
※商品は多数用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。※商品は一部お取り寄せとなります。※写真と実際の色柄が異なる場合がございます。

▲三つ折モデル▲三つ折モデル▲スタンダードモデル▲スタンダードモデル
・隙間のないフラットな寝心地。
・収納時に便利なベルクロテープ付き。

・簡単に折り畳めるからお手入れ便利。
・中材のローテーションが可能。

◀約 1800 個の尖りが、肩や背中、
　お尻、かかと等の出っ張りを
　優しく沈みこませて隙間を埋め、
　体圧を分散し、固くても身体を
　やさしく支えてくれます。

オーダーメイド枕
選ばれるのには理由があります!!

当店人気

第１位

測定無料！！
生活スタイルに合わせた商品を

お選びいただけます。
体型、体圧測定器で、あなたに
最適な枕の高さや敷の硬さを調べます。

試し寝できます！！
実際に寝てみてお好みの
寝心地を選ぶことができます。

豊富なラインナップ！！

枕と眠りの相談会枕と眠りの相談会
お悩みではありませんか？肩こり 首痛 不眠

枕を替えるだけでも眠りが変わりますよ！枕を替えるだけでも眠りが変わりますよ！

かたさを選べる圧迫感のない楽～な寝心地の敷ふとん
折りたたみ時折りたたみ時

□プロファイル高反発敷ふとん
（かため、ややかため）

まちの、いえ

寝比べてください。体型や好みに合わせて選べる2種類のかたさ。

かため(240N） ややかため(145N)しっかりかため、がっしり
体型の方におすすめ

適度な弾力、標準体型の
方におすすめ

0587-54-8110
WEBからでもご相談、ご予約可能です。

何でもお気軽にお問い合わせください。

「これじゃないと眠れない!!」

という方続出!!

体型＋体圧
のダブル
測定

5㍉単位の
調整でピッタリ
フィット

10年間高さ
調整無料
だから安心

全国
累計販売数
20万個
突破！！

ふとんと眠りのプロが
あなたに最適な寝具をご提案します。

金属バネを使わない環境にやさしいマットレス金属バネを使わない環境にやさしいマットレス
イタリア製高反発マットレス「マニフレックス」

フォスフレイクス
□スペリオールピロー

5,478円税
込5,478円税
込

昭和西川

5,500円税
込5,500円税
込

37×58cm
43×63cm

通気性の良いメッシュ
素材の側生地。高さ
調整シートを抜けば、
中材ごと丸洗いが
可能です。

　2枚の高さ調整シートと
中材の出し入れで、簡単に
高さ調整が可能です。

高さ調整シートと
中材の出し入れで
自分に合った高さに
調整ができる枕
です。オーダー
メイド枕までは
ちょっとという
方にもおすすめ。

□私のお気に入り枕

FIT LABO
□オーダーメイド枕

22,000円税
込

(本体価格20,000円)

レギュラーサイズ43×63cm ワイドサイズ43×70cm

28,600円税
込

(本体価格26,000円)

手軽に自分の高さに
調整できる枕

ふわふわなのにしっかり
サポートする枕

ミディアム 6,578円税
込6,578円税
込50×70cm

ラージ

　　　　　　　　　　　中材に特殊素材を使用
　　　　　　　　　　　したデンマーク生まれ
　　　　　　の枕です。サポート力が強く、何度
洗濯してもほぐせばふっくらした形状に戻ります。

膝裏や腰部、足首などの隙間を埋める
サポートパッドを入れることで、さらに
あなたの体型にフィットし、無理のない
寝姿勢が得られます。

◀ガイドポケットに沿って
　アップさせたい部分に
　サポートパッドを挿入
　できます。

FIT LABOオリジナル敷シリーズだけの隙間を埋めるサポートパッド機能搭載

□オーダーメイド敷ふとん
FIT LABO

□ウェーブΣ敷ふとん(レギュラー・ハード)
FIT LABO

固さの違う異なる
形状のキューブを

10㎝ごとに配置します。

2段の凸凹層で、
身体を優しく点で
支えます。

かたさ…体型に合わせた固さ
すべての体型の方におすすめ

かたさ…やわらかめ、かため
すべての体型の方におすすめ

100×200×9㎝
シングルサイズ

キューブタイプダブルウェーブ構造で、仰向き
横向きどちらも圧迫感のない
優しい寝心地が得られ
ます。体型に合わせて
2種類の硬さが
選べます。

約13000通りのパターンの中
からあなただけの配列で、
浮いているようなストレス
のない極上の眠り
を実現します。

昭和西川

かたさ…ふつう、かため
標準体型・がっしり体型の方におすすめ

健康寝具のベストセラームアツ
ふとんの最新型。凸凹3フォーム
構造で、しっかりきめ細かく
身体を支えます。
体型に合わせて
二種類の硬さが選べます。

FITLABO敷ふとんシリーズは、あなたの体型に合わせた最適な寝心地を実現します!!凸凹加工敷ふとんの元祖、ムアツの最新モデル。

プロファイル(凸凹)タイプ

プロファイル(凸凹)タイプ

使いの敷寝具に敷くだけで、体圧分散性能がアップ!!

昭和西川

□マニフトンカモ

人気の
イタリア製高反発
マットレス「マニフレックス」の、日本限定ふとん
タイプです。マニフレックスの寝心地はそのまま
に、使い勝手の良い厚さと軽さになりました。

普通の敷ふとんのように取り扱える高反発マットレス

B:Pocket
　独立した「Dポケット」が空気の
流れをよくし、体重圧をバランス
よく分散します。

A:Spot
　身体の重さを、
およそ 1,300 の
「点」で支えます。

C:Base
　全身をしっかりと
受け止め、自然な姿勢を保ちます。

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。

(本体価格5,000円) (本体価格4,980円) (本体価格5,980円)

□オクラホマ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトな
　　　　　　　　　　　　　　　　　クッション性
　　　　　　　　　　　　　　なのにしっかり身体
　　　　　　　　　　　　を支えてくれる厚めの

　　　　　　マットレス。側生地は取り外しが可能。

シングルサイズ 100×195×23㎝

63,800円税
込

(本体価格58,000円)

しっかり厚めの新定番モデル

□ムアツ･スリープスパ敷ふとんsp-2
　(ハード・スタンダード)

88,000円税
込

(本体価格80,000円)
165,000円税

込

(本体価格150,000円)
100×200×11㎝
シングルサイズ

※ベッドマットレスタイプもございます。 ※ベッドマットレスタイプもございます。

66,000円税
込

(本体価格60,000円)
97×200×9㎝
シングルサイズ

シングルサイズ 97×198×9㎝ シングルサイズ 97×198×9㎝
三つ折りモデルスタンダードモデル

32,780円税
込32,780円税
込

(本体価格29,800円)
21,780円税

込21,780円税
込

(本体価格19,800円)

▲側生地は取り外せて洗濯が
　可能です。

30,800円税
込

97×195
×3.5㎝シングルサイズ

(本体価格28,000円)
52,800円税

込

97×195
×3.5㎝ダブルサイズ

(本体価格48,000円)

押しても押し返さない 真ん中が凹んでいる
側生地の汚れやほつれが気になる寝てて腰が痛くなる

当店人気

第３位

お買い上げ
時に高さ調整
致します。

当店人気

第２位

□ムアツパッドMU9700
(ハード・スタンダード)

今お使いの
敷ふとんやマットレスの
上に敷くだけで、「ムアツふとん」の
寝心地が得られます。無数の突起で身体を圧迫する
ことなく支え、優しく隙間を埋めてくれます。お使いの
敷寝具が痛くて眠れないという方や横向き寝で肩が
しびれるという方にもおすすめです。
体型に合わせて二種類の硬さが選べます。

プロファイル(凸凹)タイプ

日本限定

ふとんタイプ

3 28,118円税
込

98×196×8.5㎝シングルサイズ

(本体価格25,562円)
しっかり

厚め23cm!!

おすすめ枕

おすすめ敷寝具
買い替えのサイン
見逃してませんか？
買い替えのサイン
見逃してませんか？

期間中掲載敷寝具お買い上げの方
綿100%カバーサービス！！

身体を支えるのが敷寝具の仕事。
自分に合った敷寝具を使ってみませんか？
身体を支えるのが敷寝具の仕事。
自分に合った敷寝具を使ってみませんか？

12/22まで
キャンペーン
実施中！！

高級東濃ヒノキ無垢材のみを使用した無塗装、
接着剤不使用のこだわりスノコベッドです。
高級東濃ヒノキ無垢材のみを使用した無塗装、
接着剤不使用のこだわりスノコベッドです。

■スノコベッド「かおりちゃん」

安心の日本製 

made in Japan

安心の日本製 

made in Japan

■スノコベッド「FM-01」

フレーム部分は丈夫なブナ無垢材、スノコ部分は、
調湿性に優れた桐を使用したスノコベッドです。
フレーム部分は丈夫なブナ無垢材、スノコ部分は、
調湿性に優れた桐を使用したスノコベッドです。

フレーム…ヒノキ
スノコ床板…ヒノキ

フレーム…ヒノキ
スノコ床板…ヒノキ

フレーム…ブナ
スノコ床板…桐

ヘッドボード無

ヘッドボード有

ヘッドボード無

ヘッドボード有

※マットレスは
含まれません。

ヘッドボード無

63,800円税
込

ヘッドボード有

102,300円税
込シングル シングル

ヘッドボード無 ヘッドボード有

安心の日本製 

made in Japan

安心の日本製 

made in Japan

安心の日本製 

made in Japan

安心の日本製 

made in Japan

おすすめおすすめ

スノコ床板 日本製 木製無垢ベッドフレーム木製無垢ベッドフレーム
　無垢材をふんだんに使った日本製のスノコベッド
フレームです。丈夫で、ベッド用マットレスの他にも
三つ折りマットレスタイプ敷ふとんや従来の敷ふとんでも
ご使用いただけます。

(本体価格58,000円) (本体価格93,000円)
66,000円税

込 88,000円税
込シングル シングル

(本体価格60,000円) (本体価格80,000円)

岡山美作ヒノキを使用した日本製スノコベッドです。フレーム部分は、
オイル塗装仕上げ。マットレスの厚みに合わせて3段階に高さ調整可能。
岡山美作ヒノキを使用した日本製スノコベッドです。フレーム部分は、
オイル塗装仕上げ。マットレスの厚みに合わせて3段階に高さ調整可能。

42,900円税
込シングル

(本体価格39,000円)
51,700円税

込シングル
(本体価格47,000円)

60,500円税
込シングル

(本体価格55,000円)

■スノコベッド「アルタイル」
「アルタイル」

　　　ヘッドボード付きのスタン
　ダードタイプ。ヘッドボードの
上がフラットになっており、メガネ
や目覚まし時計を置くことが可能。

　　　　　　　お値打ち
　　　　　でシンプルな
　ヘッドボード無しタイプ。

　　　　　ローヘッド
　　　ボードタイプのシンプルな
デザイン。棚の上にはスマホの
充電に便利なコンセント付き。

「プラグイン」 「ライト」

※買取りはダウン50%以上の羽毛ふとんに限ります。

江南市高屋町清水１０１　営業
時間朝10時か　

　ら夜7時半ま　
　で　 毎週水曜定休日

※商品は多数用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。※商品は一部お取り寄せとなります。※写真と実際の色柄が異なる場合がございます。

Tel(0587)54-8110Tel(0587)54-8110

羽毛ふとん買い替えの方

キルトパターン

対象キャッシュレス決済
ポイント還元方法や限度額は各決済ごとに
異なります。詳しくは各決済ブランドホーム
ページ等でご確認ください。

ダウンパワーと充填量

側生地

あたたかさと快適さを追求した
「まちの、いえ」の羽毛ふとん

断熱指数14
(室温11℃~13℃に対応)

側生地/綿100%(超長綿60サテン)
中身/ホワイトグースダウン95%(DP420)1.1kg入
縫製/アーチキルト

シングルサイズ 150×210㎝

76,780円税
込

(本体価格69,800円)

断熱指数12~26
(室温1℃~16℃に対応)

側生地/綿100%(超長綿80サテン)
中身/ホワイトグースダウン95%(DP440)
縫製/ボディラップキルト®(アーチ完全立体)

シングルサイズ 150×210㎝

110,000円税
込

(本体価格100,000円)
※ロイヤルインデックス羽毛ふとんは、寝室環境にに合わせて羽毛の
　充填量を調節して、約1週間でお作りします。

□羽毛掛ふとん
「スタンダードインデックス」

□羽毛掛ふとん
「ロイヤルインデックス」

ロイヤルマイスターグースアーチキルト

寝室の温度に合わせてあたたかさを設計します。

身体を覆う部分に重点的に
羽毛を入れ、従来の立体キルト
より、断熱性能を約25%向上。
　　　　　　　軽くても
　　　　　　　あたたかい
　　　　　　　寝心地が
　　　　　　　得られます。

羽毛ふとん発祥の地、ドイツ
最北端にある契約農場の
　　　　　　　高品質な
　　　　　　  グースダウン
　　　　　　　　　のみ
　　　　　　　　　使用。

側生地は
通気性の良い
綿100%

ホワイトグースダウン

ダウンパワー420

1.1kg入

側生地は
通気性の良い
綿100%

ホワイトグースダウン

ダウンパワー440
オーダーメイド

シングルサイズ 150×210㎝

29,700円税
込29,700円税
込

(本体価格27,000円)

側生地/綿100%(超長綿60サテン)
中身/ホワイトダックダウン85%(DP320)1.3kg入
縫製/立体キルト
アレルG+抗菌加工

□羽毛掛ふとん
基本性能を押さえたお値打ち羽毛ふとんです。

側生地/綿100%(超長綿60サテン)
中身/シルバーグースダウン90%(DP360)1.2kg入
縫製/立体キルト
アレルG+抗菌加工

□羽毛掛ふとん
良質なグースダウンを使用した羽毛ふとんです。

シングルサイズ 150×210㎝

38,500円税
込38,500円税
込38,500円税
込38,500円税
込

(本体価格35,000円)

側生地/綿100%(超長綿60サテン)
中身/ホワイトグースダウン93%(DP400)1.2kg入
縫製/2層立体キルト
アレルG+抗菌加工

□羽毛掛ふとん
あたたかさにこだわった羽毛掛ふとんです。

シングルサイズ 150×210㎝

46,200円税
込46,200円税
込

(本体価格42,000円)

側生地は
通気性の良い
綿100%

側生地は
通気性の良い
綿100%

側生地は
通気性の良い
綿100%

ホワイトダックダウン

ダウンパワー320

1.3kg入

シルバーグースダウン

ダウンパワー360

1.2kg入

ホワイトグースダウン

ダウンパワー400

1.2kg入

毎日のことだから、快適に長く使えるものを選びませんか？

　　　　　　　　　　　側生地の柔らかさで羽毛
　　　　　　　　　　ふとんのフィット性は変わり
ます。丈夫で柔らかく、通気性に優れた
綿100%の生地が良質とされています。

　　　　　　　　　　　　　　　羽毛の片寄りを防ぐキルト
　　　　　　　　　　　　　　　パターンによっても保温性
　　　　　　　　　　　　　　　やフィット性が変わります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウンパワーが大きい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　程同じ重さでの保温
性が高くます。適正な保温性を得るにはダウンパワー
が低いものは多く、高いものは多すぎず羽毛を充填
する必要があります。

ファミリー
マート

KTXアリーナ

愛昇殿

鳥の種類　　　　　　　　　　　　　　一般にダック(アヒル)
　　　　　　　　　　　　　よりグース(ガチョウ)の
方が、身体が大きく生育期間も長いため
丈夫で良質であるとされています。

フェアフェア

リフォーム前

リフォーム後

ぐいっと

パワーア
ップ

※羽毛ふとんリフォームの一例。

ド
ド
ー
ン

足し羽毛
100g増量
サービス中!!

21,780円税
別21,780円税
別

TTC側生地、立体キルト

足し羽毛(ホワイトダックダウン90%)
最大100gシングルサイズシングルサイズ

税別19,800円

羽毛ふとんのリフォームまるで新品
みたい!!

＋＋ ＋＋羽毛個別洗浄＋抗菌防臭加工羽毛個別洗浄＋抗菌防臭加工 新品側生地替えお仕立て足し羽毛

個別に丁寧に解体、羽毛をそのまま洗浄乾燥するから
固まっていた羽毛もしっかりふっくら洗浄前に比べて
カサ高最大33%アップ。※(一財)科学技術振興会CIL調べ

洗浄後の羽毛にアレルGプラスを蒸着。抗菌防臭加工で羽毛ふとん
のリフォームで初のSEKマーク認定。

お急ぎの方には出来上がりまで
代用羽毛ふとんを無料でお貸し出しします。※貸し出し羽毛ふとんはシングルのみ。数に限りがあります。

ふっくら仕上げふっくら仕上げ

清潔安心清潔安心
代用羽毛ふとん貸出サービス代用羽毛ふとん貸出サービス

ユーキ羽毛ふとんリフォームはここが違う!!ユーキ羽毛ふとんリフォームはここが違う!!

今お使いの
羽毛ふとん
でも大丈夫!!

今お使いの羽毛ふとん、破れたり片寄りがあったり寒かったりしませんか？

専門店の
あったか専門店の
あったか

羽毛ふとんの選ぶときの４つのポイント羽毛ふとんの選ぶときの４つのポイント

1月3１日(金)まで(水曜日は休業致します)
セール期間

古い羽毛ふとん1,000円で買取ります。
古物取扱愛知県公安委員会
許可第542611904100号

お値打ちコース

超長綿100%側生地、立体キルト綿側生地お値打ちコース

32,780円税
別32,780円税
別足し羽毛(ホワイトグースダウン90%)

最大100gシングルサイズシングルサイズ
税別29,800円その他、側生地や足し羽毛のグレード、サイズ等で様々なコースをご用意しております。その他、側生地や足し羽毛のグレード、サイズ等で様々なコースをご用意しております。

期間中羽毛ふとんお買い上げの方期間中羽毛ふとんお買い上げの方

綿100%カバー綿100%カバー
プレゼント!!プレゼント!!

市内最大級吊りサンプル常時展示中!!

　店内人気の遮熱レースや遮光カーテンをはじめ
900種類以上の吊りサンプルの中から実際の柄や生地の
風合いをお確かめいただき、じっくりしっかりお選び
いただけます。コーディネートのご相談も随時受付中です。
窓装飾プランナーへお気軽にお問合せください。

オーダーカーテン掛け替えませんか？
吊りサンプルの

貸し出しOK!!

実際の窓で

ご確認できます!!

オーダー縫製ピッタリ
サイズでお作りします!!

断熱効果

人気の遮熱レース人気の遮熱レース
遮熱効果

6,000円税
込～

冷暖房効果の高い遮熱
レースに掛け替えませんか？

10,500円税
込～

UVカット効果

レンタルふとんレンタルふとん

2泊3日で 2,970円税
込

※配送は別途1回(4組まで)片道1,000円税
込となります。

　(集配エリア江南市、丹羽郡、チラシ配布地域内)
※夏季は羽毛肌掛ふとんに変更可能です。※冬季は毛布カバーに変更可能です。
※数に限りがございます。お早めにご予約ください。(お電話、ホームページ、公式LINE)
※貸出時には初回本人確認のため運転免許証等のご提示をお願いする場合がございます。

ふんわりあたたかふんわりあたたか

羽毛掛ふとん
適度な硬さと弾力の適度な硬さと弾力の まくら ＋

カバー一式ブレスエアー敷ふとん＋ ＋

１客分セット

ふとんを
快適な状態に
保つための
安心清潔
グッズ

～幅200×～丈198㎝(両開き2枚)
○1間掃出し窓
価格の一例(約1.5倍ヒダ)

～幅300×～丈228㎝(両開き2枚)
○1.5間ランマ窓

毛布カバーと
敷パッド付き
だからあったか

毛布カバーと
敷パッド付き
だからあったか

14,000円税
込

(本体価格12,728円)
19,600円税

込

(本体価格17,819円)
100×210㎝

シングルサイズ
140×210㎝
ダブルサイズ

ホコリが出にくく、寝心地に
こだわったユーキオリジナル
ダストアレルギー対策ふとん
「ダクロン®」シリーズ

□ダクロン軽量硬敷ふとん
ダクロンファイバーフィル

硬質プロファイルウレタン

ダクロンファイバーフィル

巻わたにホコリの出にくいダスト
アレルギー対策わた「ダクロン
ファイバーフィル」を使用。
ボリュームがあるのに軽い
しっかりした寝心地の敷ふとんです。

安心の日本製 

made in Japan

安心の日本製 

made in Japan

ダクロン®は米インビスタ社のダストアレルギー
対策わたを使用した寝具の総称です。　　　

断面図

□ダクロン掛ふとん
アレルギー対策繊維で定評のある米インビスタ
社の特殊ポリエステル「ダクロン7ホール」を
中綿に使用。軽量でやわらかくフィット性、
保温性に優れた掛ふとんです。

12,000円税
込

(本体価格10,910円)
16,800円税

込

(本体価格15,273円)
150×210㎝

シングルサイズ
190×210㎝
ダブルサイズ

〇側生地/綿100%
〇中綿/ポリエステル100%
(ダクロン7ホール)
〇充填量/シングル1.8kg、
　ダブル2.5kg

安心の日本製 

made in Japan

安心の日本製 

made in Japan

大好評
!!


