込￥
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心地よい眠りを演出するベッドルームアクセサリー。
眠りのひとときを心地よく、そして華やかに彩る数々のアイテムをラインナップ。
素材からデザインに至るまでこだわりの逸品をご用意しました。

■シグノ

■ドゥナチュール

ココアクリームアイスグレーホワイトセージ

Box Sheets, Comforter Case & Pillow Case ボックスシーツ、コンフォーターケース＆ピローケース Bed Pad ベッドパッド

ボックスシーツ
H35タイプ

ボックスシーツ
H40タイプ

ボックスシーツ
H35タイプ

ボックスシーツ
H40タイプ

コンフォーター
ケース

Pillow ピロー

税込￥26,400

税込￥27,500

税込￥28,600

税込￥29,700

税込￥13,200

税込￥28,600

税込￥14,300

税込￥30,800

税込￥14,300

税込￥29,700

税込￥15,400

税込￥31,900

税込￥15,400

税込￥30,800

税込￥16,500

税込￥33,000

税込￥17,600

税込￥31,900

税込￥18,700

税込￥34,100

税込￥31,900

税込￥33,000

税込￥34,100

税込￥35,200

税込￥33,000

税込￥34,100

税込￥35,200

税込￥36,300

厚さ 35cm×長さ 200cm

厚さ 35cm×長さ 210cm

厚さ 40cm×長さ 200cm

厚さ 40cm×長さ 210cm

※ボックスシーツＨ35タイプはスタンダードＴＴのマットレス、Ｈ40タイプはデラックスＰＴ・スイートＥＴのマットレスに対応します。 
※厚さ35cm×長さ200cm、厚さ40cm×長さ200cmのS・SD・D・DW以外のサイズは受注生産のため、納期は4～5週間かかります。

※Q・Kサイズは受注生産のため納期は4～5週間かかります。

税込￥28,600

税込￥29,700

税込￥30,800

税込￥31,900

税込￥15,400

税込￥30,800

税込￥18,700

税込￥33,000

税込￥16,500

税込￥31,900

税込￥19,800

税込￥34,100

税込￥17,600

税込￥33,000

税込￥20,900

税込￥35,200

税込￥19,800

税込￥34,100

税込￥22,000

税込￥36,300

税込￥34,100

税込￥35,200

税込￥36,300

税込￥37,400

税込￥35,200

税込￥36,300

税込￥37,400

税込￥38,500

厚さ 35cm×長さ 200cm

厚さ 35cm×長さ 210cm

厚さ 40cm×長さ 200cm

厚さ 40cm×長さ 210cm

※ボックスシーツＨ35タイプはスタンダードＴＴのマットレス、Ｈ40タイプはデラックスＰＴ・スイートＥＴのマットレスに対応します。 
※厚さ35cm×長さ200cm、厚さ40cm×長さ200cmのS・SD・D・DW以外のサイズは受注生産のため、納期は4～5週間かかります。

Y［幅 85cm］ S［幅 97cm］ SD［幅 121cm］ D［幅 141cm］ DW［幅 153cm］ Q［幅 170cm］ K［幅 194cm］

Y［幅 85cm］ S［幅 97cm］ SD［幅 121cm］ D［幅 141cm］ DW［幅 153cm］ Q［幅 170cm］ K［幅 194cm］

サイズ

サイズ

税込￥13,200

幅150cm×長さ210cm

税込￥15,400

幅170cm×長さ210cm

税込￥17,600

幅190cm×長さ210cm

税込￥22,000

幅220cm×長さ210cm

税込￥37,400

幅230cm×長さ210cm

シングル（S） セミダブル（SD） ダブル（D） クイーン（Q） キング（K）

サイズ

価格

税込￥11,550

幅100cm×長さ200cm

税込￥12,650

幅120cm×長さ200cm

税込￥13,750

幅140cm×長さ200cm

税込￥14,850

幅155cm×長さ200cm

シングル（S） セミダブル（SD） ダブル（D） ダブルワイド（DW）

サイズ

価格

ピローケース
税込￥2,640

幅 65cm・長さ 45cm　封筒型サイズ

価格

コンフォーター
ケース

※Q・Kサイズは受注生産のため納期は4～5週間かかります。

税込￥22,000

幅150cm×長さ210cm

税込￥24,750

幅170cm×長さ210cm

税込￥27,500

幅190cm×長さ210cm

税込￥32,450

幅220cm×長さ210cm

税込￥33,550

幅230cm×長さ210cm

シングル（S） セミダブル（SD） ダブル（D） クイーン（Q） キング（K）

サイズ

価格

ピローケース
税込￥4,070

幅 65cm・長さ 45cm　封筒型サイズ

価格
ピロー

税込￥23,980

幅 63cm・長さ 43cmサイズ

価格

■ダウンピロー350 ふわっと優しく包み込むような感触が特徴の「ダウン」と、
適度なホールド力をもつ「フェザー」を
85:15で贅沢にブレンドしています。
天然素材の詰め物なので、通気性に大変優れた枕です。
その贅沢な使い心地が一流ホテルの寝心地を実現してくれます。

淡い色味をベースにラインナップ。
落ち着き感とサテンの光沢が
贅沢なライフスタイルを提案します。

フランス綾織の繊細な薄手コットン素材を使用。
落ち着いた光沢感と透明感がある
肌触りの良い生地です。

※ボックスシーツ：全周ゴム入り
■綿100%、フランス綾織
■1色（ホワイト）

※ボックスシーツ：全周ゴム入り
■綿100%
■5色

■側生地：綿100%（スーピマ60サテン）  中生地：ポリエステル100%
■詰め物：ホワイトダックダウン85%・フェザー15%　■充填物重さ：350g
■抗菌・防臭加工、防ダニ加工

ベッドパッド

■TPウォッシャブル コットンパッドⅡ

■TPウォッシャブル ウールパッドⅡ

帝人マイティトップ

防ダニ効果のある抗菌・防臭中わた素材です。
中わたそのものが防ダニ機能を持っているので持続性があります。
また、防ダニ剤及び、抗菌剤の安全性は各種の方法により確認されております。

※下記以外にもオーダー可能なサイズもございますが、受注生産のため納期は2～3ヶ月かかります。

TPウォッシャブル
コットンパッドⅡ

税込￥12,650

幅100cm×長さ200cm

税込￥13,750

幅120cm×長さ200cm

税込￥14,850

幅140cm×長さ200cm

税込￥15,950

幅155cm×長さ200cmサイズ

価格

TPウォッシャブル
ウールパッドⅡ

テイジンの抗菌・防臭防ダニ素材「マイティトップ®Ⅱ」を中わたに使用。
表布は、やわらかくて肌触りのいい天然コットン100%。

■側生地：綿100%
■中わた：綿50%、ポリエステル（マイティトップ®Ⅱ）50%
■洗濯ネット付（洗濯機で洗えます。）
■四隅ゴム付き

ウール本来の風合いを保ち、
縮みにくい加工「クロイ・ハーコセット」加工ウールを使用。
テイジンの抗菌・防臭防ダニ素材「マイティトップ®Ⅱ」を中わたに使用。

■側生地：綿100%
■中わた：最高級英国ウール羊毛50%、ポリエステル（マイティトップ®Ⅱ）50%
■洗濯ネット付（洗濯機で洗えます。）
■四隅ゴム付き
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