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1928	 個人経営として創業

1947	 株式会社を設立

1961	 東京ベッド製造株式会社に社名変更

1968	 資本金3,050万円に増資

　　　　　フランスベッドグループと業務提携

1969　　 千葉工場建設

1975　 　六本木にショールーム開設

1997　　 東京ベッド株式会社に社名変更

1999　　ヴィスコ（スイス　フリッツ・ナウアー社）ポケット発表

　　　　 資本金 5,000万円に増資

2000　　スイス・スピュール社のマイクロオフセットスプリングマシンを千葉工場に設置、日本での独占生産販売権取得

2001　　フリッツ・ナウアー社とヴィスコエラスティックフォームの日本独占使用・販売契約を締結

2003　　 新ポケットマットレス「エンジェル」「ツインピュア」「パウダー」とドイツ	ハンザホルツ社のウッドスプリングを発表

　　　　　東京国際家具見本市に「インテグラ」ブランドを出品

2006　　ファイテンマットレスを発表　

2013　　 新ポケットマットレス「Rev.7」を発表

2015　	 新千葉工場を柏に竣工

2016　　　「レックユニバース	バランスフィット」を発表

2018	 　「インテグラマットレス」を発表

100年企業を目指してまいります。

1928 年（昭和 3年）に個人経営として創業して以来、

90年の長きにわたりお客様のご愛顧に支えられてここまで歩んでまいりました。

次の100 年に向け、これからもお客様に寄り添い、

お客様のニーズや思いを第一に考えた商品開発・サービス改善への

企業努力を惜しむことなく、引き続き更なる向上に取り組んで参ります。



3 4

………………………   P.43フルボ

Index
Fram

e
B

ed W
ear

M
attress

Mattress Frame

– i-Select –

– Reclining –

Frame

– Rstory's –

………………………   P.45モデー

FrameFrame

– Calm fine –

Bed Wear

……………………   P.26リミーモ

– Sofa Bed –

…………………………   P.48リマト

レックユニバース
トキオ

……………  P.13 ………………………   P.23ベルロ リワード ワン  
低床3モータータイプ 固定脚

…………………   P.47…………………………   P.35501F

……………………   P.39レアージュ

……   P.52羊毛クイック3点セット

レックユニバース
バランスフィット

………………  P.11 …………………   P.21モルトベーネ …………………………   P.33401C ……………………   P.46ミルキー……………………   P.42エマライト ……………………   P.52銀の匠

インテグラ ……………………   P.7 …………………   P.19ラフィナート ……………………   P.29フィアロ ……………………   P.46クローネ ……………………   P.49羽毛布団

ファイテン ……………………   P.9 ……………………   P.20グラーツア …………………………   P.31401F ……………………   P.41サンビーム …………………   P.46ギャラクシー クリンピー …………………   P.51

レヴセブン …………………   P.15 電動リクライニングベッド
ユニットR-02

……   P.47………………   P.25アブローラR ……………………   P.44グラシア …………   P.52クイック3点セット



¥400,000～
（シングル価格）

¥300,000～

¥200,000～

¥100,000～

¥50,000～

ほどよくソフト ふんわりソフトほどよくハードしっかり硬め

ハイフィット

モアフィット

ビギン

グランデ

ブルーラベル
［ハード］

シルバーラベル
［ハード］

ブラックラベル
［ハード］

ブルーラベル
［ベーシック］

シルバーラベル
［ベーシック］

ブラックラベル
［ベーシック］

ブラックラベル
［ソフト］

ブルーラベル
［ソフト］

RZ

リバティ

レギュラーⅡ

プロフェッショナル
X50

エキスパート
X50

レンジ
スーパームース

スーパーフィット

シルバーラベル
［ソフト］

レンジ
レギュラーマイルド

日本人好みの
マットレスを追い求めて

マットレスに求められるものとは

外国から入ってきたベッドのある生活が普通になった現代。

1928年から日本人の体形に合う国産マットレスの開発を続けて、

コイルひとつひとつを袋状のポケットに詰めるポケットスプリングマットレスを進化させて参りました。

ひとつ上の睡眠を、あなたにお届けします。

眠ることは食べることと並ぶ、健康維持の二大生活要素となり、睡眠の質が生活の質につながって

いきます。睡眠のメカニズムは深い睡眠の「ノンレム睡眠 」と浅い眠りの「レム睡眠」とが　1セットで、

90～120分のサイクルで交互に繰り返され、入眠後初めの90分のノンレム睡眠をいかに深くするかに

より、睡眠の質が高められるといわれています。マットレスの性能で最も大切なのは、寝姿勢を正しく

保つこと。仰向け、うつぶせ、横向きと人によって眠りやすい姿勢は様々ですが、寝ている間に 20 回

ほど寝返りをうつので軸となる腰の部分が沈み込まないマットレスが必要です。当社のポケット

スプリングは熱処理を施し、しなやかで粘り強いスプリングを使用。重さの変化に幅広く反応できる

高さと巻き数を組み合わせることでフィット感のあるマットレスをお選びいただけます。

ファイテンインテグラ レヴセブン

mattress variation

ファイテン
X30

レックユニバース

バランスフィット

ファイテン

Mattress
マットレスに求められるものとは

M
attress

65
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世界最高峰のフォームを使用したマットレス世界最高峰のフォームを使用したマットレス

スプリング
個数サイズ 税込価格

S W970×L1950×H230 ¥198,000 494
M W1220×L1950×H230 ¥225,500 624
D W1400×L1950×H230 ¥253,000 726

WD W1540×L1950×H230 ¥280,500 806
２Q W850×L1950×H230 ¥198,000 416

グランデ
表面はインテグラフォームを3層構造にし、
5.5インチポケットスプリングを組み合わせた
片面カバーリングタイプ。

スプリング
個数サイズ 税込価格

S W970×L1950×H220 ¥165,000 494
M W1220×L1950×H220 ¥192,500 624
D W1400×L1950×H220 ¥220,000 726

WD W1540×L1950×H220 ¥247,500 806
２Q W850×L1950×H220 ¥165,000 416

レンジ　レギュラーマイルド
50mmの波型ヴィスコポアと 5. 5 インチ
ポケットスプリングを組み合わせたしっかり
身体にフィットするレギュラーマイルド。

スプリング
個数サイズ 税込価格

S W970×L1950×H220 ¥165,000 494
M W1220×L1950×H220 ¥192,500 624
D W1400×L1950×H220 ¥220,000 726

WD W1540×L1950×H220 ¥247,500 806
２Q W850×L1950×H220 ¥165,000 416

レンジ　スーパームース
50mmの波型ヴィスコポアと5.5インチ
ポケットスプリングを組み合わせたソフトな
感触のスーパームース。

スプリング
個数サイズ 税込価格

S W970×L1950×H260 ¥121,000 616
M W1220×L1950×H260 ¥132,000 756
D W1400×L1950×H260 ¥143,000 896

WD W1540×L1950×H260 ¥154,000 980

ビギン
40mmのヴィスコポアと5.5インチポケット
スプリングを組み合わせた片面キルトタイプ。

スプリング
個数サイズ 税込価格

S W970×L1950×H170 ¥154,000 560
M W1220×L1950×H170 ¥181,500 735

91cm幅 W910×L1950×H170 ¥154,000 525

ムーヴ
50mmの波型ヴィスコポアと4インチポケット
スプリングを組み合わせた電動リクライニング
専用タイプ。

全ての始まりはスポンジであった・・・全ての始まりはスポンジであった・・・
遡ること1937年、フリッツ・ナウアー氏（1912-1971）はスイスのレーク・チューリッヒで天然スポンジの取引を始
めました。技術的な加工商品の生産が始まったのはそれから間もなくのことでした。創業から80年以上が過ぎ
た今日においても、フォームテクノロジー業界に於いて自他ともに認めるマーケットリーダーの一つとして認知
されている企業です。

M
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No.564

No.553 No.554

より上質な眠りを求めてたどり着いた先より上質な眠りを求めてたどり着いた先
日本から9,500km、スイス連合共和国チューリッヒ。日本から9,500km、スイス連合共和国チューリッヒ。
そこでの出会いそこでの出会い・・・・・・フリッツ・ナウアー社製ヴィスコ・ポアフリッツ・ナウアー社製ヴィスコ・ポア
世界でも規格基準の厳しいと言われるヨーロッパにおいて80年以上の歴史と技術で生産され続けているフリッツ・
ナウアー社（現在、フォームパートナー・スイス社）製フォームはスイス国内では60％を超える寝具に採用されており、
世界的にも高く評価されています。その優れた家庭用マットレスにとどまらず、ヨーロッパ各国の医療関係者
が推薦し、日本国内においても床ずれ防止用として採用されています。現在、ヴィスコ・ポアはスイスインター
ナショナル航空A340のファーストクラスのスリーピングシートに採用されています。

「最高の寝心地をお届けしたい」という想いからヴィスコ・ポアを素材に採用 「通気性」約3倍　「不純物混入」約1/ 18以下

様 な々規格基準に適合

「へたりにくさ」約1/ 2以下　「引き裂き強さ」約5倍

ヴィスコ・ポアは、体重を分散して受けるため、
体圧が集中する部分が少なく、圧迫感を感じる
ことがありません。人の体温に反応して硬さが
変化する性質を持ち、体温より少し低い35度
で硬さが安定し身体にフィットします。極端な
落ち込みが見られないため、部分的圧迫による
毛細血管の血行不良を最小限に減らし、安定
した睡眠を保ちます。

ドイツ工業規格10年使用相当試験において一般的な低反発フォームと比較
してへたりにくさが約1/2以下の試験結果。「引き裂き強さ」約5倍。長年
使用いただける高い品質と耐久性を保持しています。

高温多湿という日本の気候風土には通気性を確保することは重要です。
ヴィスコ・ポアは、混入物がほとんどないため一般的な低反発フォームの約3倍
もの通気性を確保できます。さらにプロファイル（波形）加工の採用により
通気性・放湿性をより向上させています。

ISO9001認定

EURO PUR基準適合

EU安全要求事項適合

フロンガス不使用

EU有害限界基準適合

ハロゲン不使用
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［ 腰部補強・エッジ部補強］
高さ6.5インチ（約17cm）8巻のポケットスプリングを使用。最も荷重の掛かるピンクの部分には
2.05 mmのスプリングを配列して「腰部」と「エッジ」を補強。頭や肩、脚の部分には1.9mmの
スプリングを組合せた硬めのアスリートタイプです。

M
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プロフェッショナル X50 エキスパート X50 ファイテン X30 スプリング
個数サイズ 税込価格 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

S W970×L1950×H350 ¥275,000 S W970×L1950×H300 ¥198,000 S W970×L1950×H260 ¥121,000 588
M W1220×L1950×H350 ¥319,000 M W1220×L1950×H300 ¥225,500 M W1220×L1950×H260 ¥143,000 728
D W1400×L1950×H350 ¥363,000 D W1400×L1950×H300 ¥253,000 D W1400×L1950×H260 ¥165,000 840

WD W1540×L1950×H350 ¥407,000 WD W1540×L1950×H300 ¥280,500 WD W1540×L1950×H260 ¥187,000 924

プロフェッショナルX50
硬めの寝心地の最高級モデル。6.5インチ
のしっかりしたスプリングと詰め物には
クッション性・耐久性に優れた中空三次元
構造体を使用。

ファイテンX30
表生地にファイテン社の「アクアチタン
X30」を採用。心身のリラックス状態を
サポートするマットレス。

エキスパートX50
詰め物にクッション性・耐久性に優れた
中空三次元構造体を使用。硬めの寝心地。

リラックス

快適・快眠

美容・健康

リフレッシュ

アスリートから幅広く愛用されている「アクアチタン」を採用したファイテン社のボディケアアイテム。アスリートから幅広く愛用されている「アクアチタン」を採用したファイテン社のボディケアアイテム。

ファイテン独自の技術の１つ「アクアチタン」含浸生地と融合した新しいマットレスです。ファイテン独自の技術の１つ「アクアチタン」含浸生地と融合した新しいマットレスです。
「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。

アクアチタン含浸生地を使用したマットレスアクアチタン含浸生地を使用したマットレス
寝心地と睡眠を探求してきた「東京ベッド」と、ボディケアカンパニーとして健康をサポートしてきた
「ファイテン」とのコラボレーションによって生まれた「ファイテンマットレス」。マットレスの表生地には
ファイテンのアクアチタンを含浸させたものを使用しています。このマットレスは心身をリフレッシュする
とともに、カラダに合った寝具を使う事で、一日の生活リズムをコントロール。明日の活力を生み
出すお手伝いをします。「ファイテンマットレス」はスプリングの種類等、豊富なバリエーションの
中から選べます。

アクアチタン	生地含浸3Dイメージ アクアチタン		糸含浸3Dイメージ

東京ベッドとファイテン社のコラボレーションが実現した東京ベッドとファイテン社のコラボレーションが実現したマットレスマットレス

X50とは、通常の約50倍の
濃度でアクアチタンを含浸
する技術です。		

X30とは、通常の約30倍の
濃度でアクアチタンを含浸
する技術です。		

表生地（No.685）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
不織布
ウレタン8ｍｍ
中布地 （No.686）
ウレタン 8 ｍｍ
不織布
ブレスエアーエクストラ®
ウレタン20ｍｍ
ネット
6.5インチ ポケットスプリング

表布地 （No.521）
ポリエステル綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン 20 ｍｍ
ネット
6.5 インチポケットスプリング

表面　同一仕上げ

表布地 （No.685）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン20ｍｍ
抗菌不織布
ブレスエアーエクストラ®
ウレタン20ｍｍ
ネット
6.5インチポケットスプリング
ネット
ウレタン20ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン20ｍｍ
表布地 （No.685）

表面　同一仕上げ
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天然素材 羊毛入り

抗菌防臭加工綿入り

天然素材 羊毛入り

抗菌防臭加工綿入り

天然素材 羊毛入り

抗菌防臭加工綿入り

立位での体の重心は第二仙骨の辺りにあります。寝姿勢においても重心

が同位置に近いことが理想であり、柔らかすぎるマットレスの場合、身体

で一番重い臀部に重心がよってしまいます。バランスフィットマットレスは

臀部を少し持ち上げるよう調整を行い、理想的な寝姿勢を実現しました。

高温多湿な日本の気候風土、ならびに睡眠時の汗の湿気に合わせて衛生的な

調湿機能素材を使用しました。寝床内の湿気による寝苦しさを軽減しつつ

乾燥から肌を守ります。

M
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［ 腰部補強・エッジ部補強］
高さ7インチ（約18cm）9巻のポケットスプリングを使用。腰部は線径1.2mmのスプリングを配列して
腰の落ち込みを少なくし、荷重の少ない頭部や肩、脚部は線径1.0mmのスプリングで支え、S字
ラインを保ちます。また、エッジ部は線径1.4mmのスプリングを使用して端の落ち込みを少なくする
ことで有効面積を広くしています。ソフトながら、安定感のある寝心地が得られます。

スーパーフィット ハイフィット モアフィット スプリング
個数サイズ 税込価格 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

S W970×L1950×H370 ¥363,000 S W970×L1950×H330 ¥242,000 S W970×L1950×H280 ¥159,500 1128
M W1220×L1950×H370 ¥418,000 M W1220×L1950×H330 ¥286,000 M W1220×L1950×H280 ¥192,500 1410
D W1400×L1950×H370 ¥473,000 D W1400×L1950×H330 ¥330,000 D W1400×L1950×H280 ¥225,500 1645

WD W1540×L1950×H370 ¥528,000 WD W1540×L1950×H330 ¥374,000 WD W1540×L1950×H280 ¥258,500 1833

ハイフィット
身体全体が包み込まれ支えられている安心
感をより得られるマットレス。

スーパーフィット
心地良い寝心地だけを追い求め、
こだわり抜いた究極のソフトマットレス。

モアフィット
ふんわりソフトな感触に寝返りしやすさ
を取り入れたマットレス。

レックユニバース　バランスフィット

“快適な睡眠を創り出す”をコンセプトに従来の考え方を踏襲した“快適な睡眠を創り出す”をコンセプトに従来の考え方を踏襲した
ソフトタイプのマットレス“Balance Fit ”ソフトタイプのマットレス“Balance Fit ”

寝姿勢

柔らかすぎるマットレスは臀部が落ち込むことで、理想の S字ライン

の寝姿勢にならず、身体の重心がズレる事で寝返りもしにくくなります。

マットレスの中心部分を少し硬めに設定する事で、重心を理想的な寝姿勢

に近づけ、寝返り（回転運動）がしやすい寝姿勢なります。

重 心

通 気 調 湿
睡眠中の圧迫による頻繁な寝返りを減らし、睡眠の質の向上を支えます。

体 圧

湿気を素早く吸収します。 お休み後は湿気を放出します。

〈均一に柔らかいマットレスの場合〉 〈バランスフィットマットレスの場合〉
寝姿勢のバランスが崩れてしまいます 理想的な寝姿勢に近づけます

＊アキレス株式会社ホームページより

汎用フォーム モイスチャリズム
（SFT）

湿気が
減少！

圧迫が少ない
線経Φ1.0mm

適正な重心位置
回転運動（寝返り）
がしやすい

柔らかすぎる
マットレスでの重心

臀部落ち込み軽減
線経Φ1.2mm

腰掛けても底付きしない
線経Φ1.4mm

〈体重バランスの図〉 当社のベーシックなソフト
タイプのポケットマットレス

バランスフィット
（スーパーフィット）

仰向け寝の場合には、当社のベーシックなソフトタイプが臀部に体圧が集中し

ているのに対し、「バランスフィット」では優れたソフト感により体圧分散性

が向上するとともに、体圧の中心（　面圧中心）も臀部から上半身に移動し、

寝返りもしやすくなります。また、横向き寝では肩の部分の圧迫が軽減され

ます。

表布地（No.695）
モイスケア ®
シュレープ
羊毛入り抗菌防臭加工綿 
ソフトウレタン 20 ｍｍ
トリコット
トリコット
ウレタン8ｍｍ
ピロートップ中布地（No.695）
ウレタン8ｍｍ
トリコット
モイスチャリズム®20 ｍｍ
ネット
７インチポケットスプリング 
表面　同一仕上げ 

表布地（No.696）
モイスケア ®
シュレープ
羊毛入り抗菌防臭加工綿 
ソフトウレタン 20 ｍｍ
トリコット
モイスチャリズム®20 ｍｍ
ネット
７インチポケットスプリング 

表面　同一仕上げ 

表布地（No.697）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
抗菌ソフト不織布 
モイスチャリズム®
ネット
７インチポケットスプリング 

表面　同一仕上げ 
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腰に優しいマットレス腰に優しいマットレス
身体の要である腰をしっかり支えるために補強した6.5インチポケットスプリングを内蔵した硬め仕上げの身体の要である腰をしっかり支えるために補強した6.5インチポケットスプリングを内蔵した硬め仕上げの
「TOKIO」シリーズ。	荷重の掛かる腰臀部と腰掛ける事の多い端の部分を補強した仕上げです。詰物には「TOKIO」シリーズ。	荷重の掛かる腰臀部と腰掛ける事の多い端の部分を補強した仕上げです。詰物には
吸湿発散性に優れたウール素材を使用しているため、湿気による寝苦しさを軽減しつつ乾燥から肌を吸湿発散性に優れたウール素材を使用しているため、湿気による寝苦しさを軽減しつつ乾燥から肌を
守ります。守ります。

天然素材 羊毛入り

抗菌防臭加工綿入り

RZ
ピロートップで優しく包み、しっかりした
スプリングで身体を支えるラグジュアリー
マットレス。

天然素材 羊毛入り

抗菌防臭加工綿入り

リバティ
縫い目の少ないジャンプキルトが詰め物の
クッション性を損なわず身体にフィット感
をもたらす。

天然素材 羊毛入り

抗菌防臭加工綿入り

レギュラー2
しっかりした6 . 5インチのスプリングが
身体をサポートする適度な硬さのマット
レス。

RZ リバティ レギュラー2 スプリング
個数サイズ 税込価格 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

S W970×L1950×H330 ¥187,000 S W970×L1950×H260 ¥132,000 S W970×L1950×H260 ¥115,500 726
M W1220×L1950×H330 ¥214,500 M W1220×L1950×H260 ¥154,000 M W1220×L1950×H260 ¥137,500 891
D W1400×L1950×H330 ¥242,000 D W1400×L1950×H260 ¥176,000 D W1400×L1950×H260 ¥159,500 1023

WD W1540×L1950×H330 ¥269,500 WD W1540×L1950×H260 ¥198,000 WD W1540×L1950×H260 ¥181,500 1122
２Q - ２Q W850×L1950×H260 ¥132,000 ２Q W850×L1950×H260 ¥115,000 627

［ Vキャリー］サイズ 税込価格 ［ Vキャリー］サイズ 税込価格 -
Q W1700×L1950×H260 ¥264,000 Q W1700×L1950×H260 ¥231,000 1200
K W1940×L1950×H260 ¥286,000 K W1940×L1950×H260 ¥253,000 1380

レックユニバース　トキオ

Vキャリー
特殊構造により折りた
ためるキング・クイーンサ
イズのマットレス。エレ
ベーターにも入るので、
引っ越しや移動にとても
便利。マットレス使用時
に折り曲げた部分の違和
感はありません。

［ 腰部補強・エッジ部補強］
高さ6.5インチ（約17cm）8巻のポケットスプリングを使用。最も荷重の掛かるピンクの部分には1.8mm
のスプリングを配列して「腰部」と「エッジ」を補強。頭や肩、脚の部分には1.6mmのスプリング
を組合せることでしっかり身体を支えます。

熱処理を 2回行うダブルテンパー加工処理により、スプリングの
耐久性が保たれます。

１ . 高 耐 久 性

マットレス中央部に線径の太いスプリングを配置したことにより、
身体の重心が持ち上がり、スムーズな寝返りが行えます。

2 . 寝 返 り の し や す さ 向 上

ワンランク上の6 . 5 インチコイルと腰部補強仕上げにより、
しっかりした硬さと優しいタッチを両立したマットレスです。

3 . 上 質 な 硬 め の マ ッ ト レ ス

当社は、創業1928年以来、マットレスを作り続けております。
製造技術とマットレスに対する思いは、伝統として、現在も継承
されております。

6 . 匠 の 仕 上 げ

詰物には全て羊毛綿を使用し吸放湿性と保温性を向上、また
マットレスマチ部分は、サイドメッシュ仕上げ。日本の気候に
合わせた通気性を確保しました。

4 . 優 れ た 通 気 性

重心が持ち上がる身体の軸が保たれているので
寝返りが容易

5 . S P E C

スプリング数 交互配列H型補強タイプ 6.5inch ポケットコイル

S 726

M 891

D 1023

WD 1122 8 巻

2Q 627 17cm

線径：1.6mm +1.8mm

表布地 （No.805）
モイスケア ®
シュレープ
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
トリコット
抗菌不織布
ウレタン 8 ｍｍ
布地 No.549( 黒メッシュ )
ウレタン 8 ｍｍ
抗菌不織布
モイスチャリズム ®
OY ソフトウレタン 20 ｍｍ
ネット
6.5 インチポケットスプリング
ネット
ウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン 20 ｍｍ
裏布地 No.549( 黒メッシュ )

表布地 （No.805）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン 20 ｍｍ
ネット

6.5 インチポケットスプリング

表面　同一仕上げ

表布地 （No.802）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン 20 ｍｍ
ネット
6.5 インチポケットスプリング

表面　同一仕上げ
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７つのこだわりから生まれたマットレス７つのこだわりから生まれたマットレス

フィット感に優れた7インチポケットコイルを採用しました。硬さが３種類、グレードが３段階からお好みのタイプフィット感に優れた7インチポケットコイルを採用しました。硬さが３種類、グレードが３段階からお好みのタイプ

が選べるマットレスです。マチは全周メッシュ仕上げで日本の気候にあった通気性を確保します。が選べるマットレスです。マチは全周メッシュ仕上げで日本の気候にあった通気性を確保します。

レヴセブン７つのこだわりレヴセブン７つのこだわり

熱処理を 2回行うダブルテンパー加工処理により、スプリングの
耐久性が保たれます。

１ . 高 耐 久 性

マチ部分を全周メッシュ仕上げにする事で、日本の気候に合わせた
通気性を確保しました。

2 . 優 れ た 通 気 性

7インチコイルを採用し反発力が向上し、寝返りがしやすくなり
ました。

3 . 寝 返 り し や す さ の 向 上

胴径55㎜のスプリングを648個（Sサイズ換算）配置することで身体
を緻密に支えます。	

4 . サ ポ ー ト 性 向 上

Rev. 7マットレスは、7インチコイルのフィット感を最大限に活かす
並行配列です。（しっかりとした寝心地の交互配列に対してフィット
感を重視した配列です。）

5 . 優 し く フ ィ ッ ト

安全・衛生面に配慮した全日本ベッド工業会認定の「衛生マット
レス」に適応。人や環境に優しい素材を使ったマットレスです。

6 . 安 心 ・ 安 全 の 日 本 製

当社は創業1928 年以来、マットレスを作り続けております。製造
技術とマットレスに対する思いは、伝統として現在も継承されて
おります。

7 . 匠 の 仕 上 げ

ブラックラベル
7インチのフィット感としなやかな高弾性
ウレタンを使用。ピロートップで身体を
優しく包み込むソフト感のある寝心地。

天然素材 羊毛入り

シルバーラベル
7インチのフィット感とクッション性・吸湿
発散性の高い「羊毛」を詰物に入れ、
ふんわりとした寝心地。

ブルーラベル
Ｒｅｖ.7シリーズのスタンダードモデルです。
表生地はソフトなニット生地です。

天然素材 羊毛入り

ブラックラベル シルバーラベル ブルーラベル スプリング
個数サイズ 税込価格 サイズ 税込価格 サイズ 税込価格

S W970×L1950×H310 ¥165,000 S W970×L1950×H280 ¥115,500 S W970×L1950×H270 ¥88,000 648
M W1220×L1950×H310 ¥192,500 M W1220×L1950×H280 ¥132,000 M W1220×L1950×H270 ¥104,500 828
D W1400×L1950×H310 ¥220,000 D W1400×L1950×H280 ¥148,500 D W1400×L1950×H270 ¥121,000 936

WD W1540×L1950×H310 ¥247,500 WD W1540×L1950×H280 ¥165,000 WD W1540×L1950×H270 ¥137,500 1044

レヴセブン

表布地 （No.546）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
中布地 (ピロートップ部 )
ラテラプラス 20 ｍｍ
低反発フォーム 20 ｍｍ
ネット
７インチ ポケットスプリング
ネット
ウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン 20 ｍｍ
裏布地 （No.546）

表布地 （No.558）
羊毛入り抗菌防臭加工綿
ソフトウレタン 20 ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン 20 ｍｍ
ネット
７インチ ポケットスプリング

表面　同一仕上げ

表布地 （No.557）
ウレタン20ｍｍ
抗菌不織布
ウレタン20ｍｍ
ネット

７インチポケットスプリング

表面　同一仕上げ
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最上級の物語アールストーリーシリーズ
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Raffinato
−ラフィナート−

Molt bene
−モルトベーネ−

Grazia
−グラーツア−

Bello
−ベルロ−
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サイズ（mm） フレーム税込価格

QK 2130×2460×930（FH270） ¥660,000
マットレスは特寸サイズ（1800×2000mm ）

サイズ（mm） フレーム税込価格

QK 1970×2260×1000（FH320） ¥550,000
マットレスは特寸サイズ（1800×2000mm ）

ラフィナート グラーツア
シックでモダンな本革張り大型モデル。ボリューム感のあるヘッドボードとスッキリとした
スタイルにより洗練されたヨーロピアンDes ignの至極の一品です。

優雅なヨーロピアンDesignの大型モデル。高級素材である厚手で柔らかい革を張り、すっきりした
アルミ脚をセットすることで、モダンで格調高い仕上がりとなっています。

個性は光！類を見ない圧倒的重圧感！
快適な目覚めは良質な睡眠と安らぎが条件。

ゴージャスな中に気品と快適さを求めたヨーロピアンスタイル。

材質：本革張り
特徴：ウッドスノコ　総革張り

［ 受注生産品 ］納期はご注文から約60日かかります。

材質：本革張り
特徴：アルミダイキャストレッグ　ウッドスノコ　総革張り

［受注生産品］納期はご注文から約 60 日かかります。

Grazia
−グラーツア−

Raffinato
−ラフィナート−

■ size（mm）

2460

930
660

2130

270
125 150

■ size（mm）

320

2260

1000
680

1970

天然素材の厚手でソフトな本革、11color
の中からお好みのカラーでお作りします。

天然素材の厚手でソフトな本革、11color
の中からお好みのカラーでお作りします。

■ point ■ point

■ co lo r  ：11色 ■ co lo r  ：11色

NC-037C NC-037CNC-744D NC-744DNC-303E NC-303ENC-023C NC-023C

color
NC-023C

color
NC-027C

NC-335E NC-335ENC-027C NC-027CNC-873C NC-873CNC-722A NC-722ANC-975D NC-975DNC-891C NC-891CNC-8475 NC-8475

R stor y' s
Fram

e

R stor y' s
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Molt bene
−モルトベーネ−

最上級の眠りを追及した風格のある重厚なデザイン。

天然木の質感による正統派クラシックスタイルのベッド

です。フレームは木の重厚な温もりと、落ち着いた気品

あふれるデザインです。

寝室は癒しの空間、
楽しい一日は良質な睡眠ライフと爽やかな目覚めから始まる。

サイズ（mm） フレーム税込価格

WD 1640×2030×1090（FH260） ¥308,000
Q 1810×2030×1090（FH260） ¥352,000

モルトベーネ

材質：天然木・
          天然木突板（ポプラ材 / ウォールナット）
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：スノコ
産地：日本製　F ★★★★

■ size（mm）

WD：1640
Q　：1810

■ point

2030

1090
830

260

R stor y' s
Fram

e



23 24

115
260

2030

1080
820

Bello
−ベルロ−

R stor y' s
重厚ながら気品あふれるDesig n。昔ながらの市松模様に

突板を張り詰めたヘッドボードが好印象。木の重厚な風格に

スッキリしたレッグを組合せた斬新なデザインで、ゆったりした

時間と心地よい眠りを誘います。

優雅なひと時、満ち足りた朝を迎えるために、
極上の眠りをお届けします。

サイズ（mm） フレーム税込価格

WD 1620×2030×1080（FH260） ¥308,000
Q 1780×2030×1080（FH260） ¥352,000

ベルロ

材質：天然木・
          天然木突板（ポプラ材 / ウォールナット）
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：スノコ
産地：日本製　F ★★★★

■ size（mm）

WD：1620
Q　：1780

■ point

Fram
e
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115・170

R stor y' s

Remimo
−リミーモ−

Avrora R
−アブローラ		アール−

R stor y' s

非接触充電に対応したスマホを置くだけで充電できます。
この製品はワイヤレス充電の規格 “Qi（チー）” に準拠しています。“Qi”
マークの付いた端末ならプレートの上に置くだけで簡単に充電できます。
天板に非接触の充電パッドが内蔵されています。

アブローラR

リミーモ

上質でしなやかな本革張りベッド。ソファー感覚にこだわった柔らかさと寝心地の良さが自慢。
カラーは寝室の雰囲気に合わせて６色から選べます。

最上級のレザーと最上級のマットレスは
あなたを柔らかく優しく包み込み、極上の眠りにお誘いします。

材質：本革張り
特徴：総革張り

［ 受注生産品 ］納期はご注文から約40日かかります。

材質：プリント化粧板（抗菌コート）
特徴：［S,M］スライドコンセント1個（1400Wまで）
　　　LED照明1個・Qiワイヤレス充電1個

　［D,WD］スライドコンセント2個・LED照明2個
　　　Qiワイヤレス充電1個
産地：日本製　F ★★★★

■ point

ハイ ロー

ワイヤレス給電Qiを内蔵したスタイリッシュなヘッドキャビネットです。
スマートフォンの充電にとても便利です。コンセントとLEDランプも装備しております。

サイズ（mm） フレーム税込価格

S 980×2160×850（FH205・260） ¥126,500
M 1230×2160×850（FH205・260） ¥148,500
D 1410×2160×850（FH205・260） ¥176,000

WD 1550×2160×850（FH205・260） ¥192,500

■ size（mm） ■ style レッグタイプ

S 　：980
M　：1230
D　：1410
WD：1550

205・260

2160

850
645・590

サイズ（mm） フレーム税込価格

S 1230×2270×950（FH250） ¥429,000
M 1480×2270×950（FH250） ¥451,000
D 1660×2270×950（FH250） ¥473,000

WD 1800×2270×950（FH250） ¥495,000

2270

950
700

250

S 　：1230
M　：1480
D　：1660
WD：1800

■ size（mm）

シンプルさの中に快適な睡眠を求めて、心地よい目覚めの朝を迎える。

Fram
e

［レッグタイプの脚の色] ダークブラウン、ナチュラル：同色　　グレージュ：ブラック

■ co lo r  ：6色

HC242 HC942HC445 HQ151 HC443HC342

■ co lo r  ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

■ point

color
HQ151
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シンプルゆえに飽きのこないカルムファインシリーズ
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リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
詳細寸法

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm

FBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 980×2070×900 ¥198,000 ¥209,000
M 1230×2070×900 ¥220,000 ¥231,000
D 1410×2070×900 ¥242,000 ¥253,000

WD 1550×2070×900 ¥264,000 ¥275,000
FSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 980×2070×900 ¥198,000 ¥209,000
M 1230×2070×900 ¥220,000 ¥231,000
D 1410×2070×900 ¥242,000 ¥253,000

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

FD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 985×2070×900 ¥154,000

-
M 1235×2070×900 ¥170,500
D 1415×2070×900 ¥187,000

WD 1555×2070×900 ¥203,500
FD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 980×2070×900 ¥132,000 ¥143,000 本体税込価格

M 1230×2070×900 ¥148,500 ¥159,500 +¥11,000
D 1410×2070×900 ¥165,000 ¥176,000

WD 1550×2070×900 ¥181,500 ¥192,500

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

F［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 980×2070×900 ¥121,000 ¥132,000 本体税込価格

M 1230×2070×900 ¥137,500 ¥148,500 +¥11,000
D 1410×2070×900 ¥154,000 ¥165,000

WD 1550×2070×900 ¥170,500 ¥181,500
FLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 980×2070×900 ¥121,000
M 1230×2070×900 ¥137,500
D 1410×2070×900 ¥154,000

WD 1550×2070×900 ¥170,500
＊収納無しタイプのみ対応

Calm fine

Fram
e
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Calm fine
シンプルデザイン
セミオーダーシステム

ダークブラウン

■ color ：1色

S 　：980
M　：1230
D　：1410
WD：1550

［FDDXのみ］
S 　：985
M　：1235
D　：1415
WD：1555

■ size（mm）

ハイ：170
ロー：115

2070

900
ハイ：260
ロー：205

ハイ：640
ロー：695

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①565
②640

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］

フィアロ

お洒落で洗練された矢羽根貼りデザイン。
大きく後方に反ったスタイリッシュな存在感
のあるフレームです。

材質：突板（矢羽根模様）貼り　
　　　　プリント化粧板（抗菌コート）
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：[FLG ] 二段レッグ（ハイ・ロー）
　　　[FD（DX）] 上取っ手
産地：日本製　F★★★★

詳細寸法
＊ FBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）
　 /脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）
＊ FSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335） 
＊ FD/FDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ FLGレッグタイプ床下空間 H170mm （FH260）・H115mm（FH205）
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引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

FD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 985×1990×860 ¥110,000

-
M 1235×1990×860 ¥126,500
D 1415×1990×860 ¥143,000

WD 1555×1990×860 ¥159,500
FD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 985×1990×860 ¥88,000 ¥99,000 本体税込価格

M 1235×1990×860 ¥104,500 ¥115,500 +¥11,000
D 1415×1990×860 ¥121,000 ¥132,000

WD 1555×1990×860 ¥137,500 ¥148,500

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

F［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 985×1990×860 ¥77,000 ¥88,000 本体税込価格

M 1235×1990×860 ¥93,500 ¥104,500 +¥11,000
D 1415×1990×860 ¥110,000 ¥121,000

WD 1555×1990×860 ¥126,500 ¥137,500
FLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 985×1990×860 ¥77,000
M 1235×1990×860 ¥93,500
D 1415×1990×860 ¥110,000

WD 1555×1990×860 ¥126,500
＊収納無しタイプのみ対応

取っ手を上に付けた専用引出し。下が広く取れる細型サイドフレーム。
全てに理由があります。

Calm fine

Fram
e

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335 FH 450
オプション

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm 収納（深さ）38cm

FBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 985×1990×860 ¥154,000 ¥165,000 ¥176,000
M 1235×1990×860 ¥176,000 ¥187,000 ¥198,000
D 1415×1990×860 ¥198,000 ¥209,000 ¥220,000

WD 1555×1990×860 ¥220,000 ¥231,000 ¥242,000
FSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

- -

S 985×1990×860 ¥154,000 ¥165,000
M 1235×1990×860 ¥176,000 ¥187,000
D 1415×1990×860 ¥198,000 ¥209,000

ー - -

Calm fine

■ color ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

S 　：985
M　：1235
D　：1415
WD：1555

■ size（mm）

詳細寸法
＊ FBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）,H380（FH450）
　 / 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）,H380（FH450）
＊ FSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335）
＊ FD/FDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ FLGレッグタイプ床下空間 H170mm （FH260）・H115mm（FH205）

401F
材質：プリント化粧板（抗菌コート）　　天然木
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：［FD（DX）］上取っ手［FLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
産地：日本製　F★★★★

ハイ：170
ロー：115

1990

860
ハイ：260
ロー：205

ハイ：600
ロー：655

［レッグタイプ］

①FH：450
②FH：335
③FH：260

①410
②525
③600

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］
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Calm fine

Fram
e

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335 FH 450
オプション

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm 収納（深さ）38cm

CBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 980×2080×860 ¥176,000 ¥187,000 ¥198,000
M 1230×2080×860 ¥198,000 ¥209,000 ¥220,000
D 1410×2080×860 ¥220,000 ¥231,000 ¥242,000

WD 1550×2080×860 ¥242,000 ¥253,000 ¥264,000
CSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

- -

S 980×2080×860 ¥176,000 ¥187,000
M 1230×2080×860 ¥198,000 ¥209,000
D 1410×2080×860 ¥220,000 ¥231,000

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

CD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 985×2080×860 ¥132,000

-
M 1235×2080×860 ¥148,500
D 1415×2080×860 ¥165,000

WD 1555×2080×860 ¥181,500
CD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 980×2080×860 ¥110,000 ¥121,000 本体税込価格

M 1230×2080×860 ¥126,500 ¥137,500 +¥11,000
D 1410×2080×860 ¥143,000 ¥154,000

WD 1550×2080×860 ¥159,500 ¥170,500

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

C［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 980×2080×860 ¥99,000 ¥110,000 本体税込価格

M 1230×2080×860 ¥115,500 ¥126,500 +¥11,000
D 1410×2080×860 ¥132,000 ¥143,000

WD 1550×2080×860 ¥148,500 ¥159,500
CLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 980×2080×860 ¥99,000
M 1230×2080×860 ¥115,500
D 1410×2080×860 ¥132,000

WD 1550×2080×860 ¥148,500
＊収納無しタイプのみ対応

Calm fine

小スペースでも安心な薄型キャビネットタイプ。
縦の木目が美しいシンプルなスクエア型のデザインです。

S 　：980
M　：1230
D　：1410
WD：1550

［FDDXのみ］
S 　：985
M　：1235
D　：1415
WD：1555

■ size（mm）

■ color ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

401C

材質：プリント化粧板（抗菌コート）　　天然木
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：スライドコンセント2個（1400Wまで）　USB電源（5V2A）1個
　　　［CD（DX）］上取っ手［CLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
産地：日本製　F★★★★

詳細寸法
＊ CBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）,H380（FH450）
　 / 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）,H380（FH450）
＊ CSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335） 
＊ CD/CDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ CLGレッグタイプ床下空間 H170mm（FH260）・H115mm（FH205）

ハイ：170
ロー：115

2080

860
ハイ：260
ロー：205

ハイ：600
ロー：655

［レッグタイプ］

①FH：450
②FH：335
③FH：260

①410
②525
③600

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］
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Calm fine

Fram
e

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm

FBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 1045×2070×870 ¥181,500 ¥192,500
M 1295×2070×870 ¥203,500 ¥214,500
D 1475×2070×870 ¥225,500 ¥236,500

WD 1615×2070×870 ¥247,500 ¥258,500
FSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 1045×2070×870 ¥181,500 ¥192,500
M 1295×2070×870 ¥203,500 ¥214,500
D 1475×2070×870 ¥225,500 ¥236,500

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

FD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 1045×2070×870 ¥137,500

-
M 1295×2070×870 ¥154,000
D 1475×2070×870 ¥170,500

WD 1615×2070×870 ¥187,000
FD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 1045×2070×870 ¥115,500 ¥126,500 本体税込価格

M 1295×2070×870 ¥132,000 ¥143,000 +¥11,000
D 1475×2070×870 ¥148,500 ¥159,500

WD 1615×2070×870 ¥165,000 ¥176,000

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

F［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 1045×2070×870 ¥104,500 ¥115,500 本体税込価格

M 1295×2070×870 ¥121,000 ¥132,000 +¥11,000
D 1475×2070×870 ¥137,500 ¥148,500

WD 1615×2070×870 ¥154,000 ¥165,000
FLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 1045×2070×870 ¥104,500
M 1295×2070×870 ¥121,000
D 1475×2070×870 ¥137,500

WD 1615×2070×870 ¥154,000
＊収納無しタイプのみ対応

Calm fine

S 　：1045
M　：1295
D　：1475
WD：1615

■ size（mm）

後方に反ったラインを強調する、優雅なサイドの
彫り込みが特徴のシンプルなDesign のベッドです。

■ color ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

501F

材質：プリント化粧板（抗菌コート）　　天然木
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：［FD（DX）］上取っ手［FLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
産地：日本製　F★★★★

詳細寸法
＊ FBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）
　 / 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）
＊ FSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335）
＊ FD/FDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ FLGレッグタイプ床下空間 H170mm（FH260）・H115mm（FH205）

ハイ：170
ロー：115

2070

870
ハイ：260
ロー：205

ハイ：610
ロー：665

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①535
②610

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］
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i-Select Fram
e

　デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ
可能なイージーオーダーフレーム「i - Select」シリーズ
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Fram
e

i-Select
セミオーダーシステム

i-Select FX

レアージュ

シンプルに配置した LEDスポット照明
が優雅な空間を演出します。

材質：プリント化粧板
特徴：スライドコンセント1個（1400Wまで）
　　　USB電源（5V2A） 1個　［CLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
産地：日本製　F★★★★

リフトアップ 収納タイプ H 260 H 335 H 410
オプション

収納（深さ）20cm 収納（深さ）27.5cm 収納（深さ）35cm

CBO［リフトバックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2100×910 ¥159,500 ¥170,500 ¥181,500
M 1220×2100×910 ¥181,500 ¥192,500 ¥203,500
D 1400×2100×910 ¥203,500 ¥214,500 ¥225,500

WD 1540×2100×910 ¥225,500 ¥236,500 ¥247,500
CBO［リフトバックオープン］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2100×910 ¥143,000 ¥154,000 ¥165,000
M 1220×2100×910 ¥165,000 ¥176,000 ¥187,000
D 1400×2100×910 ¥187,000 ¥198,000 ¥209,000

WD 1540×2100×910 ¥209,000 ¥220,000 ¥231,000
H 260 H 335

CSO［リフトサイドオープン］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2100×910 ¥143,000 ¥154,000
M 1220×2100×910 ¥165,000 ¥176,000
D 1400×2100×910 ¥187,000 ¥198,000

ー - -

引出し収納タイプ H 260 H 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

CD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 970×2080×910 ¥99,000 ¥110,000 本体税込価格

M 1220×2080×910 ¥115,500 ¥126,500 +¥11,000
D 1400×2080×910 ¥132,000 ¥143,000

WD 1540×2080×910 ¥148,500 ¥159,500

収納無しタイプ H 260 H 335 オプション

C［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 970×2080×910 ¥88,000 ¥99,000 本体税込価格

M 1220×2080×910 ¥104,500 ¥115,500 +¥11,000
D 1400×2080×910 ¥121,000 ¥132,000

WD 1540×2080×910 ¥137,500 ¥148,500
CLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダーク：ダークS 970×2080×910 ¥88,000
M 1220×2080×910 ¥104,500
D 1400×2080×910 ¥121,000

WD 1540×2080×910 ¥137,500
＊収納無しタイプのみ対応

■ color ：1色

ダーク

S 　：970
M　：1220
D　：1400
WD：1540

■ size（mm）

CBO/CSO        2100
CD/C/LG         2080

詳細寸法
＊ CBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H200（FH260）,H275（FH335）,H350（FH410）
　 / 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H200（FH260）,H275（FH335）,H350（FH410）
＊ CSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H200（FH260）,H275（FH335） 
＊ CD/CDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ CLGレッグタイプ床下空間 H140mm （FH260）・H65mm（FH185）

ハイ：140
ロー：65

910
ハイ：260
ロー：185

ハイ：650
ロー：725

［レッグタイプ］

①FH：410
②FH：335
③FH：260

①500
②575
③650

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］
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ハイ：170
ロー：115

2130

870
ハイ：260
ロー：205

ハイ：610
ロー：665

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①535
②610

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］

ハイ：170
ロー：115

1990

830
ハイ：260
ロー：205

ハイ：570
ロー：625

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①495
②570

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］

i-Select FX

材質：プリント化粧板（抗菌コート）
特徴：［S・M］スライドコンセント1個（1400Wまで）
　　　USB電源（5V2A）1個・LED照明 1個

　［D・WD］スライドコンセント2個（1400Wまで）　
　　　USB電源（5V2A）2個・LED照明 2個
　　　［CD（DX）］上取っ手［CLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
産地：日本製　F★★★★

材質：プリント化粧板（抗菌コート）
オプション：LEDライト［モバイルライト（別売）¥5,000］
特徴：［S・M］スライドコンセント2個（1400Wまで）
　　　USB電源（5V2A）1個　

　［D・WD］スライドコンセント4個（1400Wまで）
　　　USB電源（5V2A）2個　
　　　［FD（DX）］上取っ手［FLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
産地：日本製　　F★★★★

Fram
e

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm

CBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2130×870 ¥170,500 ¥181,500
M 1220×2130×870 ¥192,500 ¥203,500
D 1400×2130×870 ¥214,500 ¥225,500

WD 1540×2130×870 ¥236,500 ¥247,500
CSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2130×870 ¥170,500 ¥181,500
M 1220×2130×870 ¥192,500 ¥203,500
D 1400×2130×870 ¥214,500 ¥225,500

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

CD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 980×2130×870 ¥126,500

-
M 1230×2130×870 ¥143,000
D 1410×2130×870 ¥159,500

WD 1550×2130×870 ¥176,000
CD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 970×2130×870 ¥104,500 ¥115,500 本体税込価格

M 1220×2130×870 ¥121,000 ¥132,000 +¥11,000
D 1400×2130×870 ¥137,500 ¥148,500

WD 1540×2130×870 ¥154,000 ¥165,000

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

C［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 970×2130×870 ¥93,500 ¥104,500 本体税込価格

M 1220×2130×870 ¥110,000 ¥121,000 +¥11,000
D 1400×2130×870 ¥126,500 ¥137,500

WD 1540×2130×870 ¥143,000 ¥154,000
CLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 970×2130×870 ¥93,500
M 1220×2130×870 ¥110,000
D 1400×2130×870 ¥126,500

WD 1540×2130×870 ¥143,000
＊収納無しタイプのみ対応

i-Select FX

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm

FBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×1990×830 ¥148,500 ¥159,500
M 1220×1990×830 ¥170,500 ¥181,500
D 1400×1990×830 ¥192,500 ¥203,500

WD 1540×1990×830 ¥214,500 ¥225,500
FSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×1990×830 ¥148,500 ¥159,500
M 1220×1990×830 ¥170,500 ¥181,500
D 1400×1990×830 ¥192,500 ¥203,500

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

FD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 980×1990×830 ¥104,500

-
M 1230×1990×830 ¥121,000
D 1410×1990×830 ¥137,500

WD 1550×1990×830 ¥154,000
FD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 970×1990×830 ¥82,500 ¥93,500 本体税込価格

M 1220×1990×830 ¥99,000 ¥110,000 +¥11,000
D 1400×1990×830 ¥115,500 ¥126,500

WD 1540×1990×830 ¥132,000 ¥143,000

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

F［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 970×1990×830 ¥71,500 ¥82,500 本体税込価格

M 1220×1990×830 ¥88,000 ¥99,000 +¥11,000
D 1400×1990×830 ¥104,500 ¥115,500

WD 1540×1990×830 ¥121,000 ¥132,000
FLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 970×1990×830 ¥71,500
M 1220×1990×830 ¥88,000
D 1400×1990×830 ¥104,500

WD 1540×1990×830 ¥121,000
＊収納無しタイプのみ対応

エマライト

シンプルな場所をとらないコンパクト設計。
中央のブラックラインは、鉄板を使用
したことでマグネット付きライトやメモ
張りなどが取付できます。

S 　：970
M　：1220
D　：1400
WD：1540

［FDDXのみ］
S 　：980
M　：1230
D　：1410
WD：1550

■ size（mm）

■ color ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

■ color ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

S 　：970
M　：1220
D　：1400
WD：1540

［CDDXのみ］
S 　：980
M　：1230
D　：1410
WD：1550

■ size（mm）

サンビーム

スッキリしたデザインのキャビネットタイプ。
ＬＥＤの優しい光が木漏れ日のようにキャビ
ネットを照らします。

詳細寸法
＊ CBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）,
　/ 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）,
＊ CSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335） 
＊ CD/CDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ CLG レッグタイプ床下空間 H170mm （FH260）・H115mm（FH205） 

詳細寸法
＊ FBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）
　 / 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）
＊ FSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335）
＊ FD/FDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220(FH335)
＊ FLG レッグタイプ床下空間 H170mm （FH260）・H115mm（FH205）  
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S 　：970
M　：1220
D　：1400
WD：1540

■ size（mm）

i-Select FX

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）19cm 収納（深さ）26.5cm

CBO（DX）［バックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2010×900 ¥154,000 ¥165,000
M 1220×2010×900 ¥176,000 ¥187,000
D 1400×2010×900 ¥198,000 ¥209,000

WD 1540×2010×900 ¥220,000 ¥231,000
CSO（DX）［サイドオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2010×900 ¥154,000 ¥165,000
M 1220×2010×900 ¥176,000 ¥187,000
D 1400×2010×900 ¥198,000 ¥209,000

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

CD（DX）［デラックス引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 980×2010×900 ¥110,000

-
M 1230×2010×900 ¥126,500
D 1410×2010×900 ¥143,000

WD 1550×2010×900 ¥159,500
CD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 970×2010×900 ¥88,000 ¥99,000 本体税込価格

M 1220×2010×900 ¥104,500 ¥115,500 +¥11,000
D 1400×2010×900 ¥121,000 ¥132,000

WD 1540×2010×900 ¥137,500 ¥148,500

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

C［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 970×2010×900 ¥77,000 ¥88,000 本体税込価格

M 1220×2010×900 ¥93,500 ¥104,500 +¥11,000
D 1400×2010×900 ¥110,000 ¥121,000

WD 1540×2010×900 ¥126,500 ¥137,500
CLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダークブラウン、ナチュラル：同色 
グレージュ：ブラック

S 970×2010×900 ¥77,000
M 1220×2010×900 ¥93,500
D 1400×2010×900 ¥110,000

WD 1540×2010×900 ¥126,500
＊収納無しタイプのみ対応

Fram
e

i-Select FX

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）20cm 収納（深さ）27.5cm

CBO［リフトバックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2140×860 ¥154,000 ¥165,000
M 1220×2140×860 ¥176,000 ¥187,000
D 1400×2140×860 ¥198,000 ¥209,000

WD 1540×2140×860 ¥220,000 ¥231,000
CBO［リフトバックオープン］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2140×860 ¥137,500 ¥148,500
M 1220×2140×860 ¥159,500 ¥170,500
D 1400×2140×860 ¥181,500 ¥192,500

WD 1540×2140×860 ¥203,500 ¥214,500
CSO［サイドオープン］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

S 970×2140×860 ¥137,500 ¥148,500
M 1220×2140×860 ¥159,500 ¥170,500
D 1400×2140×860 ¥181,500 ¥192,500

- - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

CD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 970×2110×860 ¥93,500 ¥104,500 本体税込価格

M 1220×2110×860 ¥110,000 ¥121,000 +¥11,000
D 1400×2110×860 ¥126,500 ¥137,500

WD 1540×2110×860 ¥143,000 ¥154,000

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

C［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 970×2110×860 ¥82,500 ¥93,500 本体税込価格

M 1220×2110×860 ¥99,000 ¥110,000 +¥11,000
D 1400×2110×860 ¥115,500 ¥126,500

WD 1540×2110×860 ¥132,000 ¥143,000
CLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダーク：ダークS 970×2110×860 ¥82,500
M 1220×2110×860 ¥99,000
D 1400×2110×860 ¥115,500

WD 1540×2110×860 ¥132,000
＊収納無しタイプのみ対応

フルボ

とてもシンプルで場所をとらない超薄型
のキャビネットタイプです。省スペース設計
ながらスマートフォンはもちろん、タブレット
PCも格納できます。

グラシア

スッキリ、スマートに収納できるキャビネット
タイプのベッドです。シングルサイズを2台
並べるとシンメトリーのデザインになります。

材質：プリント化粧板
塗装：ウレタン塗装（着色）
特徴：　［CLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
  　　　［S・M］スライドコンセント2個　（1400W）
　　　［D・WD］スライドコンセント4個　（1400W）
　　　LED照明
産地：日本製　F★★★★

S 　：970
M　：1220
D　：1400
WD：1540

［CDDXのみ］
S 　：980
M　：1230
D　：1410
WD：1550

■ size（mm）

材質：プリント化粧板（抗菌コート）
特徴：［S・M］スライドコンセント1個（1400Wまで）
　　　USB電源（5V2A）1個・LED照明 1個

　［D・WD］スライドコンセント2個（1400Wまで）　
　　　USB電源（5V2A）2個・LED照明 2個
産地：日本製　　F★★★★

■ color ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

■ color ：1色

ダーク

詳細寸法
＊ CBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H200（FH260）,H275（FH335）
　 /脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H200（FH260）,H275（FH335）
＊ CSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H200（FH260）H275（FH335）
＊ CD/CDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ CLGレッグタイプ床下空間 H140mm （FH260）・H65mm（FH185）

ハイ：170
ロー：115

2010

900
ハイ：260
ロー：205

ハイ：640
ロー：695

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①565
②640

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］

CBO/CSO        2140
CD/C/LG/EC  2110

ハイ：140
ロー：65

860
ハイ：260
ロー：185

ハイ：600
ロー：675

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①525
②600

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］

詳細寸法
＊ CBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H190（FH260）,H265（FH335）,
　/ 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H190（FH260）,H265（FH335）,
＊ CSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H190（FH260）,H265（FH335） 
＊ CD/CDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ CLG レッグタイプ床下空間 H170mm （FH260）・H115mm（FH205） 
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■ co lo r  ：1色

グレージュ

■ co lo r  ：1色

ホワイト

棚の有効寸法は、およそ100mmです。 フルオープン3段レールを採用しました。

i-Select FX

サイズ（mm） フレーム税込価格

D 1400×2090×860（FH260） ¥110,000
WD 1540×2090×860（FH260） ¥126,500
引出し収納内寸：W865×L370×H145

材質：プリント化粧板
塗装：ウレタン塗装（着色）　
特徴：スライドコンセント2個（1400Wまで）
　　　LED照明2個・3段スライドレール付　
            密閉式引出し2個付き
産地：日本製　F★★★★

クローネ

ワイドダブルサイズと、ダブルサイズ専用デザ
インのベッドです。ちょっとした物を置くの
に便利なキャビネットタイプです。コンセントと
LEDアクセントライトを左右に装着。ベッド下に
は便利な引出しが２個付いています。

D　：1400
WD：1540

150

■ size（mm）

260

2090

860
600

材質：プリント化粧板（抗菌コート）
特徴：スライドコンセント1個（1400Wまで）
産地：日本製　F★★★★

ギャラクシー

流行りのグレージュ色を基調としたシンプル
デザイン。携帯電話やリモコンなどが置ける便利
なキャビネットタイプと、場所をとらないフラット
タイプから、お選びいただけます。

S 　：970
M　：1220
D　：1400

■ size（mm）

110
230

[F]1990
[C] 2060

[F]760
[C]740

[F]530  [C] 510

サイズ（mm） フレーム税込価格

S 970×2080×840（FH230） ¥66,000
引出し収納内寸：W860×L370×H125
ボックス引出しを採用しております。

材質：プリント化粧板
特徴：スライドレール付き

密閉引出し2個付き
　　　スライドコンセント2個（1400Wまで）
産地：日本製　F★★★★

ミルキー

ミルキーは三段スライドレールが付いたキャ
ビネットタイプベッドです。携帯電話やスマー
トフォンの充電に便利な2個口コンセントが付い
ています。

970

■ size（mm）

230

2080

840
610

Fram
e

ギャラクシーF（レッグタイプのみ）
サイズ（mm） フレーム税込価格

S 970×1990×760（FH230） ¥55,000
M 1220×1990×760（FH230） ¥71,500
D 1400×1990×760（FH230） ¥88,000

ギャラクシーC（レッグタイプのみ）
サイズ（mm） フレーム税込価格

S 970×2060×740（FH230） ¥66,000
M 1220×2060×740（FH230） ¥82,500
D 1400×2060×740（FH230） ¥99,000

リフトアップ 収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）20cm 収納（深さ）27.5cm

CBO［リフトバックオープンDX］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2100×810 ¥159,500 ¥170,500
M 1220×2100×810 ¥181,500 ¥192,500
D 1400×2100×810 ¥203,500 ¥214,500

WD 1540×2100×810 ¥225,500 ¥236,500
CBO［リフトバックオープン］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

-

S 970×2100×810 ¥143,000 ¥154,000
M 1220×2100×810 ¥165,000 ¥176,000
D 1400×2100×810 ¥187,000 ¥198,000

WD 1540×2100×810 ¥209,000 ¥220,000
CSO［ サイドオープン］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格

S 970×2100×810 ¥143,000 ¥154,000
M 1220×2100×810 ¥165,000 ¥176,000
D 1400×2100×810 ¥187,000 ¥198,000

ー - -

引出し収納タイプ FH 260 FH 335
オプション

収納（深さ）14.5cm 収納（深さ）22cm

CD［片側 引出し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［ 両側引出し］

S 970×2080×810 ¥99,000 ¥110,000 本体税込価格

M 1220×2080×810 ¥115,500 ¥126,500 +¥11,000
D 1400×2080×810 ¥132,000 ¥143,000

WD 1540×2080×810 ¥148,500 ¥159,500

収納無しタイプ FH 260 FH 335 オプション

C［引出し無し］ サイズ フレーム税込価格 フレーム税込価格 ［オプションスノコ］

S 970×2080×810 ¥88,000 ¥99,000 本体税込価格

M 1220×2080×810 ¥104,500 ¥115,500 +¥11,000
D 1400×2080×810 ¥121,000 ¥132,000

WD 1540×2080×810 ¥137,500 ¥148,500
CLG［レッグ］ サイズ フレーム税込価格 [レッグタイプの脚の色]

ダーク：ダークS 970×2080×810 ¥88,000
M 1220×2080×810 ¥104,500
D 1400×2080×810 ¥121,000

WD 1540×2080×810 ¥137,500
＊収納無しタイプのみ対応

ギャラクシーC

■ co lo r  ：1色

ダーク

ギャラクシーF

S 　：970
M　：1220
D　：1400
WD：1540

■ size（mm）

モデー

ダメージウッドとブラックのカフェ風イメージ
のキャビネットベッドです。

材質：ポリエステル化粧板（木目部）　
　　　プリント化粧板（黒色）
特徴：［CLG］二段レッグ（ハイ・ロー）
　　　LED照明 1個　スライドコンセント1個
産地：日本製　F★★★★

■ color ：1色

ダーク

CBO/CSO        2100
CD/C/LG/EC  2080

ハイ：140
ロー：65

810
ハイ：260
ロー：185

ハイ：550
ロー：625

［レッグタイプ］

①FH：335
②FH：260

①475
②550

［リフトアップ収納タイプ/引出し付き収納タイプ
 /収納無しタイプ］

詳細寸法
＊ CBO DX 収納寸法 頭部側 W（S:675,M:925,D:1105,WD:1245）×L965×H200（FH260）,H275（FH335）
　 / 脚元側 W（S:845,M:1095,D:1275,WD:1415）×L865×H200（FH260）,H275（FH335）
＊ CSO DX 収納寸法 W（S:870,M:1120,D:1300）×L1675×H200（FH260）,H275（FH335） 
＊ CD/CDDX 引出し寸法 W865×L370×H145（FH260）,H220（FH335）
＊ CLGレッグタイプ床下空間 H140mm （FH260）・H65mm（FH185）
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Reclining Sofa Bed
電動リクライニングシリーズ インテグラのソファベッド

Night Table
ベッドサイドにゆとりの空間を。

価格

フレーム単品( 非課税 ) ¥275,000
910mmマット( 課税 ) ¥71,500
セット( 非課税 ) ¥340,000

リワード ワン  
低床3モータータイプ 固定脚（非課税）

多くの医療機関にご採用いただいたモデルがベースの
電動ベッドです。

サイズ 税込価格

760×460 ¥57,200

①SR-300 ウッドJJ V  DA色

材質：木材・スチール・樹脂
［ 2本1組］

サイズ 税込価格

902×460 ¥17,600

②SR-100  JJS BR色

材質：スチール・樹脂
［ 2本1組］

サイズ 税込価格

1170×460 ¥50,600

③GR-510 BR色

材質：スチール・樹脂
［1本1組］

オプションサイドレール
ベッドの上からの転落や寝具のずり落ちを防ぎます。

サイズ 税込価格

903×1879×108（FH32） ¥85,800

材質：スチール　ポリプロピレン
塗装：エポキシ樹脂粉体塗装　　
使用者荷重：100kg　185cm 以下（健常者）

電動リクライニングベッドユニットR-02

カジュアル＆スタイリッシュ。新しい電動
リクライニングベッドユニットです。

1025

■ size（mm）

2105

685
〜　
1030

床面高
265
〜　
610

［角度］背上げ：0〜75℃ 　脚上げ：0〜20℃

・高さ調節
・背上げ
・脚上げ
・背上げ・脚上げ機能

Point .1

ヒューマンライン

頭・背中・お尻・太もも・ふくらは
ぎに自然になじむ理想的な5分割の
床板構造です。

Point .2

3モータータイプ

同時操作が可能！特に最低低床高
は265mm の低床設計で安全です。

Point .3

サイドレール

ベッドの上からの転落や寝具のずり落ちを防ぐ
3種類。

Point .4

ヘッド・
フッドボード

アルコール消毒可能
で衛生的。熱や傷に
強いメラミン化粧板
を使用しました。
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ベッド時 34cm
ローポジション

39.5cm
ミッドポジション

45cm
ハイポジション

背もたれ
50cm

座面
57cm

座面の高さが3 段階調節できます。

リマト

体圧分散性に優れたスイス製インテグラフォームを詰め物
にした事で座り心地、寝心地の良いソファーベッドです。

ベッド時サイズ（mm） 税込価格

1150×1900 ¥151,800

カラー：

ネイビー ブラウン

TB-NT01
サイズ（mm）

W420×L420×H600
税込価格

¥35,200

TB-NT04
サイズ（mm）

W300×L370×H500
税込価格

¥19,800

TB-NT02
サイズ（mm）

W420×L420×H600
税込価格

¥27,500

TB-NT05
サイズ（mm）

W300×D360×H550
税込価格

¥19,800

サイズ（mm）

W200×L360×H500
税込価格

¥16,500

TB-NT06

幅広いベッドフレームデザインと合わせられます
東京ベッド製の「レッグタイプ」「引き出しなしタイプ」のベッドフレームから

お選びいただけます。（＊シングルサイズのみです。）

薄型だから、フレーム下スッキリ！
レッグタイプはお掃除も楽々、
収納を置くことも可能！

引き出しなしタイプ レッグタイプ

背上げ
0°〜65°

脚上げ
0°〜35°連動・独立

可動

薄型でも本格的なリクライニング機能
2M（モーター）タイプで背上げ・脚上げ独立可動します。

信頼のドイツメーカー製モーター使用

メンテナンス楽々樹脂製床板

障害物がはさまっても安心フリーホイール構造

■ co lo r  ：1色

ダークブラウン

■ co lo r  ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

■ co lo r  ：1色

ダークブラウン

■ co lo r  ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

■ co lo r  ：3色

ダークブラウン グレージュ ナチュラル

スライドコンセント 2 個

スライドコンセント 2 個

スライドコンセント 2 個スライドコンセント 2 個

スライドコンセント 2 個

※電動用マットレスは非課税のベッドと同時購入の場合、1本まで非課税扱いとなります。 
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fortuna amor フォルトゥーナアモール

ハンガリー産グース95%	ハンガリー認定書つき

ハンガリーの高緯度の寒さから身を守るために大きくなったホワイトグースダウンを使用。ダウンパワーが
400dp以上の高級品クラスです。 

羽毛（充填物）へ制菌加工

非常に高衛生でテクニックを要する付加加工です。抗菌をはるかに上回る力があり、においの抑制効果はもちろん、
呼吸器系への影響があり感染性の高い肺炎カン菌も抑制します。日本のメーカーで実施しているところは限られています。

アレルギ・レス

羽毛に ハウスダスト対策加工と 5大悪臭消臭加工をしております。アレルギーの原因物質（ダニの死骸、フン、花粉等） 
を吸収・結合して、くしゃみやアレルギー反応を引き起こしにくくします。さらに、汗臭、加齢臭、排せつ臭、ペット臭 、
タバコ臭などの 5 大悪臭のにおいの成分を吸着 ・分解し消臭効果もあります。

日本製
［　側地　］　ポリエステル 50% 　レーヨン 30% 　テンセル 20%

モダール・テンセルを混紡したソフトでしっとりした肌ざわり
［キルト］合掛け：立体・ラウンドネック / 肌掛け：立体・ BOX

サイズ 税込価格

S：150×210cm　合掛け0.9kg / 肌掛け0.3kg ¥184,800
D：190×210cm　合掛け1.3kg / 肌掛け0.4kg ¥228,800
Q：220×210cm　合掛け1.5kg / 肌掛け0.5kg ¥283,800

首元が広く縫い目がないのでソフト
肌掛けも高級布団と同じ立体キルト

肩と首元にやさしくフィット 立体構造で羽毛のふくらみを妨げず、
暖かい空気をたくさん含むことが出来ます

ダウンパワー
400dp以上

日本製
［　側地　］　ポリエステル 85% 　綿 15%

混紡により軽くソフトで、ドレープ性が高い
［キルト］合掛け：立体 / 肌掛け：立体

LE エルイー

ハンガリー産ダッグ90%
ハンガリー認定書つき

羽毛の産地といえば、ヨーロッパが有名で、その中で
も秀でているといわれるハンガリー産のダックを使用。
寒さから身を守るために、保温性が高く良質な羽毛
です。

羽毛はオゾン処理

ハンガリーで数回にわたり洗浄されている羽毛を
さらに、オゾン処理によって殺菌。

サイズ 税込価格

S：150×210cm　合掛け0.9kg / 肌掛け0.3kg ¥107,800
D：190×210cm　合掛け1.3kg / 肌掛け0.4kg ¥140,800
Q：220×210cm　合掛け1.5kg / 肌掛け0.5kg ¥173,800

立体でマス目が大きく保温性が高い
肌掛けも高級布団と同じ立体キルト

立体構造で羽毛のふくらみを妨げず、
暖かい空気をたくさん含むことが出来ます

ダウンパワー
350dp以上

日本製
［　側地　］　ポリエステル 50% 　レーヨン 30% 　テンセル 20%

モダール・テンセルを混紡したソフトでしっとりした肌ざわり
［キルト］合掛け：立体・ラウンドネック / 肌掛け：立体・ BOX

arcanum アルカナム

ポーランド産グース90%	ポーランド認定証つき

現地最大の羽毛メーカー　アニメックス社扱いカルパチアン地方の原毛を使用。
ポーランド産の羽毛といえば、ホワイト・コウダ種グースに限定され卵は国が管理している本物です。 

羽毛（充填物）へ制菌加工

非常に高衛生でテクニックを要する付加加工です。抗菌をはるかに上回る力があり、においの抑制効果はもちろん、
呼吸器系への影響があり感染性の高い肺炎カン菌も抑制します。日本のメーカーで実施しているところは限られています。

アレルギ・レス

羽毛に ハウスダスト対策加工と 5大悪臭消臭加工をしております。アレルギーの原因物質（ダニの死骸、フン、花粉等） 
を吸収・結合して、くしゃみやアレルギー反応を引き起こしにくくします。さらに、汗臭、加齢臭、排せつ臭、ペット臭 、
タバコ臭などの 5 大悪臭のにおいの成分を吸着 ・分解し消臭効果もあります。

サイズ 税込価格

S：150×210cm　合掛け0.9kg / 肌掛け0.3kg ¥140,800
D：190×210cm　合掛け1.3kg / 肌掛け0.4kg ¥195,800
Q：220×210cm　合掛け1.5kg / 肌掛け0.5kg ¥242,000

首元が広く縫い目がないのでソフト
肌掛けも高級布団と同じ立体キルト

肩と首元にやさしくフィット 立体構造で羽毛のふくらみを妨げず、
暖かい空気をたくさん含むことが出来ます

ダウンパワー
370dp以上
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Down Quilt
羽毛布団

制菌加工

充填物（羽毛）充填物（羽毛）

10年保証10年保証
側地及び縫製部分側地及び縫製部分

3年保証3年保証

制菌加工

充填物（羽毛）充填物（羽毛）

10年保証10年保証
側地及び縫製部分側地及び縫製部分

3年保証3年保証

充填物（羽毛）充填物（羽毛）

10年保証10年保証
側地及び縫製部分側地及び縫製部分

3年保証3年保証



自由に曲がるくねくね抱き枕「クリンピー」

自由自在にくねくね動くので、用途にあった
お好みの形にアレンジできます。

三次元構造

横向き寝・仰向き寝・マタニティ・クッションとして
形を変えてマルチに使えるクリンピー。

マルチに使える抱き枕

銀イオンの効果で快適におやすみになれます。

銀イオン効果

抗菌
防臭 防ダニ 防カビ 消臭 抗菌

寝ころんだまま
本が読める！

STYLE .1
棒状なので
首がラクラク！

STYLE .2
自分スタイルに

自由にアレンジ可能！

STYLE .3

51

サイズ（mm） 税込価格

約1000×160 ¥15,180

自由に曲がるくねくね抱き枕「クリンピー」
 素材 ：  側生地ポリエステル　100%・中袋ポリエステル100%
              中芯ポリプロピレン（PP）100%  ・本体ウレタンフォーム100%

サイズ（mm） 税込価格

約1000×160 ¥3,080

別売り専用カバー
 素材 ：  綿 60%・ポリエステル 40%
色　：ベージュ 

52

サイズ ベッドパッド マットレスカバー 税込価格

S 970×1950 970×1950×350 ¥8,800
M 1220×1950 1220×1950×350 ¥11,000
D 1400×1950 1400×1950×350 ¥13,200

■ 快眠3 層構造
❶ 上部：高反発ウレタン
特殊なカッティングにより通気性に優れ、
自然なフィット感を追求。

❷ 中央部：炭入り低反発ウレタン
炭入り低反発で頭部の圧力を分散します。

❸ 下部：高反発ウレタン
頭部をサポートし、スリットのカッティングを
することで蒸れ感を抑えます。

表面

裏面

銀イオンの効果

抗菌
防臭 防ダニ 防カビ 消臭 抗菌

■ 銀イオン加工カバー付
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羊毛ベッドパッド １枚

ドライクリーニング
寝心地重視の天然素材
なので必要に応じて

ドライクリーニングを

抗菌防臭加工
ベッドパッドの側生地
が菌の増殖を抑え清潔

ズレにくいゴム付き
ズレにくい4ヶ所の

ゴム付き

マットレスカバー 2枚

コットン100%
心地よい肌触りの

綿100%

抗菌防臭加工
側生地が菌の増殖を

抑え清潔

厚手マットレスOK
厚さ30cmのマットレス

にも対応

ベッドパッド １枚

イージーケア
ウォッシャブルで

乾きやすい

抗菌防臭加工
ベッドパッドの側生地
が菌の増殖を抑え清潔

ズレにくいゴム付き
ズレにくい4ヶ所の

ゴム付き

マットレスカバー 2枚

コットン100%
心地よい肌触りの

綿100%

厚手マットレスOK
厚さ30cmのマットレス

にも対応

クイック3点セット

 3点パック　　色：オフホワイト
［ ベッド パッド ］ 側地：綿60%・ポリエステル40%

詰物：ポリエステル100%
［マットレスカバー］綿100%

サイズ ベッドパッド マットレスカバー 税込価格

S 970×1950 970×1950×350 ¥19,580
M 1220×1950 1220×1950×350 ¥21,780
D 1400×1950 1400×1950×350 ¥25,080

WD 1540×1950 1540×1950×350 ¥27,280

羊毛クイック3点セット

 3点パック　　色：ベージュ
［ ベッド パッド ］ 側地：綿100%　詰物：羊毛（ドイツ産）100%
［マットレスカバー］綿100%

 素材 ：  側生地ポリエステル　100%
　中袋ポリエステル100%
中材ウレタンフォーム100%

 素材 ：  ポリエステル　100%

サイズ（mm） 税込価格

約700×380 ¥17,380

サイズ（mm） 税込価格

約700×380 ¥3,080

銀の匠

別売り専用カバー

抗菌防臭効果のある銀イオン
カバー付き　横寝対応ワイド
70cmサイズ。




