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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
「クォロフィルアクア」を中綿に
使用。2層構造にすることで、羽毛ふとんのような保温性に
優れ、ボリュームのあるふとんに仕上がりました。

〇側生地/綿100%
〇中綿/ポリエステル100%(クォロフィルアクア)
〇充填量/シングル1.8kg、ダブル2.5kg

※表示価格はすべて税込み価格です。※写真と色柄が異なる場合がございます。※商品は多数用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦くださいませ。

セール
期間 
12月31日(木)まで
12月2日(水)、9日(水)、16日(水)は休業致します。

営業時間A.M.10:00～P.M.7:30　水曜定休営業時間A.M.10:00～P.M.7:30　水曜定休

1万円以上のふとん1枚お買い上げにつき1枚
古ふとん無料処分致します。

丸洗い
O.K.

丸洗い
O.K.
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5,400円(税込)
シングル
140×200cm

◆発熱素材使用
　ニューマイヤー毛布

起毛部/アクリル65%
　　　レーヨン35%(吸湿発熱素材)

肌触りの良い国産毛布です。発熱素材

使用でさらにあったか!!

1,980円(税込)
シングル
100×205cm

◆サンゴマイヤー敷パッド
起毛部/ポリエステル100%

しっとりなめらかな肌触り、細かな

キルティングでズレにくい!!

丸洗い
O.K.

丸洗い
O.K.

丸洗い
O.K.

丸洗い
O.K.

2,980円(税込)
シングル
100×205cm

◆綿マイヤー敷パッド
起毛部/綿100%

吸汗性の良い綿毛布の敷パッドです。

遠赤わた入りでさらにあったか!!

3,980円(税込)
セミダブル
120×205cm

4,980円(税込)
ダブル
140×205cm

しっとりなめらかな肌触り、毛布いらずの

あったかカバーです!!

2,980円(税込)
シングル
150×210cm

◆サンゴマイヤー掛カバー
起毛部/ポリエステル100%

丸洗い
O.K.

丸洗い
O.K.

睡眠環境寝具指導士
睡眠改善インストラクター
店長　田中

〇側生地/綿100%(60超長綿)〇中身/フランス産ホワイトダウン93%
〇充填量/シングル1.3kg、ダブル1.7kg
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ダウンパワー(cm³/g)350以上
超長綿側生地使用
羽毛充填量1.3kg(シングル)

　　　　品質にこだわった
お値打ちな羽毛ふとんです。

ツインキルト縫製

ツインフィールキルト縫製ダウンパワー(cm³/g)
450以上
超長綿
側生地使用
羽毛充填量
1.2kg(シングル)

〇側生地/綿100%(80超長綿)
〇中身/ポーランド産マザーダウン93%
〇充填量/シングル1.3kg、ダブル1.7kg
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〇側生地/綿100%(100超長綿)
〇中身/ホワイトマザーモスコビーダウン93%
〇充填量/シングル1.2kg、ダブル1.7kg

しっかり膨らむロイヤルクラスの
羽毛ふとんが超お値打ち!!

お互いに絡み合うモチモチの羽毛が入った
ハイクラスの逸品です!!

                    羽毛ふとんは、
羽毛のグレード、充填量、縫製、
側生地の種類でお選びください!!

羽毛のグレード

側生地の種類

　羽毛の善し悪しは
産地ではなく、ダウン
パワーで決まります。
ダウンパワーとはJIS
で定められた試験方
法で測定した1gあ
たりの羽毛の体積の
こと。数値が大きい程同じ充填量でのふくらみ
が大きくなります。ユーキの羽毛ふとんは、
ダウンパワー350㎤/g以上～480㎤/gの中級
から上級クラスの良質な羽毛だけを使用して
おります。

DP480㎤/g

DP450㎤/g

DP400㎤/g

DP350㎤/g

DP300㎤/g

DP(ダウンパワー)
が高くなるほど
かさ高性に
優れ、希少で
高額に
なります。

　羽毛ふとんの暖かさは、羽毛がどれくらい
入っているかの量でも変わります。近年広く
販売されている羽毛ふとんの羽毛充填量シン
グル1.1kgに対して、ユーキの羽毛ふとんは
羽毛のグレードに合わせて充填量をシングル
1.2kg～1.3kgと多く設定。適切な保温性で
長期間ご使用いただけます。

　羽毛を充填する
キルトの形状によっても寝心地は変わります。
ユーキの羽毛ふとんは、羽毛片寄りやフィット
性保温性を考慮したツインキルト等、最適な
キルト方法の羽毛ふとんを取り揃えています。

　羽毛の側生地には丈夫で静電気の起こりに
くい綿100%の生地が最適です。ユーキの羽
毛ふとんは側生地に通常の綿よりしなやかで
丈夫でフィット性の高い超長綿100%だけを
使用しております。

充填量
じゅう　　　て　ん　　りょう

縫製
ほう　　　　せい

 羽毛ふとんは安価なもの
も多いですが、やっぱり
価格の差にはそれなりの
理由があります。実際の
商品を見て触ってお確かめ
　ください。

ピンク色

※数量限定品につき、
　欠品の際は柄が
　変更になる場合が
　ございます。

ピンク色

ブルー色

グリーン色

ベージュ色

◀羽毛がお互い
絡み合って、
片寄りを防ぎ
ます。

150×210㎝

190×210㎝

136,000円(税込)

ダブルサイズ
97,200円(税込)97,200円(税込)

シングルサイズ
◆羽毛掛ふとん
シャンロード

150×210㎝

190×210㎝

75,600円(税込)

ダブルサイズ
54,000円(税込)54,000円(税込)

シングルサイズ
◆羽毛掛ふとん
シャンロード

150×210㎝

190×210㎝ 55,750円(税込)ダブルサイズ

39,800円(税込)39,800円(税込)シングルサイズ
◆羽毛掛ふとん
ベストライフ

ダウンパワー(cm³/g)
400以上
超長綿
側生地使用
羽毛充填量
1.3kg(シングル)

ツインキルト縫製

ブルー色

しっかりボリューム

ふかふかですよ!!

古羽毛ふとん解体 羽毛洗浄乾燥 足し羽毛、羽毛充填仕上げ新品側生地縫製

シングル

ダブル
足し羽毛300g

足し羽毛400g

お値打ちコース
綿100%ツイル側生地、
足し羽毛ホワイトダウン85%、立体キルト加工

汚れ

ふくらまない羽毛の吹き出し

羽毛のかたより

羽毛ふとんリフォーム前羽毛ふとんリフォーム前 羽毛ふとんリフォーム後羽毛ふとんリフォーム後

ふかふかふとんに

復活!!

羽毛ふとんのリフォーム
羽毛リフォームは当店提携洗浄リフォーム工場
(日本羽毛製品協同組合認定)で行います。

お使いの羽毛ふとんのグレードに合わせたコースをご用意しております。お使いの羽毛ふとんのグレードに合わせたコースをご用意しております。
32,400円(税込)
21,600円(税込)

古い羽毛ふとんを裁断し、
中の羽毛を取り出します。

個別に回収した羽毛を洗浄
乾燥し、羽毛を復活させます。

ご指定の柄、サイズ、キルトで
丁寧に側生地を縫製します。

新しい羽毛を補充して、新しい
側生地に羽毛を充填し仕上げます。

古い羽毛ふとんも…

側地の破れ、
羽毛の吹き出し
やへたりが気に
なったら･･･

ユーキおすすめ

羽毛ふとん
ベスト３

ホロフィわた

硬質プロファイルウレタン
ホロフィルた

ユーキオリジナル
◆ホロフィル軽量固敷ふとん

ホコリが出にくい、清潔・安心なダストアレルギー対策ふとん

「全日空ホテル」等でも使用されているダストアレルギー
　　　　　　　　　　　　　対策わた「クォロフィルアクア」
　　　　　　　　　　　　　　　　　を使用した、ホコリが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出にくくふんわりと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した風合いの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　掛ふとんです。

◆クォロフィル掛ふとん
ユーキオリジナル安心の日本製 
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巻わたにホコリの出にくい「ホロフィル」わた使用。
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。

寝室のホコリの原因はなんと言ってもふとんが一番。ダストアレルギー対策には、わた切れを起こしにくく、
ダニの生息しにくいふとんを使うのが最も効果的です。

〇側生地/綿100%
〇中綿/ポリエステル100%
　　　(クォロフィルアクア)

19,600円(税込)16,800円(税込)
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2段ベッド用、ジュニアサイズ、クィーンサイズ等サイズオーダーも可能です。お好みのサイズを約1週間でお作り致します。

14,000円(税込)シングル
100×210cm

セミダブル
120×210cm

ダブル
140×210cm16,800円(税込)14,400円(税込)

12,000円(税込)シングル
150×210cm

セミダブル
170×210cm

ダブル
190×210cm

150×210㎝

190×210㎝ 30,240円(税込)
ダブルサイズ
21,600円(税込)21,600円(税込)

シングルサイズ
◆クォロフィル2層掛ふとん

羽毛に負けない保温性、ボリュームのある掛ふとんです!!
独自の７穴構造で
保温性の高い特殊わた使用!!
フィット性、カサ高性も良好!!

断面図

クォロフィルアクアわた

綿100%側生地

空気層

2層構造にすることにより、保温
　性とボリューム性アップ!!

ピンク色
ブルー色

あったかポカ
ポカお値打ち寝具

数量

限定


