Bed frame & Original Mattress
Lineup

Walt Bed

材質 ウォルナット突板、化粧板

ウォルト ベッド

納期： 約 1 週間

M

WN

※マットレスは別売りです

4 種 類のヘッドボード、本 体は引出または脚 付の 2 種 類より選べるベッドフレーム。

ヘッドレス／引出無

ヘッドレス／引出有

シングル
W990×D1985×H245･FH240mm

シングル
W990×D1985×H245･FH240mm

¥34,900（税込 ¥38,390）

¥44,900（税込 ¥49,390）

セミダブル
W1220×D1985×H245･FH240mm

セミダブル
W1220×D1985×H245･FH240mm

¥39,900（税込 ¥43,890）

¥54,900（税込 ¥60,390）

ダブル
W1420×D1985×H245･FH240mm

ダブル
W1420×D1985×H245･FH240mm

¥47,900（税込 ¥52,690）

¥59,900（税込 ¥65,890）

クイーン
W1560×D1985×H245･FH240mm

クイーン
W1560×D1985×H245･FH240mm

¥54,900（税込 ¥60,390）

¥69,900（税込 ¥76,890）

フラット／引出無

フラット／引出有

シングル
W990×D2060×H800･FH240mm

シングル
W990×D2060×H800･FH240mm

¥39,900（税込 ¥43,890）

¥42,900（税込 ¥54,890）

セミダブル
W1220×D2060×H800･FH240mm

セミダブル
W1220×D2060×H800･FH240mm

¥46,900（税込 ¥51,590）

¥48,900（税込 ¥62,590）

ダブル
W1420×D2060×H800･FH240mm

ダブル
W1420×D2060×H800･FH240mm

¥54,900（税込 ¥60,390）

¥53,900（税込 ¥71,390）

クイーン
W1560×D2060×H800･FH240mm

クイーン
W1560×D2060×H800･FH240mm

¥59,900（税込 ¥65,890）

¥58,900（税込 ¥76,890）
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Walt Bed

材質 ウォルナット突板、化粧板

ウォルト ベッド

納期： 約 1 週間

M

WN

※マットレスは別売りです

4 種 類のヘッドボード、本 体は引出または脚 付の 2 種 類より選べるベッドフレーム。

Sキャビ／引出無

Sキャビ／引出有

シングル
W990×D2070×H800･FH240mm

シングル
W990×D2070×H800･FH240mm

¥44,900（税込 ¥49,390）

¥56,900（税込 ¥62,590）

セミダブル
W1220×D2070×H800･FH240mm

セミダブル
W1220×D2070×H800･FH240mm

¥54,900（税込 ¥60,390）

¥64,900（税込 ¥71,390）

ダブル
W1420×D2070×H800･FH240mm

ダブル
W1420×D2070×H800･FH240mm

¥59,900（税込 ¥65,890）

¥74,900（税込 ¥82,390）

クイーン
W1560×D2070×H800･FH240mm

クイーン
W1560×D2070×H800･FH240mm

¥67,900（税込 ¥74,690）

¥79,900（税込 ¥87,890）

※コンセント付き

※コンセント付き

(S/SD/D/Q：２口)

(S/SD/D/Q：２口)

Lキャビ／引出無

Lキャビ／引出有

シングル
W990×D2115×H800･FH240mm

シングル
W990×D2115×H800･FH240mm

¥51,900（税込 ¥57,090）

¥64,900（税込 ¥71,390）

セミダブル
W1220×D2115×H800･FH240mm

セミダブル
W1220×D2115×H800･FH240mm

¥57,900（税込 ¥63,690）

¥69,900（税込 ¥76,890）

ダブル
W1420×D2115×H800･FH240mm

ダブル
W1420×D2115×H800･FH240mm

¥65,900（税込 ¥72,490）

¥79,900（税込 ¥87,890）

クイーン
W1560×D2115×H800･FH240mm

クイーン
W1560×D2115×H800･FH240mm

¥74,900（税込 ¥82,390）

¥84,900（税込 ¥93,390）

※コンセント付き
照明付き

※コンセント付き
照明付き

(S/SD：１口 D/Q：２口)
(S/SD/D/Q)

(S/SD/D/Q：２口)
(S/SD/D/Q)
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Jowa Bed

材質 化粧板

ジョワ ベッド

納期： 約 2 週間

WN

M

※マットレスは別売りです

大きな収 納が魅力のリフトアップ式のベッドフレーム。
マットレスまでの高さも 2 サイズからお選びいただけます。
リフトアップ式

布団対応 DX タイプ

マットレスまでの高さを 2 段階で選べます。
MIDDLE タイプは、収納力がＵＰします。

DX タイプは、布団でもご利用いただけます。
通常タイプに比べて、床板の強度が上がっています。

LOW
MIDDLE

…FH260mm ( 収納内寸 H190)
…FH335mm ( 収納内寸 H265)

LOW
MIDDLE

縦開き DX

シンプル
どんな部屋にも合わせやすい
シンプルなヘッドボード。

コイル式マットレス対応

布団対応

縦開き コイル式マットレス対応

シンプルヘッドボード／縦開きDX

シンプルヘッドボード／縦開き

シングル
W970×D1990×H870

シングル
W970×D1990×H870

LOW
MIDDLE

¥110,000（税込 ¥121,000）
¥120,000（税込 ¥132,000）

セミダブル
W1220×D1990×H870
LOW
MIDDLE

¥125,000（税込 ¥137,500）
¥135,000（税込 ¥148,500）

ダブル
W1400×D1990×H870
LOW
MIDDLE

¥140,000（税込 ¥154,000）
¥150,000（税込 ¥165,000）

クイーン
W1540×D1990×H870
LOW
MIDDLE

¥155,000（税込 ¥170,500）
¥165,000（税込 ¥181,500）

LOW
MIDDLE

¥100,000（税込 ¥110,000）
¥110,000（税込 ¥121,000）

セミダブル
W1220×D1990×H870
LOW
MIDDLE

¥115,000（税込 ¥126,500）
¥125,000（税込 ¥137,500）

ダブル
W1400×D1990×H870
LOW
MIDDLE

¥130,000（税込 ¥143,000）
¥140,000（税込 ¥154,000）

クイーン
W1540×D1990×H870
LOW
MIDDLE

¥145,000（税込 ¥159,500）
¥155,000（税込 ¥170,500）

棚付

棚付ヘッドボード／縦開きDX

棚付ヘッドボード／縦開き

1口コンセント＆照明付き。
ダブル・クイーンサイズは更に
2口コンセントが追加されます。

シングル
W970×D2060×H860

シングル
W970×D2060×H860

LOW
MIDDLE

¥120,000（税込 ¥132,000）
¥130,000（税込 ¥143,000）

セミダブル
W1220×D2060×H860
LOW
MIDDLE

¥135,000（税込 ¥148,500）
¥145,000（税込 ¥159,500）

ダブル
W1400×D2060×H860
LOW
MIDDLE

¥150,000（税込 ¥165,000）
¥160,000（税込 ¥176,000）

クイーン
W1540×D2060×H860
LOW
MIDDLE

マットレス重量対応表

¥165,000（税込 ¥181,500）
¥175,000（税込 ¥192,500）

LOW
MIDDLE

¥110,000（税込 ¥121,000）
¥120,000（税込 ¥132,000）

セミダブル
W1220×D2060×H860
LOW
MIDDLE

¥125,000（税込 ¥137,500）
¥135,000（税込 ¥148,500）

ダブル
W1400×D2060×H860
LOW
MIDDLE

¥140,000（税込 ¥154,000）
¥150,000（税込 ¥165,000）

クイーン
W1540×D2060×H860
LOW
MIDDLE

¥155,000（税込 ¥170,500）
¥165,000（税込 ¥181,500）

縦開き DX :

シングル 17 〜 40kg

セミダブル 23 〜 48kg

ダブル 27 〜 55kg

クイーン 30 〜 59kg

縦開き

シングル 20 〜 40kg

セミダブル 26 〜 50kg

ダブル 29 〜 54kg

クイーン 30 〜 59kg

:
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Demile bed

材質 アルダー突板、アルダー無垢材

デミーレ ベッド

納期： 約 1 週間

M

WN ※脚付のみM色あり

※マットレスは別売りです

ヘッドボードには、2 口スライドコンセントが付いています。
本 体は引出と、脚 付よりお選びいただけます。

［脚付／スノコタイプ］ M

WN

シングル
W1006×D2070×H870･FH300mm

［引出／スノコタイプ］ WN
シングル
W1006×D2070×H870･FH300mm

¥49,900（税込 ¥54,890）

¥69,800（税込 ¥76,780）

セミダブル
W1206×D2070×H870･FH300mm

セミダブル
W1206×D2070×H870･FH300mm

¥59,900（税込 ¥65,890）

¥79,800（税込 ¥87,780）

ダブル
W1406×D2070×H870･FH300mm

ダブル
W1406×D2070×H870･FH300mm

¥69,900（税込 ¥76,890）

¥89,800（税込 ¥98,780）
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Grancia standard mattress
グランシア スタンダード マットレス

HARD

Made in Japan 納期： 約 1 週間

極 小のポケットコイルでボディサポートする、固めのスタンダードマットレス。

GRANCIA Nit
ウレタン 16mm
高反発
ウレタンフォーム 30mm
［3次元カット］

シングル

コイル数

W970×D1950×H220mm

1176個

¥54,900（税込 ¥60,390）

1470個

¥69,900（税込 ¥76,890）

1715個

¥79,900（税込 ¥87,890）

1862個

¥89,900（税込 ¥98,890）

セミダブル

W1200×D1950×H220mm
ダブル

W1400×D1950×H220mm

しっかりとした
高反発素材
凸面で荷重分散

超 高 密 度 ポ ケットコ イル

クイーン

W1540×D1950×H220mm

5
清潔性

5

4.5

ふんわり感

耐久性

3.5

5

小さく独立したポケットコイルが点で体を支え、
より体にそった形で耐圧分散します。
エッジサポート（ハード）
外側は硬めのポケット
コイルを使用し、
型崩れを防止しています。

寝心地
耐圧
分散性

凹面で通気を促す高通気性

ソフト

ハ ード

ソフト

Grancia premium mattress
グランシア プレミアム マットレス

HARD

Made in Japan 納期： 約 30 日

高 反 発ウレタンをスタンダードの２倍 重ねたプレミアム マットレス。

GRANCIA Premium Nit
ウレタン 24mm
高反発
ウレタンフォーム
30mm（ × 2）
［ 3次元カット］

シングル

コイル数

W970×D1950×H270mm

1176個

¥79,900（税込 ¥87,890）

1470個

¥94,900（税込 ¥104,390）

1715個

¥109,900（税込 ¥120,890）

1862個

¥124,900（税込 ¥137,390）

セミダブル

W1200×D1950×H270mm
ダブル

W1400×D1950×H270mm

しっかりとした
高反発素材
凸面で荷重分散

超 高 密 度 ポ ケットコ イル

クイーン

W1540×D1950×H270mm

寝心地
耐圧
分散性

凹面で通気を促す高通気性

5
清潔性

6

4.5

ふんわり感

耐久性

4

5

小さく独立したポケットコイルが点で体を支え、
より体にそった形で耐圧分散します。
エッジサポート（ハード）
外側は硬めのポケット
コイルを使用し、
型崩れを防止しています。

ソフト

ハ ード

ソフト

5

Grancia soft royal mattress
グランシアソフト ロイヤル マットレス

SOFT

Made in Japan 納期： 約 30 日

ケユカ史 上 最 高のふっくら感と、最 高のコイルを使 用したマットレス。

GRANCIA Royal Soft Nit
ウレタンフォーム 32mm
サラブライト 30mm
［3次元カット］
ラテックスのような

凹面で通気を促す高通気性

しっとりとした手触り＋
通常の約 10 倍の吸湿性＋
水分放出・速乾性

シングル

コイル数

W970×D1950×H320mm

364個

¥129,900（税込 ¥142,890）

476個

¥154,900（税込 ¥170,390）

セミダブル

W1200×D1950×H320mm
ダブル

W1400×D1950×H320mm

560個

¥169,900（税込 ¥186,890）

616個

¥184,900（税込 ¥203,390）

クイーン

W1540×D1950×H320mm

スフレ 40mm
［3次元カット］

凸面で荷重分散

ラテックスのような
しっとり高弾圧＋

サラブライト・スフレ共通

しっかり高体圧分散

High bound POCKET COIL
超 高 圧 縮 ポケットコイル

寝心地

6
耐圧
分散性

清潔性

6

5

ふんわり感

耐久性

6

6

もとのポケットコイルを40％圧縮し、不織布に詰め込むこと
で柔らかいだけじゃなく、
しっかりと反発するポケットコイル
になっています。
四辺の高硬度エッジブロック
フォームがマットレス全体に
安心感をもたせます。
コイル線径：Φ1.9mm

6

