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表面材：プリント化粧繊維板・メラミン化粧繊維板
床板：スノコ
原産国：中国

XⅡ series
XⅡシリーズ

マットレス別売

ヘッド5タイプ×ボトム3タイプ×4カラー×S・SD・Dサイズ対応
計180通りからお選びいただけます。

フラット

ダニーXⅡ

24cm

レッグ
24cm

引出し
30cm

深引き

宮付
Wスライドコンセント付

ラスティXⅡ

宮付
Wスライドコンセント付
LEDライト付

ルーベンXⅡ

ライナスXⅡ
宮付
Wスライドコンセント付
LEDライト付
両サイド袖棚付

フランクXⅡ
宮付
Wスライドコンセント付
LEDライト付
両サイド袖棚付

ホワイト
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ナチュラル ブラウン ダークブラウン

TYPE（ヘッド）

TYPE（ボトム）

Color

10cm
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TYPE（ヘッド）

ダニーXⅡ

TYPE（ボトム）

レッグ

S

価格（サイズ別） ホワイト ナチュラル ブラウン ダークブラウン
本体
価格 ¥43,000（税別）（7.9才） 【0030798】Sベッド レッグ

（ホワイト） 【0030708】Sベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030753】Sベッド レッグ

（ブラウン） 【0030843】Sベッド レッグ
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥47,000（税別）（8.9才） 【0030799】SDベッド レッグ

（ホワイト） 【0030709】SDベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030754】SDベッド レッグ

（ブラウン） 【0030844】SDベッド レッグ
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥54,000（税別）（10才） 【0030800】Dベッド レッグ

（ホワイト） 【0030710】Dベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030755】Dベッド レッグ

（ブラウン） 【0030845】Dベッド レッグ
（ダークブラウン）

引出し

S 本体
価格 ¥53,000（税別）（11.7才）【0030801】Sベッド 引出し

（ホワイト） 【0030711】Sベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030756】Sベッド 引出し

（ブラウン） 【0030846】Sベッド 引出し
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥58,000（税別）（12.8才）【0030802】SDベッド 引出し

（ホワイト） 【0030712】SDベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030757】SDベッド 引出し

（ブラウン） 【0030847】SDベッド 引出し
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥66,000（税別）（13.8才）【0030803】Dベッド 引出し

（ホワイト） 【0030713】Dベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030758】Dベッド 引出し

（ブラウン） 【0030848】Dベッド 引出し
（ダークブラウン）

深引き

S 本体
価格 ¥60,000（税別）（13.4才）【0030804】Sベッド 深引き

（ホワイト） 【0030714】Sベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030759】Sベッド 深引き

（ブラウン） 【0030849】Sベッド 深引き
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥66,000（税別）（14.6才）【0030805】SDベッド 深引き

（ホワイト） 【0030715】SDベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030760】SDベッド 深引き

（ブラウン） 【0030850】SDベッド 深引き
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥75,000（税別）（15.6才）【0030806】Dベッド 深引き

（ホワイト） 【0030716】Dベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030761】Dベッド 深引き

（ブラウン） 【0030851】Dベッド 深引き
（ダークブラウン）

レッグ

S 本体
価格 ¥45,000（税別）（13.3才）【0030807】Sベッド レッグ

（ホワイト） 【0030717】Sベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030762】Sベッド レッグ

（ブラウン） 【0030852】Sベッド レッグ
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥52,000（税別）（15.6才）【0030808】SDベッド レッグ

（ホワイト） 【0030718】SDベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030763】SDベッド レッグ

（ブラウン） 【0030853】SDベッド レッグ
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥61,000（税別）（17.8才）【0030809】Dベッド レッグ

（ホワイト） 【0030719】Dベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030764】Dベッド レッグ

（ブラウン） 【0030854】Dベッド レッグ
（ダークブラウン）

引出し

S 本体
価格 ¥55,000（税別）（17.1才）【0030810】Sベッド 引出し

（ホワイト） 【0030720】Sベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030765】Sベッド 引出し

（ブラウン） 【0030855】Sベッド 引出し
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥63,000（税別）（19.5才）【0030811】SDベッド 引出し

（ホワイト） 【0030721】SDベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030766】SDベッド 引出し

（ブラウン） 【0030856】SDベッド 引出し
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥73,000（税別）（21.6才）【0030812】Dベッド 引出し

（ホワイト） 【0030722】Dベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030767】Dベッド 引出し

（ブラウン） 【0030857】Dベッド 引出し
（ダークブラウン）

深引き

S 本体
価格 ¥62,000（税別）（18.8才）【0030813】Sベッド 深引き

（ホワイト） 【0030723】Sベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030768】Sベッド 深引き

（ブラウン） 【0030858】Sベッド 深引き
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥71,000（税別）（21.3才）【0030814】SDベッド 深引き

（ホワイト） 【0030724】SDベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030769】SDベッド 深引き

（ブラウン） 【0030859】SDベッド 深引き
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥82,000（税別）（23.4才）【0030815】Dベッド 深引き

（ホワイト） 【0030725】Dベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030770】Dベッド 深引き

（ブラウン） 【0030860】Dベッド 深引き
（ダークブラウン）

レッグ

S 本体
価格 ¥48,000（税別）（13.3才）【0030825】Sベッド レッグ

（ホワイト） 【0030735】Sベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030780】Sベッド レッグ

（ブラウン） 【0030870】Sベッド レッグ
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥53,000（税別）（15.6才）【0030826】SDベッド レッグ

（ホワイト） 【0030736】SDベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030781】SDベッド レッグ

（ブラウン） 【0030871】SDベッド レッグ
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥62,000（税別）（17.8才）【0030827】Dベッド レッグ

（ホワイト） 【0030737】Dベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030782】Dベッド レッグ

（ブラウン） 【0030872】Dベッド レッグ
（ダークブラウン）

引出し

S 本体
価格 ¥58,000（税別）（17.1才）【0030828】Sベッド 引出し

（ホワイト） 【0030738】Sベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030783】Sベッド 引出し

（ブラウン） 【0030873】Sベッド 引出し
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥64,000（税別）（19.5才）【0030829】SDベッド 引出し

（ホワイト） 【0030739】SDベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030784】SDベッド 引出し

（ブラウン） 【0030874】SDベッド 引出し
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥74,000（税別）（21.6才）【0030830】Dベッド 引出し

（ホワイト） 【0030740】Dベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030785】Dベッド 引出し

（ブラウン） 【0030875】Dベッド 引出し
（ダークブラウン）

深引き

S 本体
価格 ¥65,000（税別）（18.8才）【0030831】Sベッド 深引き

（ホワイト） 【0030741】Sベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030786】Sベッド 深引き

（ブラウン） 【0030876】Sベッド 深引き
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥72,000（税別）（21.3才）【0030832】SDベッド 深引き

（ホワイト） 【0030742】SDベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030787】SDベッド 深引き

（ブラウン） 【0030877】SDベッド 深引き
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥83,000（税別）（23.4才）【0030833】Dベッド 深引き

（ホワイト） 【0030743】Dベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030788】Dベッド 深引き

（ブラウン） 【0030878】Dベッド 深引き
（ダークブラウン）

レッグ

S 本体
価格 ¥55,000（税別）（13.3才）【0030816】Sベッド レッグ

（ホワイト） 【0030726】Sベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030771】Sベッド レッグ

（ブラウン） 【0030861】Sベッド レッグ
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥62,000（税別）（15.6才）【0030817】SDベッド レッグ

（ホワイト） 【0030727】SDベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030772】SDベッド レッグ

（ブラウン） 【0030862】SDベッド レッグ
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥72,000（税別）（17.8才）【0030818】Dベッド レッグ

（ホワイト） 【0030728】Dベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030773】Dベッド レッグ

（ブラウン） 【0030863】Dベッド レッグ
（ダークブラウン）

引出し

S 本体
価格 ¥65,000（税別）（17.1才）【0030819】Sベッド 引出し

（ホワイト） 【0030729】Sベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030774】Sベッド 引出し

（ブラウン） 【0030864】Sベッド 引出し
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥73,000（税別）（19.5才）【0030820】SDベッド 引出し

（ホワイト） 【0030730】SDベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030775】SDベッド 引出し

（ブラウン） 【0030865】SDベッド 引出し
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥84,000（税別）（21.6才）【0030821】Dベッド 引出し

（ホワイト） 【0030731】Dベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030776】Dベッド 引出し

（ブラウン） 【0030866】Dベッド 引出し
（ダークブラウン）

深引き

S 本体
価格 ¥72,000（税別）（18.8才）【0030822】Sベッド 深引き

（ホワイト） 【0030732】Sベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030777】Sベッド 深引き

（ブラウン） 【0030867】Sベッド 深引き
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥81,000（税別）（21.3才）【0030823】SDベッド 深引き

（ホワイト） 【0030733】SDベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030778】SDベッド 深引き

（ブラウン） 【0030868】SDベッド 深引き
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥93,000（税別）（23.4才）【0030824】Dベッド 深引き

（ホワイト） 【0030734】Dベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030779】Dベッド 深引き

（ブラウン） 【0030869】Dベッド 深引き
（ダークブラウン）

Sベッド：
W990×L1997×H860mm
SDベッド：
W1220×L1997×H860mm
Dベッド：
W1420×L1997×H860mm

ラスティXⅡ

Sベッド：
W990×L2110×H900mm
SDベッド：
W1220×L2110×H900mm
Dベッド：
W1420×L2110×H900mm

レッグ

S 本体
価格 ¥59,000（税別）（13.3才）【0030834】Sベッド レッグ

（ホワイト） 【0030744】Sベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030789】Sベッド レッグ

（ブラウン） 【0030879】Sベッド レッグ
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥64,000（税別）（15.6才）【0030835】SDベッド レッグ

（ホワイト） 【0030745】SDベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030790】SDベッド レッグ

（ブラウン） 【0030880】SDベッド レッグ
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥73,000（税別）（17.8才）【0030836】Dベッド レッグ

（ホワイト） 【0030746】Dベッド レッグ
（ナチュラル） 【0030791】Dベッド レッグ

（ブラウン） 【0030881】Dベッド レッグ
（ダークブラウン）

引出し

S 本体
価格 ¥69,000（税別）（17.1才）【0030837】Sベッド 引出し

（ホワイト） 【0030747】Sベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030792】Sベッド 引出し

（ブラウン） 【0030882】Sベッド 引出し
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥75,000（税別）（19.5才）【0030838】SDベッド 引出し

（ホワイト） 【0030748】SDベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030793】SDベッド 引出し

（ブラウン） 【0030883】SDベッド 引出し
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥85,000（税別）（21.6才）【0030839】Dベッド 引出し

（ホワイト） 【0030749】Dベッド 引出し
（ナチュラル） 【0030794】Dベッド 引出し

（ブラウン） 【0030884】Dベッド 引出し
（ダークブラウン）

深引き

S 本体
価格 ¥76,000（税別）（18.8才）【0030840】Sベッド 深引き

（ホワイト） 【0030750】Sベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030795】Sベッド 深引き

（ブラウン） 【0030885】Sベッド 深引き
（ダークブラウン）

SD 本体
価格 ¥83,000（税別）（21.3才）【0030841】SDベッド 深引き

（ホワイト） 【0030751】SDベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030796】SDベッド 深引き

（ブラウン） 【0030886】SDベッド 深引き
（ダークブラウン）

D 本体
価格 ¥94,000（税別）（23.4才）【0030842】Dベッド 深引き

（ホワイト） 【0030752】Dベッド 深引き
（ナチュラル） 【0030797】Dベッド 深引き

（ブラウン） 【0030887】Dベッド 深引き
（ダークブラウン）

ルーベンXⅡ

Sベッド：
W990×L2150×H900mm
SDベッド：
W1220×L2150×H900mm
Dベッド：
W1420×L2150×H900mm

ライナスXⅡ

Sベッド：
W990×L2110×H900mm
SDベッド：
W1220×L2110×H900mm
Dベッド：
W1420×L2110×H900mm

フランクXⅡ

Sベッド：
W1000×L2110×H900mm
SDベッド：
W1230×L2110×H900mm
Dベッド：
W1430×L2110×H900mm
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表面材：プリント化粧繊維板
　　　  メラミン化粧繊維板
床板：不織布
ライト付
Wスライドコンセント付
原産国：中国
マットレス別売

Husky
ハスキー

【0014425】
Sベッド
（ダークブラウン）

【0014424】（13.4才）
Sベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥53,000（税別）
W1000×L2125×H820（230）mm

【0014427】
SDベッド
（ダークブラウン）

【0014426】（15.3才）
SDベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥62,000（税別）
W1230×L2125×H820（230）mm

【0014429】
Dベッド
（ダークブラウン）

【0014428】（17才）
Dベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥71,000（税別）
W1430×L2125×H820（230）mm

コンセント ライト付

表面材：メラミン化粧繊維板
床板：不織布
Wスライドコンセント付
原産国：中国
マットレス別売

Sueno Ⅱ
スエーノ Ⅱ

【0026586】
Sベッド
（ブラウン）

【0026584】（7.6才）
Sベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥35,000（税別）
W980×L2083×H800（230）mm

【0026585】（10.3才）
Dベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥54,000（税別）
W1410×L2083×H800（230）mm

【0026587】
Dベッド
（ブラウン）

表面材：プリント化粧繊維板
床板：不織布
原産国：中国
マットレス別売

Beans Ⅱ
ビンズ Ⅱ

【0029689】（6.3才）
Sベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥30,000（税別）
W980×L2030×H800（230）mm

【0029690】
Sベッド
（ブラウン）

コンセント
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【0029428】（13.2才）
Sベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥56,000（税別）
W990×L2085×H800（230）mm

【0029431】
Sベッド
（ブラウン）

【0029429】（14.9才）
SDベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥65,000（税別）
W1220×L2085×H800（230）mm

【0029432】
SDベッド
（ブラウン）

【0029430】（16.3才）
Dベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥74,000（税別）
W1420×L2085×H800（230）mm

【0029433】
Dベッド
（ブラウン）

【0029448】（10.9才）
Sベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥56,000（税別）
W990×L2050×H800（230）mm

【0029451】
Sベッド
（ブラウン）

【0029449】（12.3才）
SDベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥65,000（税別）
W1220×L2050×H800（230）mm

【0029452】
SDベッド
（ブラウン）

【0029450】（13.5才）
Dベッド
（ナチュラル）

本体価格 ¥74,000（税別）
W1420×L2050×H800（230）mm

【0029453】
Dベッド
（ブラウン）

表面材：プリント化粧繊維板・メラミン化粧繊維板
床板：不織布
LEDライト付・Wスライドコンセント付
袖棚付
引出し（2杯）付
原産国：中国

Pomera
ポメラ

マットレス別売

コンセント ライト付

表面材：プリント化粧繊維板・メラミン化粧繊維板
床板：不織布
Wスライドコンセント付
引出し（2杯）付
原産国：中国

Miguel
ミゲル

マットレス別売

コンセント

ライト部分

【0036220】（14.1才）
Sベッド
（メープル）

本体価格 ¥51,000（税別）
W980×L2060×H800（230）mm

【0036212】
Sベッド
（ナチュラル）

【0036216】
Sベッド
（ブラウン）

Passio
パシオ

表面材：メラミン化粧板
床板：不織布
Wスライドコンセント付・ライト付
引出し（2杯）付
原産国：中国

コンセント ライト付

マットレス別売
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表面材：プリント化粧繊維板・メラミン化粧繊維板
床板：不織布
LEDライト付
コンセント付
袖棚付
BOXタイプのみ引出し（2杯）付
原産国：中国

Sono
ソノ

マットレス別売

【0033627】
Sベッド（LEG）
（ナチュラル）

【0033629】
SDベッド（LEG）
（ナチュラル）

【0033631】
Dベッド（LEG）
（ナチュラル）

【0033628】（10.2才）
Sベッド（LEG）
（ブラウン）

本体価格 ¥42,000（税別）
W980×L2085×H800（230）mm

【0033630】（12才）
SDベッド（LEG）
（ブラウン）

本体価格 ¥51,000（税別）
W1210×L2085×H800（230）mm

【0033632】（13.6才）
Dベッド（LEG）
（ブラウン）

本体価格 ¥60,000（税別）
W1410×L2085×H800（230）mm

【0033644】
Sベッド（BOX）
（ナチュラル）

【0033646】
SDベッド（BOX）
（ナチュラル）

【0033648】
Dベッド（BOX）
（ナチュラル）

【0033645】（14.2才）
Sベッド（BOX）
（ブラウン）

本体価格 ¥55,000（税別）
W980×L2085×H800（230）mm

【0033647】（16才）
SDベッド（BOX）
（ブラウン）

本体価格 ¥64,000（税別）
W1210×L2085×H800（230）mm

【0033649】（17.6才）
Dベッド（BOX）
（ブラウン）

本体価格 ¥74,000（税別）
W1410×L2085×H800（230）mm

【0033665】
Sベッド（LEG）
（ナチュラル）

【0033667】
SDベッド（LEG）
（ナチュラル）

【0033669】
Dベッド（LEG）
（ナチュラル）

【0033666】（8.6才）
Sベッド（LEG）
（ブラウン）

本体価格 ¥39,000（税別）
W980×L2085×H800（230）mm

【0033668】（10.4才）
SDベッド（LEG）
（ブラウン）

本体価格 ¥49,000（税別）
W1210×L2085×H800（230）mm

【0033670】（12才）
Dベッド（LEG）
（ブラウン）

本体価格 ¥58,000（税別）
W1410×L2085×H800（230）mm

【0033682】
Sベッド（BOX）
（ナチュラル）

【0033684】
SDベッド（BOX）
（ナチュラル）

【0033686】
Dベッド（BOX）
（ナチュラル）

【0033683】（14.2才）
Sベッド（BOX）
（ブラウン）

本体価格 ¥54,000（税別）
W980×L2085×H800（230）mm

【0033685】（16才）
SDベッド（BOX）
（ブラウン）

本体価格 ¥63,000（税別）
W1210×L2085×H800（230）mm

【0033687】（17.6才）
Dベッド（BOX）
（ブラウン）

本体価格 ¥72,000（税別）
W1410×L2085×H800（230）mm

コンセント ライト付

表面材：プリント化粧繊維板・メラミン化粧繊維板
床板：不織布
LEDライト付
コンセント付
BOXタイプのみ引出し（2杯）付
原産国：中国

Dormir
ドルミール

マットレス別売

コンセント ライト付

10cm

10cm

表面材：エナメル塗装
床板：スノコ
LEDライト付
Wスライドコンセント付
引出し（3杯）付
原産国：中国

Kentucky
ケンタッキー

コンセントライト付

マットレス別売

地域オリジナル

表面材：オーク材・ウレタン樹脂塗装
脚：ラバーウッド
床板：不織布
原産国：ベトナム

Cycle
サイクル

マットレス別売

【0036940】（16.8才）
Sベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥68,000（税別）
W980×L2101×H800（230）mm

【0036944】（18.8才）
SDベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥84,000（税別）
W1210×L2101×H800（230）mm

【0039593】（9.2才）
Sベッド
（ブラウン）

本体価格 ¥80,000（税別）
W1100×L2040×H650（225）mm

【0036948】（20.6才）
Dベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥101,000（税別）
W1410×L2101×H800（230）mm

【0036952】
Sベッド
（ブラック）

【0036956】
SDベッド
（ブラック）

【0036960】
Dベッド
（ブラック）

16cm

【0039599】
Sベッド
（ナチュラル）

表面材：アカシア材・ウレタン樹脂塗装
脚：ラバーウッド
床板：不織布
原産国：ベトナム

Mimosa
ミモザ

マットレス別売

【0039581】（9.2才）
Sベッド
（ブラウン）

本体価格 ¥85,000（税別）
W1100×L2040×H650（225）mm

16cm

【0039587】
Sベッド
（ナチュラル）
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表面材：エナメル塗装
床板：スノコ
LEDライト付
Wスライドコンセント付
引出し（3杯）付
原産国：中国

Kentucky
ケンタッキー

コンセントライト付

マットレス別売

地域オリジナル

表面材：オーク材・ウレタン樹脂塗装
脚：ラバーウッド
床板：不織布
原産国：ベトナム

Cycle
サイクル

マットレス別売

【0036940】（16.8才）
Sベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥68,000（税別）
W980×L2101×H800（230）mm

【0036944】（18.8才）
SDベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥84,000（税別）
W1210×L2101×H800（230）mm

【0039593】（9.2才）
Sベッド
（ブラウン）

本体価格 ¥80,000（税別）
W1100×L2040×H650（225）mm

【0036948】（20.6才）
Dベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥101,000（税別）
W1410×L2101×H800（230）mm

【0036952】
Sベッド
（ブラック）

【0036956】
SDベッド
（ブラック）

【0036960】
Dベッド
（ブラック）

16cm

【0039599】
Sベッド
（ナチュラル）

表面材：アカシア材・ウレタン樹脂塗装
脚：ラバーウッド
床板：不織布
原産国：ベトナム

Mimosa
ミモザ

マットレス別売

【0039581】（9.2才）
Sベッド
（ブラウン）

本体価格 ¥85,000（税別）
W1100×L2040×H650（225）mm

16cm

【0039587】
Sベッド
（ナチュラル）
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コンセント ライト付

コンセント ライト付

【0033703】（13.8才）
Sタタミベッド（イ草セット）※イ草タタミ付
（ブラウン）

本体価格 ¥70,000（税別）
W990×L2085×H800（450）mm

【0033702】
Sタタミベッド（イ草セット）※イ草タタミ付
（ナチュラル）

【0033707】（13.8才）
Sタタミベッド（和紙セット）※和紙タタミ付
（ブラウン）

本体価格 ¥81,000（税別）
W990×L2085×H800（450）mm

【0033706】
Sタタミベッド（和紙セット）※和紙タタミ付
（ナチュラル）

【0033704】
Sタタミベッド（イ草セット）※イ草タタミ付
（ナチュラル）

【0033708】
Sタタミベッド（和紙セット）※和紙タタミ付
（ナチュラル）

【0033705】（13.8才）
Sタタミベッド（イ草セット）※イ草タタミ付
（ブラウン）

本体価格 ¥70,000（税別）
W1000×L2095×H800（450）mm

【0057384】（3才）
タタミ（イ草）

本体価格 ¥24,000（税別）
W943×L1940×H45mm

【0057385】（3才）
タタミ（和紙）

本体価格 ¥35,000（税別）
W943×L1940×H45mm

【0033709】（13.8才）
Sタタミベッド（和紙セット）※和紙タタミ付
（ブラウン）

本体価格 ¥81,000（税別）
W1000×L2095×H800（450）mm

表面材：メラミン化粧繊維板
ライト付・Wスライドコンセント付
原産国：中国
タタミ：国産

タタミ：国産

蓮
れん

タタミ（和紙）（イ草）
タタミ（わし）（いぐさ）

表面材：メラミン化粧繊維板
LEDライト付・コンセント付
原産国：中国
タタミ：国産

小春
こはる

★天然素材の和紙にハイテク技術をプラス！
この畳表は、和紙を特殊加工して作られています。
快適・健康な和室を創造する、すぐれた機能をそなえています。

★和紙の畳表はこうして作られています
この畳表は、天然和紙を一本一本コヨリ、固めた後にフッ素樹脂コーティングし、
イ草表と同じように織機にかけて仕上げられています。

国産

Point.1 カビ・ダニをよせつけません
カビ･ダニはイ草と比べ、格段に発生しにくく、
小さなお子様にも安心な健康的な畳です。

従来のイ草とはココが違います！

Point.2 ほとんど色あせしません
日焼け、変色が少なく、新しい畳の美しさが
長持ちします。部屋全体が明るくなります。

Point.3 丈夫で長持ち
表面の耐摩耗性は従来イ草の3倍。長持ち
するのでランニングコストが安くなります。

Point.4 お手入れかんたん！
フッ素コーティング加工により、高い撥水性が
あります。お茶などをこぼしてもサッとひと拭き。

【0033694】（10.8才）
Sベッドフレーム
（ブラウン）

本体価格 ¥46,000（税別）
W990×L2085×H800（450）mm

床板：不織布

【0033693】
Sベッドフレーム
（ナチュラル）

【0033701】（10.8才）
Sベッドフレーム
（ブラウン）

本体価格 ¥46,000（税別）
W1000×L2095×H800（450）mm

床板：不織布

【0033700】
Sベッドフレーム
（ナチュラル）

28cm

28cm

25 5
198

ダブル：140
ワイドダブル：150

表面材：PVC
床板：不織布
原産国：中国
マットレス別売

Ace
エース

【0005777】（30.9才）
Dベッド
（ブラック）

本体価格 ¥104,000（税別）
W1740×L2420×H910mm

【0005778】
Dベッド
（ホワイト）

表面材：PVC
ウレタンフォーム
板マット
原産国：中国

マットレス別売

Desire
ディザイア

【0019592】（42.9才）
Dベッド
（ブラック）

本体価格 ¥110,000（税別）
W1730×L2360×H780（260）mm

【0011796】（32.4才）
WDベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥112,000（税別）
W1870×L2420×H910mm

【0011795】
WDベッド
（ブラック）

11cm

10cm

【0034212】（16.7才）
Dベッド（カフェ）

本体価格 ¥88,000（税別）
W1550×L2270×H960（260）mm

ファブリック

【0034208】
Dベッド（ダークグレー）

ファブリック
【0034216】
Dベッド（ブラック）

PVC
【0034220】
Dベッド（ホワイト）

PVC

表面材：CF・DGY＝ファブリック
BK・WH=PVC

床板：不織布
原産国：中国

Laputa
ラピュタ

マットレス別売
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25 5
198

ダブル：140
ワイドダブル：150

表面材：PVC
床板：不織布
原産国：中国
マットレス別売

Ace
エース

【0005777】（30.9才）
Dベッド
（ブラック）

本体価格 ¥104,000（税別）
W1740×L2420×H910mm

【0005778】
Dベッド
（ホワイト）

表面材：PVC
ウレタンフォーム
板マット
原産国：中国

マットレス別売

Desire
ディザイア

【0019592】（42.9才）
Dベッド
（ブラック）

本体価格 ¥110,000（税別）
W1730×L2360×H780（260）mm

【0011796】（32.4才）
WDベッド
（ホワイト）

本体価格 ¥112,000（税別）
W1870×L2420×H910mm

【0011795】
WDベッド
（ブラック）

11cm

10cm

【0034212】（16.7才）
Dベッド（カフェ）

本体価格 ¥88,000（税別）
W1550×L2270×H960（260）mm

ファブリック

【0034208】
Dベッド（ダークグレー）

ファブリック
【0034216】
Dベッド（ブラック）

PVC
【0034220】
Dベッド（ホワイト）

PVC

表面材：CF・DGY＝ファブリック
BK・WH=PVC

床板：不織布
原産国：中国

Laputa
ラピュタ

マットレス別売
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【0037699】
Sベッド（グレー）

【0037703】
SDベッド（グレー）

【0037707】
Dベッド（グレー）

【0037708】
スツール（グレー）

【0037686】（9才）
Sベッド

（ブラウン）

本体価格 ¥59,000（税別）
W1025×L2230×H870（253）mm

【0037690】（10.7才）
SDベッド

（ブラウン）

本体価格 ¥68,000（税別）
W1220×L2230×H870（253）mm

【0037694】（12.3才）
Dベッド

（ブラウン）

本体価格 ¥78,000（税別）
W1420×L2230×H870（253）mm

【0037695】（2.6才）
スツール

（ブラウン）

本体価格 ¥24,000（税別）
W1030×D410×H420mm

【0032006】
スチールロフトベッド
（シルバー）

【0032003】
スチールロフトベッド
（ホワイト）

表面材：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
原産国：インドネシア
コンセント付

Horner
ホーナー

【0032000】（15.7才）
スチールロフトベッド

（ブラック）

本体価格 ¥63,000（税別）
W1000×L2580×H1380mm

コンセント

【0038406】（16.9才）
LD用肘無ソファ

（グレー）

本体価格 ¥54,000（税別）
W1350×D650×H700（SH400）mm

【0038407】（17.4才）
LD用コーナーソファ

（グレー）

本体価格 ¥57,000（税別）
W1400×D650×H700（SH400）mm

【0038409】
LD用肘無ソファ
（ブラウン）

【0038410】
LD用コーナーソファ
（ブラウン）

【0038408】（5才）
LD用アイアンテーブル

（ブラウン）

本体価格 ¥38,000（税別）
W1150×D750×H670mm

ベッド表面材：スチール・パイン材・ファブリック
　　   床板：メッシュ
LD用ソファ表面材：ファブリック・スチール（粉体塗装）

 座面：ウレタンフォーム
 脚高：245mm

LD用アイアンテーブル：天板＝ラバーウッド・ラッカー塗装
脚＝スチール（粉体塗装）

原産国：中国

Cordy
コーディ

Web販売不可の商品になります

マットレス別売

肘掛けは左右選んで取り付け可能

グレー ブラウン
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表面材：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
原産国：インドネシア
コンセント付

Cocos ロフトベッド
ココス ロフトベッド

【0034536】
ロフトベッド
（ホワイト）

【0034533】（17.4才）
ロフトベッド

（ブラック）

本体価格 ¥62,000（税別）
W1040×L2060×H1790mm

表面材：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
原産国：インドネシア

Cocos 2段ベッド
ココス 2段ベッド

【0034530】
2段ベッド
（ホワイト）

【0034527】（20.9才）
2段ベッド

（ブラック）

本体価格 ¥65,000（税別）
W1040×L2060×H1655mm

コンセント

【0033582】（24.2才）
2段ベッド

（ライトブラウン）

本体価格 ¥126,000（税別）
W1022×L2150×H1600mm

【0033581】
2段ベッド
（ナチュラル）

表面材：ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装
ライト付・コンセント付
70mm丸柱
上下連結金具付
LVLスノコ
原産国：インドネシア

Anesis Ⅱ
アネシス Ⅱ

ライト付 コンセント

表面材：ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装
70mm角柱
上下連結金具付
LVLスノコ
原産国：インドネシア

Rio Ⅱ
リオ Ⅱ

【0033571】（24.9才）
2段ベッド

（ナチュラル）

本体価格 ¥119,000（税別）
W1067×L2100×H1620mm

【0033572】
2段ベッド
（ライトブラウン）
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シングル:255piece シングル:450piece
セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

セミダブル:323個
ダブル:374個
ワイドダブル:391個

セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

シングル:450piece

hard hardsoft soft hard

Looseley
ルーズリー

ベーシック

ボンネルコイル

コバルト

ポケットコイル5ゾーン

ブロンズ

交互式ポケットコイル

HARD TYPESOFT TYPE SOFT TYPE

BASIC COBALT BRONZE

◆平行配列ボンネルコイル
(線径2.2mm/H170mm)

◆平行配列ポケットコイル
(線径1.8+2.0mm/H170mm)

◆交互配列ポケットコイル
(線径2.3mm/H170mm)

230mm230mm170mm

表面布/ニット生地
キルティング加工

ウレタンフォーム10mm
ポリエステル綿1000g
ウレタンフォーム10mm
不織布
フェルト
フェルト
ボンネルコイルH170mm
フェルト
フェルト
不織布
ポリエステル綿1000g
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

表面布/ニット生地
キルティング加工

ポリエステル3000g
ウレタンフォーム10mm
ウレタンフォーム10mm
不織布
フェルト
並列式ポケットコイルH170mm
　       エッジサポート・枠有り
フェルト
不織布
ウレタンフォーム20mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

表面布/ニット生地
キルティング加工

ポリエステル2000g
ウレタンフォーム10mm
ウレタンフォーム10mm
不織布
ウレタンフォーム20mm
フェルト
交互式ポケットコイルH170mm
　       エッジサポート・枠有り
フェルト
不織布
ウレタンフォーム10mm
ポリエステル1000g
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

【0023445】（11.6才）
シングル（ベーシック）

本体価格 ¥26,000（税別）
W970×L1950×H170mm

【0023446】（14.3才）
セミダブル（ベーシック）

本体価格 ¥31,000（税別）
W1200×L1950×H170mm

【0023447】（16.7才）
ダブル（ベーシック）

本体価格 ¥36,000（税別）
W1400×L1950×H170mm

【0023448】（17.9才）
ワイドダブル（ベーシック）

本体価格 ¥38,000（税別）
W1500×L1950×H170mm

【0023449】（15.6才）
シングル（コバルト）

本体価格 ¥47,000（税別）
W970×L1950×H230mm

【0023450】（19.4才）
セミダブル（コバルト）

本体価格 ¥58,000（税別）
W1200×L1950×H230mm

【0023451】（22.6才）
ダブル（コバルト）

本体価格 ¥67,000（税別）
W1400×L1950×H230mm

【0023452】（24.2才）
ワイドダブル（コバルト）

本体価格 ¥73,000（税別）
W1500×L1950×H230mm

【0023453】（15.6才）
シングル（ブロンズ）

本体価格 ¥56,000（税別）
W970×L1950×H230mm

【0023454】（19.4才）
セミダブル（ブロンズ）

本体価格 ¥68,000（税別）
W1200×L1950×H230mm

【0023455】（22.6才）
ダブル（ブロンズ）

本体価格 ¥79,000（税別）
W1400×L1950×H230mm

【0023456】（24.2才）
ワイドダブル（ブロンズ）

本体価格 ¥85,000（税別）
W1500×L1950×H230mm

原産国：中国

シルバー

両面ピロー+高密度ウレタン+ポケットコイル

ゴールド

片面ピロー＋低反発+ポケットコイル３ゾーン

プラチナ

片面ピロー+高反発+ポケットコイル

SILVER GOLD PLATINUM

◆平行配列ポケットコイル

シングル:450piece
(線径 2.3mm/H170mm)

◆交互配列ポケットコイル

シングル:450piece
セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

(線径1.8+2.0mm/H170mm)
◆平行配列ポケットコイル

シングル:450piece
(線径2.3mm/H170mm)

soft softhard 260mm260mm280mm

表面布/ニット生地
キルティング加工

ポリエステル3000g
ウレタンフォーム10mm
ウレタンフォーム10mm
不織布
高密度ウレタンフォーム20mm
ウレタンフォーム5mm
不織布10g
フェルト
並列式ポケットコイルH170mm

エッジサポート・枠有り
フェルト
ウレタンフォーム5mm
不織布10g
高密度ウレタンフォーム20mm
不織布
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

表面布/ニット生地
キルティング加工

ウレタンフォーム10mm
ポリエステル3000g
ウレタンフォーム20mm
不織布
低反発ウレタンフォーム50mm
ウレタンフォーム10mm
不織布10g
フェルト
交互式ポケットコイルH170mm

エッジサポート・枠有り
フェルト
不織布
ウレタンフォーム10mm
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

表面布/ニット生地
キルティング加工

ウレタンフォーム10mm
ポリエステル3000g
ウレタンフォーム20mm
不織布
高反発ウレタンフォーム50mm
ウレタンフォーム10mm
不織布10g
フェルト
並列式ポケットコイルH170mm

エッジサポート・枠有り
フェルト
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

【0023457】（19.1才）
シングル（シルバー）

本体価格 ¥62,000（税別）
W970×L1950×H280mm

【0023458】（23.6才）
セミダブル（シルバー）

本体価格 ¥76,000（税別）
W1200×L1950×H280mm

【0023459】（27.5才）
ダブル（シルバー）

本体価格 ¥88,000（税別）
W1400×L1950×H280mm

【0023460】（29.5才）
ワイドダブル（シルバー）

本体価格 ¥95,000（税別）
W1500×L1950×H280mm

【0023461】（17.7才）
シングル（ゴールド）

本体価格 ¥70,000（税別）
W970×L1950×H260mm

【0023462】（21.9才）
セミダブル（ゴールド）

本体価格 ¥86,000（税別）
W1200×L1950×H260mm

【0023463】（25.5才）
ダブル（ゴールド）

本体価格 ¥100,000（税別）
W1400×L1950×H260mm

【0023464】（27.4才）
ワイドダブル（ゴールド）

本体価格 ¥108,000（税別）
W1500×L1950×H260mm

【0023465】（17.7才）
シングル（プラチナ）

本体価格 ¥76,000（税別）
W970×L1950×H260mm

【0023466】（21.9才）
セミダブル（プラチナ）

本体価格 ¥92,000（税別）
W1200×L1950×H260mm

【0023467】（25.5才）
ダブル（プラチナ）

本体価格 ¥108,000（税別）
W1400×L1950×H260mm

【0023468】（27.4才）
ワイドダブル（プラチナ）

本体価格 ¥116,000（税別）
W1500×L1950×H260mm

「人生の3分の1は睡眠」

より快適で質の高い睡眠をご提供いたします

選べる6タイプ、4サイズ

HARD TYPESOFT TYPE SOFT TYPE
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シルバー

両面ピロー+高密度ウレタン+ポケットコイル

ゴールド

片面ピロー＋低反発+ポケットコイル３ゾーン

プラチナ

片面ピロー+高反発+ポケットコイル

SILVER GOLD PLATINUM

◆平行配列ポケットコイル

シングル:450piece
(線径 2.3mm/H170mm)

◆交互配列ポケットコイル

シングル:450piece
セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

セミダブル:570個
ダブル:660個
ワイドダブル:720個

(線径1.8+2.0mm/H170mm)
◆平行配列ポケットコイル

シングル:450piece
(線径2.3mm/H170mm)

soft softhard 260mm260mm280mm

表面布/ニット生地
キルティング加工

ポリエステル3000g
ウレタンフォーム10mm
ウレタンフォーム10mm
不織布
高密度ウレタンフォーム20mm
ウレタンフォーム5mm
不織布10g
フェルト
並列式ポケットコイルH170mm
　       エッジサポート・枠有り
フェルト
ウレタンフォーム5mm
不織布10g
高密度ウレタンフォーム20mm
不織布
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

表面布/ニット生地
キルティング加工

ウレタンフォーム10mm
ポリエステル3000g
ウレタンフォーム20mm
不織布
低反発ウレタンフォーム50mm
ウレタンフォーム10mm
不織布10g
フェルト
交互式ポケットコイルH170mm
　       エッジサポート・枠有り
フェルト
不織布
ウレタンフォーム10mm
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

表面布/ニット生地
キルティング加工

ウレタンフォーム10mm
ポリエステル3000g
ウレタンフォーム20mm
不織布
高反発ウレタンフォーム50mm
ウレタンフォーム10mm
不織布10g
フェルト
並列式ポケットコイルH170mm
　       エッジサポート・枠有り
フェルト
ウレタンフォーム10mm
表面布/ニット生地

キルティング加工

【0023457】（19.1才）
シングル（シルバー）

本体価格 ¥62,000（税別）
W970×L1950×H280mm

【0023458】（23.6才）
セミダブル（シルバー）

本体価格 ¥76,000（税別）
W1200×L1950×H280mm

【0023459】（27.5才）
ダブル（シルバー）

本体価格 ¥88,000（税別）
W1400×L1950×H280mm

【0023460】（29.5才）
ワイドダブル（シルバー）

本体価格 ¥95,000（税別）
W1500×L1950×H280mm

【0023461】（17.7才）
シングル（ゴールド）

本体価格 ¥70,000（税別）
W970×L1950×H260mm

【0023462】（21.9才）
セミダブル（ゴールド）

本体価格 ¥86,000（税別）
W1200×L1950×H260mm

【0023463】（25.5才）
ダブル（ゴールド）

本体価格 ¥100,000（税別）
W1400×L1950×H260mm

【0023464】（27.4才）
ワイドダブル（ゴールド）

本体価格 ¥108,000（税別）
W1500×L1950×H260mm

【0023465】（17.7才）
シングル（プラチナ）

本体価格 ¥76,000（税別）
W970×L1950×H260mm

【0023466】（21.9才）
セミダブル（プラチナ）

本体価格 ¥92,000（税別）
W1200×L1950×H260mm

【0023467】（25.5才）
ダブル（プラチナ）

本体価格 ¥108,000（税別）
W1400×L1950×H260mm

【0023468】（27.4才）
ワイドダブル（プラチナ）

本体価格 ¥116,000（税別）
W1500×L1950×H260mm

「人生の3分の1は睡眠」

より快適で質の高い睡眠をご提供いたします

選べる6タイプ、4サイズ

HARD TYPESOFT TYPE SOFT TYPE
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※ハイタイプ 脚高220mm※ロータイプ 脚高150mm

表面材：ファブリック・ポリエステル100%
原産国：中国Noir Ⅱ

ノアールⅡ

【0025414】（16.6才）
S 脚付マット LOW

（コイル数248）
（ブラック）

本体価格 ¥35,000（税別）
W970×L1950×H350mm

【0025426】（16.7才）
S 脚付マット HIGH

（コイル数248）
（ブラック）

本体価格 ¥37,000（税別）
W970×L1950×H420mm

【0025416】LOW

【0025428】HIGH
S 脚付マット（コイル数248）

（ホワイト）

【0025415】LOW

【0025427】HIGH
S 脚付マット（コイル数248）

（レッド）

【0025417】LOW

【0025429】HIGH
S 脚付マット（コイル数248）

（ブラウン）

New marche
ニューマルシェ

原産国：中国

New poke marche
ニューポケマルシェ

原産国：中国

ポケットコイルマットレス

ボンネルコイルマットレス

【0006235】（11.6才）
ニューマルシェ（シングル）

（コイル数255）

本体価格 ¥24,000（税別）
W970×L1950×H170mm

【0006236】（14.3才）
ニューマルシェ（セミダブル）

（コイル数323）

本体価格 ¥30,000（税別）
W1200×L1950×H170mm

【0006237】（16.7才）
ニューマルシェ（ダブル）

（コイル数374）

本体価格 ¥35,000（税別）
W1400×L1950×H170mm

【0006238】（13.6才）
ニューポケマルシェ（シングル）

（コイル数450）

本体価格 ¥36,000（税別）
W970×L1950×H200mm

【0006239】（16.8才）
ニューポケマルシェ（セミダブル）

（コイル数570）

本体価格 ¥45,000（税別）
W1200×L1950×H200mm

【0006240】（19.6才）
ニューポケマルシェ（ダブル）

（コイル数660）

本体価格 ¥53,000（税別）
W1400×L1950×H200mm
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表面材：.スチール+ウッドスプリング（電動）
カバーのお手入れ可能
原産国：中国

Motion Mattress
モーションマットレス

【0037729】（18.2才）
モーションマットレス

（グレー）

本体価格 ¥150,000（税別）
W970×L1950×H200mm

お好みで背上げ調整できます

お好みで脚上げ調整できます

お好みで背上げ、脚上げ調整
両方同時にできます

リモコン操作でお好みの
姿勢にリクライニング

フローリングでも、畳でも
直接置いて使用可能

 ウッドスプリング

安心品質! OKIN社製モーター

30ナイトテーブル1段
（ダークブラウン）

本体価格 ¥29,000（税別）
W299×D440×H480mm

【0021740】
【0046647】（2.3才）

30ナイトテーブル3段
（ダークブラウン）

本体価格 ¥36,000（税別）
W299×D440×H480mm

【0021741】
【0046649】（2.3才）

40ナイトテーブル1段
（ダークブラウン）

本体価格 ¥31,000（税別）
W399×D440×H480mm

【0021742】
【0046651】（3才）

【0021743】
【0046653】（3才）

40ナイトテーブル3段
（ダークブラウン）

本体価格 ¥38,000（税別）
W399×D440×H480mm

30ナイトテーブル1段
（ナチュラル）

【0021736】
【0046648】

30ナイトテーブル3段
（ナチュラル）

【0021737】
【0046650】

40ナイトテーブル1段
（ナチュラル）

【0021738】
【0046652】

【0021739】
【0046654】
40ナイトテーブル3段
（ナチュラル）

表面材：アルダー 天板無垢・ウレタン樹脂塗装
引出し：箱組
天板コンセント付（1500Wまで）

Scarlet Ⅱ NT
スカーレット Ⅱ NT

国内自社工場製品

コンセント 国産

ナイトテーブル
（ダークブラウン）

本体価格 ¥20,000（税別）
W400×D446×H510mm

【0007375】
【0046986】（3.3才）

ナイトテーブル
（ナチュラル）

【0012820】
【0046987】

ナイトテーブル
（ホワイト）

【0038864】
【0046988】

【0038865】
【0046985】
ナイトテーブル
（ブラック）

表面材：強化紙
天板コンセント付（1500Wまで）

Memory Ⅱ
メモリー Ⅱ

国産

国内自社工場製品

コンセント
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