飛驒産業 がつくる無垢材 にこだわったベッド
ウッドスプリングとオリジナルのマットレスで

今 までにない 最上級 の 寝心地を

そら

宙にいだかれて眠る。
日々 の 記憶 をゆらりと 乗 せて
夜 ごと 宙 へと 漕 ぎだす 草 の 舟
ほのかにしとねを 包 む 月影 は

明日 への 道 しるべ

【ベッドシステム】の特徴

【ウッドスプリング + オリジナルマットレス】の特徴

お好みの組み合わせ

2 種類のオリジナルマットレス

月光は 5 種類の基本デザイン、4 種類のサイズ 、

リバーシブル仕様のマットレスカバーの中は、ウレ

みに合わせて選べるベッドシステムです。

スフレ（中反発ウレタン）と高密度ウレタンの 2層構

5 種類の材種にマットレスの組み合わせ等お好

優れた体圧分散性。

理想の S 字カーブをキープ。
脚部

タンとラテックスの 2 種類からお選びいただけます。
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理想的な寝姿勢とは、立って息を
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吐きリラックスした状態（立位）の

S 字ラインをそのまま横 にした状

そくがい

ぎょうがい

ラテックスはやさしく身体を支え、体圧分散と寝返

仰臥位

側臥位

一般的なマットレス（ポケットコイル）

一般的なマットレス（ポケットコイル）

高

り性を両立します。

臀部

15％

造のウレタンはしっかりと体圧を分散。100% ピュア

計測協力・画像提供：岐阜県生活技術研究所

態とされ ています。体 圧 分 散 性

立位矢状面

が良くても、このＳ字ラインをキー

プ できないと、マットレスに落ち

込 み、背中や 横隔膜が圧迫され、

一体型サイドテーブル

ウッドスプリング

サイドテーブルは 、ヘッドボードと一体となった

強度としなりに適したレッドオークと圧縮スギから

ピーク/42.5mmHg

ピーク/100.1mmHg

元を照らすLEDライトが装備されています。

体型に合わせたカスタマイズが可能です。また、オ

飛驒産業ウッドスプリング +マットレス

飛驒産業ウッドスプリング +マットレス

選べるウッドスプリングの桟は、抜き差しすることで
プションでサスペンションの追加もできます。

スムーズな呼吸を阻害します。ま

注目！

注目！

圧力

デザインで、コンセントと USBポート、さらに足

【第７頸椎】

た、腰が落ち込むことで腰痛の原

【尾骨】

因になってしまいます。飛驒産業

の ウッドスプリング + オリジナル

仰臥位矢状面

マットレスの組み合わ せは、一般

注目！

的なマットレスに比 べて、より立
位時の S 字カーブに近いという実

証結果が得られました。

小物置きスペース

通気性の良いスノコ

デザインのアクセントにもなっているヘッドボー

ベッドフレームのボトムには無塗装・無圧縮のスギ

どの小物を置くことができます。

ス鎮静効果など様々な効果が得られ、安らぎを与え

ドの上部は奥行きが 6cm あり、眼鏡や時計な

材のスノコを使用しています。調湿効果やリラック
てくれます。

ピーク/52.2mmHg

低

ピーク/ ※38.1mmHg

※一般的に40mmHg 以下が優れたマットレスの選定基準となります。

人は横になることで局部的な圧迫がかかると、その部分の血流の循環が悪くなり、
無意識にそれを改善しようと過度の寝返りを引き起こし、眠りのリズムが防げら

れ、結果として質の良い深い眠りを得られません。

飛驒産業のウッドスプリング + オリジナルマットレスの組み合わ せは、仰臥位時

（ぎょうがいじ）、側臥位時（そくがいじ）共に一般的なマットレスに比べて体圧分
散性の良い実証結果が得られました。

注目！

【尾骨】
立位（ 理想的な S 字カーブ ）

【第７頸椎】

飛驒産業 ウッドスプリング + オリジナルマットレス
一般的なマットレス

1

デザインを選ぶ
5タイプ

スタンダード・左 テーブル・右 テー

ブル・両テーブル・ヘッドレス

スタンダード

3

サイズを選ぶ
4サイズ

セミダブル（SD）

W97×D206.5×H72

W120×D206.5×H72

ダブル（D）

W140×D206.5×H72

6タイプ

クイーン（Q）

W160×D206.5×H72

ハイバックタイプ

W154×D206.5×H72

W174×D206.5×H72

W194×D206.5×H72

34

右テーブル

8７

高くしたハイバックタイ

H32.5

H15

ウッドスプリングとラテックスマットレス（11cm）
の

寝姿勢をサポートします。

返り性を両立し、理想の寝姿勢をサポートします。

組み合わせは、やさしく身体を支え、体圧分散と寝
圧縮スギの桟をお選びいただくと、スノコと合わせ

てスギ材ならではのリラックス鎮静効果や、防カビ

効果など、さまざまな効果が期待できます。

プもございます。

※写真のウッドスプリング
はレッドオークです。

高さに合わせてお選び

畳

お 持ちのマットレスの

ウッドスプリングとウレタンマットレス（9cm）
の組み

てスギ材ならではのリラックス鎮静効果や、防カビ

ヘッドボードを 15cm

※駒木高さ㊦

効果など、さまざまな効果が期待できます。

※写真のウッドスプリング
は圧縮スギです。

床板に天然い草を使用したシンプ ルな畳ベッド。

市販のマットレスを敷いてご使用いただけます。

敷き布団の寝心地がお好みの方におすすめです。

ウッドスプリング一体型マットレスと組み合わせる

畳部分は、2分割になります。

両テーブル

34

ときは、ハイバックタイプ、またはヘッドレスをお選
びください。

※駒木高さ㊥

H15

W165×D206.5×H72

W188×D206.5×H72

W208×D206.5×H72

※駒木高さ㊤

W228×D206.5×H72

マットレス単品

34

ウッドスプリング一体型マットレス（厚み 17cm）
H32.5

H15

ラテックスマットレス（厚み 11cm）

ウッドスプリングとウレタンマットレスが一体化した

100%ピュアラテックスを使用したマットレスはやさ

マットレス（17cm）は、市販のベッドフレームにもご

しく身体を支え、体圧分散と寝返り性を両立します。

またはハイバックタイプのベッドフレームのみと組み

ます。ウッドスプリングとの組 み合わ せの他、畳、

レッドオークと圧縮スギからお選びいただけます。

単体でもご使用いただけます。

純度が高いためへたりに強く、永くご使用いただけ

使用いただけます。月光シリーズでは、ヘッドレス、

ヘッドレス

W96.5×D198×H32.5
H32.5

4

W119.5×D198×H32.5

W139.5×D198×H32.5

W159.5×D198×H32.5

H15

5

材種・塗色を選ぶ

※材種によって選べる塗色が異なりますので、塗色の詳細は、飛驒産業公式 WEBサイト、または店頭のサンプルにてご確認ください。

ビーチ

ウォルナット

スギ（杉圧縮板目材・節入り）

※シングル・セミダブルのみの対応です。

オプションを選ぶ

追加サスペンション

コンセント

硬い寝心地がお好みの場合、サスペンション
（白色のクッション部分）
を

コンセントをオプションで追加できます。

基本の本数については 価格表をご確認ください。

中央からご指定ください。

追加することで調整可能です。追加の本数をご指定ください。

ホワイトオーク

ベッドフレームのみと組み合わせてご使用ください。

合わせてご使用ください。ウッドスプリングの桟は

※シングル・セミダブルのみの対応です。

ホワイトオーク
（節入り）
・ホワイトオーク・ビーチ・ウォルナット・スギ（杉圧縮板目材・節入り）

ホワイトオーク
（節入り）

※駒木高さ㊦

ベッドフレームのみ

ください。

34

H32.5

に変えることで、スノコの高さを変

えることができます。

ウッドスプリング（レッドオーク / 圧縮スギ）
+ ラテックスマットレス（厚み 11cm）

圧縮スギの桟をお選びいただくと、スノコと合わせ

32.5

32.5

H15

W131×D206.5×H72

㊤
㊥
㊦

合わ せにより、体圧分散性に優れながら、理想の

72

26

29

ウッドスプリング（レッドオーク / 圧縮スギ）
+ ウレタンマットレス（厚み 9cm）

※脚下14.5ｃｍ

左テーブル

て、駒木の位置を㊤㊥㊦の3 段階

※別売りのウッドスプリング（レッドオーク/ 圧 縮スギ）一 体 型マットレスもございます。

11

H32.5

組み合わせるマットレスに合わせ

（レッドオーク/ 圧 縮スギ）＋ラテックスマットレス（厚み 11cm ）
・ベッドフレームのみ・畳

※レギュラータイプに加え、ヘッドボードが 15cm 高いハイバックタイプも選べます 。

シングル（S）

マットレスの組み合わせを選ぶ

ウッドスプリング（レッドオーク/ 圧 縮スギ）＋ウレタンマットレス（厚み 9cm ）
・ウッドスプリング

シングル（S）
・セミダブル（SD）
・ダブル（D）
・クイーン（Q）

29

ヘッドボード

2

中

左

取付位置はヘッドボードの上部で、左右

サスペンション（1本）

スライド式2口コンセント

¥20,900（税込）

¥2,750（税込）
8.2

cm

（USBポート付き）
¥4,950（税込）
8.2

cm

右

組み合わせ価格表
お好みのマットレスの組み合わせ、高さ、サイズ、デザイン、材種を選び、価格をご確認ください。

ご注文
記入例

ベッドフレーム + ウッドスプリング（レッドオーク）+ オリジナルマットレス（ウレタン 厚み9cm / ラテックス 厚み11cm ）

ベッドフレーム + ウッドスプリング（圧縮スギ）+ オリジナルマットレス（ウレタン 厚み9cm / ラテックス 厚み11cm ）

オリジナルマットレスはウレタンとラテックスの 2 種類からお選びください。

オリジナルマットレスはウレタンとラテックスの 2 種類からお選びください。

ウレタンマットレス（厚み9cm）

ウレタンマットレス（厚み9cm）

高さ

サイズ

ホワイトオーク（節入り）

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

圧縮スギ

スタンダード

¥332,200（税込）

¥337,700（税込）

¥314,600（税込）

¥390,500（税込）

¥337,700（税込）

片テーブル

¥354,200（税込）

¥359,700（税込）

¥336,600（税込）

¥412,500（税込）

¥370,700（税込）

両テーブル

¥376,200（税込）

¥381,700（税込）

¥358,600（税込）

¥434,500（税込）

¥403,700（税込）

ヘッドレス

¥299,200（税込）

¥304,700（税込）

¥281,600（税込）

¥357,500（税込）

スタンダード

¥397,100（税込）

¥408,100（税込）

¥379,500（税込）

¥460,900（税込）

¥414,700（税込）

片テーブル

¥419,100（税込）

¥430,100（税込）

¥401,500（税込）

¥482,900（税込）

¥447,700（税込）

両テーブル

¥441,100（税込）

¥452,100（税込）

¥423,500（税込）

¥504,900（税込）

¥480,700（税込）

ヘッドレス

¥358,600（税込）

¥369,600（税込）

¥341,000（税込）

¥422,400（税込）

スタンダード

¥473,000（税込）

¥484,000（税込）

¥455,400（税込）

¥547,800（税込）

¥489,500（税込）

片テーブル

¥495,000（税込）

¥506,000（税込）

¥477,400（税込）

¥569,800（税込）

¥522,500（税込）

両テーブル

¥517,000（税込）

¥528,000（税込）

¥499,400（税込）

¥591,800（税込）

¥555,500（税込）

ヘッドレス

¥429,000（税込）

¥440,000（税込）

¥411,400（税込）

¥503,800（税込）

スタンダード

¥524,700（税込）

¥535,700（税込）

¥501,600（税込）

¥606,100（税込）

¥542,300（税込）

片テーブル

¥546,700（税込）

¥557,700（税込）

¥523,600（税込）

¥628,100（税込）

¥575,300（税込）

サスペンション
3 本×2

両テーブル

¥568,700（税込）

¥579,700（税込）

¥545,600（税込）

¥650,100（税込）

¥608,300（税込）

ヘッドレス

¥475,200（税込）

¥486,200（税込）

¥452,100（税込）

¥556,600（税込）

シングル
（S）

スタンダード

¥343,200（税込）

¥348,700（税込）

¥325,600（税込）

¥407,000（税込）

¥359,700（税込）

片テーブル

¥370,700（税込）

¥376,200（税込）

¥353,100（税込）

¥434,500（税込）

¥392,700（税込）

両テーブル

¥398,200（税込）

¥403,700（税込）

¥380,600（税込）

¥462,000（税込）

¥431,200（税込）

スタンダード

¥408,100（税込）

¥419,100（税込）

¥390,500（税込）

¥477,400（税込）

¥436,700（税込）

片テーブル

¥435,600（税込）

¥446,600（税込）

¥418,000（税込）

¥504,900（税込）

¥469,700（税込）

両テーブル

¥463,100（税込）

¥474,100（税込）

¥445,500（税込）

¥532,400（税込）

¥508,200（税込）

スタンダード

¥484,000（税込）

¥495,000（税込）

¥466,400（税込）

¥564,300（税込）

¥511,500（税込）

片テーブル

¥511,500（税込）

¥522,500（税込）

¥493,900（税込）

¥591,800（税込）

¥544,500（税込）

両テーブル

¥539,000（税込）

¥550,000（税込）

¥521,400（税込）

¥619,300（税込）

¥583,000（税込）

スタンダード

¥535,700（税込）

¥546,700（税込）

¥512,600（税込）

¥622,600（税込）

¥564,300（税込）

片テーブル

¥563,200（税込）

¥574,200（税込）

¥540,100（税込）

¥650,100（税込）

¥597,300（税込）

両テーブル

¥590,700（税込）

¥601,700（税込）

¥567,600（税込）

¥677,600（税込）

¥635,800（税込）

シングル
（S）

サスペンション
3本

強 度としなりに適したレッド

オーク材のウッドスプリング
とウレタンマットレスの 組み

レギュラータイプ

サスペンション

セミダブル
（SD）

サスペンション
4本

ダブル
（D）
サスペンション
3 本×2

合わせにより、体圧分散性に
優れながら、理想の寝姿勢を

サポートします。

クイーン
（Q）

サスペンション
3本

サスペンション
4本

ダブル
（D）

サスペンション
3 本×2

クイーン
（Q）

サスペンション
3 本×2

強 度としなりに適したレッド

み合わせにより、やさしく身体

を支え、体圧分散と、寝返り性

を両立し、理 想の寝姿勢をサ
ポートします。

サイズ

圧縮スギ材のウッドスプリング
とウレタンマットレスの 組み

合わせにより、体圧分散性に

コンセント+USB
中 ・ 右

サスペンション

1

本追加

ビーチ

ウォルナット

圧縮スギ

¥325,600（税込）

¥401,500（税込）

¥348,700（税込）

¥347,600（税込）

¥423,500（税込）

¥381,700（税込）

両テーブル

¥387,200（税込） ¥392,700（税込）

¥369,600（税込）

¥445,500（税込）

¥414,700（税込）

ヘッドレス

¥310,200（税込） ¥315,700（税込）

¥292,600（税込）

¥368,500（税込）

スタンダード

¥413,600（税込） ¥424,600（税込）

¥396,000（税込）

¥477,400（税込）

¥431,200（税込）

片テーブル

¥435,600（税込） ¥446,600（税込）

¥418,000（税込）

¥499,400（税込）

¥464,200（税込）

両テーブル

¥457,600（税込） ¥468,600（税込）

¥440,000（税込）

¥521,400（税込）

¥497,200（税込）

ヘッドレス

¥375,100（税込） ¥386,100（税込）

¥357,500（税込）

¥438,900（税込）

スタンダード

¥495,000（税込） ¥506,000（税込）

¥477,400（税込）

¥569,800（税込）

¥511,500（税込）

片テーブル

¥517,000（税込） ¥528,000（税込）

¥499,400（税込）

¥591,800（税込）

¥544,500（税込）

両テーブル

¥539,000（税込） ¥550,000（税込）

¥521,400（税込）

¥613,800（税込）

¥577,500（税込）

ヘッドレス

¥451,000（税込） ¥462,000（税込）

¥433,400（税込）

¥525,800（税込）

スタンダード

¥546,700（税込） ¥557,700（税込）

¥523,600（税込）

¥628,100（税込）

¥564,300（税込）

片テーブル

¥568,700（税込） ¥579,700（税込）

¥545,600（税込）

¥650,100（税込）

¥597,300（税込）

サスペンション
3 本×2

両テーブル

¥590,700（税込） ¥601,700（税込）

¥567,600（税込）

¥672,100（税込）

¥630,300（税込）

ヘッドレス

¥497,200（税込） ¥508,200（税込）

¥474,100（税込）

¥578,600（税込）

シングル
（S）

スタンダード

¥354,200（税込） ¥359,700（税込）

¥336,600（税込）

¥418,000（税込）

¥370,700（税込）

片テーブル

¥381,700（税込） ¥387,200（税込）

¥364,100（税込）

¥445,500（税込）

¥403,700（税込）

両テーブル

¥409,200（税込） ¥414,700（税込）

¥391,600（税込）

¥473,000（税込）

¥442,200（税込）

スタンダード

¥424,600（税込） ¥435,600（税込）

¥407,000（税込）

¥493,900（税込）

¥453,200（税込）

片テーブル

¥452,100（税込） ¥463,100（税込）

¥434,500（税込）

¥521,400（税込）

¥486,200（税込）

両テーブル

¥479,600（税込） ¥490,600（税込）

¥462,000（税込）

¥548,900（税込）

¥524,700（税込）

スタンダード

¥506,000（税込） ¥517,000（税込）

¥488,400（税込）

¥586,300（税込）

¥533,500（税込）

片テーブル

¥533,500（税込） ¥544,500（税込）

¥515,900（税込）

¥613,800（税込）

¥566,500（税込）

両テーブル

¥561,000（税込） ¥572,000（税込）

¥543,400（税込）

¥641,300（税込）

¥605,000（税込）

スタンダード

¥557,700（税込） ¥568,700（税込）

¥534,600（税込）

¥644,600（税込）

¥586,300（税込）

片テーブル

¥585,200（税込） ¥596,200（税込）

¥562,100（税込）

¥672,100（税込）

¥619,300（税込）

両テーブル

¥612,700（税込） ¥623,700（税込）

¥589,600（税込）

¥699,600（税込）

¥657,800（税込）

セミダブル
（SD）

サスペンション
4本

ダブル
（D）

クイーン
（Q）

や、防カビ効果など、さまざま
な効果が期待できます。

ホワイトオーク

左 ・

¥365,200（税込） ¥370,700（税込）

のウッドスプリングを使 用す
で は のリラックス 鎮 静 効 果

ホワイトオーク（節入り）

コンセント
取付位置

¥343,200（税込） ¥348,700（税込）

スノコと合わせて圧縮スギ材

ることでいっそう、スギ材なら

デザイン

ＷＡ色

オプション

片テーブル

サスペンション
3 本×2

優れながら、理想の寝姿勢を

塗色

スタンダード

サスペンション
3本

サスペンション

材種

ウッドスプリング（レッドオーク） ウォルナット
＋ラテックスマットレス

シングル
（S）

サスペンション
3本

セミダブル
（SD）

サスペンション
4本

ダブル
（D）

サスペンション
3 本×2

クイーン
（Q）

サスペンション
3 本×2

ラテックスマットレス（厚み11cm）
サイズ

デザイン

ホワイトオーク（節入り）

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

圧縮スギ

スタンダード

¥420,200（税込）

¥425,700（税込）

¥402,600（税込）

¥478,500（税込）

¥425,700（税込）

片テーブル

¥442,200（税込）

¥447,700（税込）

¥424,600（税込）

¥500,500（税込）

¥458,700（税込）

両テーブル

¥464,200（税込）

¥469,700（税込）

¥446,600（税込）

¥522,500（税込）

¥491,700（税込）

ヘッドレス

¥387,200（税込）

¥392,700（税込）

¥369,600（税込）

¥445,500（税込）

スタンダード

¥531,300（税込）

¥542,300（税込）

¥513,700（税込）

¥595,100（税込）

¥548,900（税込）

片テーブル

¥553,300（税込）

¥564,300（税込）

¥535,700（税込）

¥617,100（税込）

¥581,900（税込）

サスペンション
4本

両テーブル

¥575,300（税込）

¥586,300（税込）

¥557,700（税込）

¥639,100（税込）

¥614,900（税込）

ヘッドレス

¥492,800（税込）

¥503,800（税込）

¥475,200（税込）

¥556,600（税込）

シングル
（S）

スタンダード

¥431,200（税込）

¥436,700（税込）

¥413,600（税込）

¥495,000（税込）

¥447,700（税込）

片テーブル

¥458,700（税込）

¥464,200（税込）

¥441,100（税込）

¥522,500（税込）

¥480,700（税込）

両テーブル

¥486,200（税込）

¥491,700（税込）

¥468,600（税込）

¥550,000（税込）

¥519,200（税込）

スタンダード

¥542,300（税込）

¥553,300（税込）

¥524,700（税込）

¥611,600（税込）

¥570,900（税込）

片テーブル

¥569,800（税込）

¥580,800（税込）

¥552,200（税込）

¥639,100（税込）

¥603,900（税込）

両テーブル

¥597,300（税込）

¥608,300（税込）

¥579,700（税込）

¥666,600（税込）

¥642,400（税込）

シングル
（S）

サスペンション
3本

セミダブル
（SD）

サスペンション
3本

セミダブル
（SD）

サスペンション
4本

高さ

サスペンション
圧縮スギ材のウッドスプリング
とラテックスマットレスの組み

合わせにより、やさしく身体を
支え、体圧分散と、寝返り性を
両 立し、理 想 の 寝 姿 勢 を サ
ポートします。

スノコと合わせて圧縮スギ材

のウッドスプリングを使 用す

ることでいっそう、スギ材なら
で は のリラックス 鎮 静 効 果

や、防カビ効果など、さまざま
な効果が期待できます。
塗色：ホワイトオーク（節入り）
・ホワイトオーク / オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装 ビーチ / オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装 ウォルナット / ポリウレタン樹脂塗装

圧縮スギ / ポリウレタン樹脂塗装

ハイバックタイプ

とラテックスマットレスの 組

ハイバックタイプ

オーク材のウッドスプリング

マットレスの組み合わせ

高さ

レギュラータイプ

レギュラータイプ

サスペンション

セミダブル

サポートします。

ラテックスマットレス（厚み11cm）
高さ

スタンダード
ハイバック

ハイバックタイプ

ハイバックタイプ

セミダブル
（SD）

サイズ

レギュラータイプ

デザイン

デザイン

サイズ

デザイン

ホワイトオーク（節入り）

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

圧縮スギ

スタンダード

¥431,200（税込）

¥436,700（税込）

¥413,600（税込）

¥489,500（税込）

¥436,700（税込）

片テーブル

¥453,200（税込）

¥458,700（税込）

¥435,600（税込）

¥511,500（税込）

¥469,700（税込）

両テーブル

¥475,200（税込）

¥480,700（税込）

¥457,600（税込）

¥533,500（税込）

¥502,700（税込）

ヘッドレス

¥398,200（税込）

¥403,700（税込）

¥380,600（税込）

¥456,500（税込）

スタンダード

¥547,800（税込）

¥558,800（税込）

¥530,200（税込）

¥611,600（税込）

¥565,400（税込）

片テーブル

¥569,800（税込）

¥580,800（税込）

¥552,200（税込）

¥633,600（税込）

¥598,400（税込）

サスペンション
4本

両テーブル

¥591,800（税込）

¥602,800（税込）

¥574,200（税込）

¥655,600（税込）

¥631,400（税込）

ヘッドレス

¥509,300（税込）

¥520,300（税込）

¥491,700（税込）

¥573,100（税込）

シングル
（S）

スタンダード

¥442,200（税込）

¥447,700（税込）

¥424,600（税込）

¥506,000（税込）

¥458,700（税込）

片テーブル

¥469,700（税込）

¥475,200（税込）

¥452,100（税込）

¥533,500（税込）

¥491,700（税込）

両テーブル

¥497,200（税込）

¥502,700（税込）

¥479,600（税込）

¥561,000（税込）

¥530,200（税込）

スタンダード

¥558,800（税込）

¥569,800（税込）

¥541,200（税込）

¥628,100（税込）

¥587,400（税込）

片テーブル

¥586,300（税込）

¥597,300（税込）

¥568,700（税込）

¥655,600（税込）

¥620,400（税込）

両テーブル

¥613,800（税込）

¥624,800（税込）

¥596,200（税込）

¥683,100（税込）

¥658,900（税込）

シングル
（S）

サスペンション
3本

セミダブル
（SD）

サスペンション
3本

セミダブル
（SD）

サスペンション
4本

ベッドフレーム + 畳
高さ

サイズ

シングル
（S）

シンプルな畳ベッド。敷き布

団 の 寝 心 地 がお 好 み の方に

レギュラータイプ

床板に天然い草を使 用した、

セミダブル
（SD）

ダブル
（D）

おすすめです。

畳部分は、2 分割になります。
クイーン
（Q）

シングル
（S）
ハイバックタイプ

セミダブル
（SD）

ダブル
（D）

クイーン
（Q）

デザイン

ホワイトオーク（節入り）

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

圧縮スギ

スタンダード

¥227,700（税込）

¥233,200（税込）

¥210,100（税込）

¥286,000（税込）

¥233,200（税込）

片テーブル

¥249,700（税込）

¥255,200（税込）

¥232,100（税込）

¥308,000（税込）

¥266,200（税込）

両テーブル

¥271,700（税込）

¥277,200（税込）

¥254,100（税込）

¥330,000（税込）

¥299,200（税込）

ヘッドレス

¥194,700（税込）

¥200,200（税込）

¥177,100（税込）

¥253,000（税込）

スタンダード

¥262,900（税込）

¥273,900（税込）

¥245,300（税込）

¥326,700（税込）

¥280,500（税込）

片テーブル

¥284,900（税込）

¥295,900（税込）

¥267,300（税込）

¥348,700（税込）

¥313,500（税込）

両テーブル

¥306,900（税込）

¥317,900（税込）

¥289,300（税込）

¥370,700（税込）

¥346,500（税込）

ヘッドレス

¥224,400（税込）

¥235,400（税込）

¥206,800（税込）

¥288,200（税込）

スタンダード

¥286,000（税込）

¥297,000（税込）

¥268,400（税込）

¥360,800（税込）

¥302,500（税込）

片テーブル

¥308,000（税込）

¥319,000（税込）

¥290,400（税込）

¥382,800（税込）

¥335,500（税込）

両テーブル

¥330,000（税込）

¥341,000（税込）

¥312,400（税込）

¥404,800（税込）

¥368,500（税込）

ヘッドレス

¥242,000（税込）

¥253,000（税込）

¥224,400（税込）

¥316,800（税込）

スタンダード

¥315,700（税込）

¥326,700（税込）

¥292,600（税込）

¥397,100（税込）

¥333,300（税込）

片テーブル

¥337,700（税込）

¥348,700（税込）

¥314,600（税込）

¥419,100（税込）

¥366,300（税込）

両テーブル

¥359,700（税込）

¥370,700（税込）

¥336,600（税込）

¥441,100（税込）

¥399,300（税込）

ヘッドレス

¥266,200（税込）

¥277,200（税込）

¥243,100（税込）

¥347,600（税込）

スタンダード

¥238,700（税込）

¥244,200（税込）

¥221,100（税込）

¥302,500（税込）

¥255,200（税込）

片テーブル

¥266,200（税込）

¥271,700（税込）

¥248,600（税込）

¥330,000（税込）

¥288,200（税込）

両テーブル

¥293,700（税込）

¥299,200（税込）

¥276,100（税込）

¥357,500（税込）

¥326,700（税込）

スタンダード

¥273,900（税込）

¥284,900（税込）

¥256,300（税込）

¥343,200（税込）

¥302,500（税込）

片テーブル

¥301,400（税込）

¥312,400（税込）

¥283,800（税込）

¥370,700（税込）

¥335,500（税込）

両テーブル

¥328,900（税込）

¥339,900（税込）

¥311,300（税込）

¥398,200（税込）

¥374,000（税込）

スタンダード

¥297,000（税込）

¥308,000（税込）

¥279,400（税込）

¥377,300（税込）

¥324,500（税込）

片テーブル

¥324,500（税込）

¥335,500（税込）

¥306,900（税込）

¥404,800（税込）

¥357,500（税込）

両テーブル

¥352,000（税込）

¥363,000（税込）

¥334,400（税込）

¥432,300（税込）

¥396,000（税込）

スタンダード

¥326,700（税込）

¥337,700（税込）

¥303,600（税込）

¥413,600（税込）

¥355,300（税込）

片テーブル

¥354,200（税込）

¥365,200（税込）

¥331,100（税込）

¥441,100（税込）

¥388,300（税込）

両テーブル

¥381,700（税込）

¥392,700（税込）

¥358,600（税込）

¥468,600（税込）

¥426,800（税込）

デザイン

ホワイトオーク（節入り）

ホワイトオーク

ビーチ

ウォルナット

圧縮スギ

スタンダード

¥169,400（税込）

¥174,900（税込）

¥151,800（税込）

¥227,700（税込）

¥174,900（税込）

片テーブル

¥191,400（税込）

¥196,900（税込）

¥173,800（税込）

¥249,700（税込）

¥207,900（税込）

両テーブル

¥213,400（税込）

¥218,900（税込）

¥195,800（税込）

¥271,700（税込）

¥240,900（税込）

ヘッドレス

¥136,400（税込）

¥141,900（税込）

¥118,800（税込）

¥194,700（税込）

スタンダード

¥187,000（税込）

¥198,000（税込）

¥169,400（税込）

¥250,800（税込）

¥204,600（税込）

片テーブル

¥209,000（税込）

¥220,000（税込）

¥191,400（税込）

¥272,800（税込）

¥237,600（税込）

両テーブル

¥231,000（税込）

¥242,000（税込）

¥213,400（税込）

¥294,800（税込）

¥270,600（税込）

ヘッドレス

¥148,500（税込）

¥159,500（税込）

¥130,900（税込）

¥212,300（税込）

スタンダード

¥204,600（税込）

¥215,600（税込）

¥187,000（税込）

¥279,400（税込）

¥221,100（税込）

片テーブル

¥226,600（税込）

¥237,600（税込）

¥209,000（税込）

¥301,400（税込）

¥254,100（税込）

両テーブル

¥248,600（税込）

¥259,600（税込）

¥231,000（税込）

¥323,400（税込）

¥287,100（税込）

ヘッドレス

¥160,600（税込）

¥171,600（税込）

¥143,000（税込）

¥235,400（税込）

スタンダード

¥227,700（税込）

¥238,700（税込）

¥204,600（税込）

¥309,100（税込）

¥245,300（税込）

片テーブル

¥249,700（税込）

¥260,700（税込）

¥226,600（税込）

¥331,100（税込）

¥278,300（税込）

両テーブル

¥271,700（税込）

¥282,700（税込）

¥248,600（税込）

¥353,100（税込）

¥311,300（税込）

ヘッドレス

¥178,200（税込）

¥189,200（税込）

¥155,100（税込）

¥259,600（税込）

スタンダード

¥180,400（税込）

¥185,900（税込）

¥162,800（税込）

¥244,200（税込）

¥196,900（税込）

片テーブル

¥207,900（税込）

¥213,400（税込）

¥190,300（税込）

¥271,700（税込）

¥229,900（税込）

両テーブル

¥235,400（税込）

¥240,900（税込）

¥217,800（税込）

¥299,200（税込）

¥268,400（税込）

スタンダード

¥198,000（税込）

¥209,000（税込）

¥180,400（税込）

¥267,300（税込）

¥226,600（税込）

片テーブル

¥225,500（税込）

¥236,500（税込）

¥207,900（税込）

¥294,800（税込）

¥259,600（税込）

両テーブル

¥253,000（税込）

¥264,000（税込）

¥235,400（税込）

¥322,300（税込）

¥298,100（税込）

スタンダード

¥215,600（税込）

¥226,600（税込）

¥198,000（税込）

¥295,900（税込）

¥243,100（税込）

片テーブル

¥243,100（税込）

¥254,100（税込）

¥225,500（税込）

¥323,400（税込）

¥276,100（税込）

両テーブル

¥270,600（税込）

¥281,600（税込）

¥253,000（税込）

¥350,900（税込）

¥314,600（税込）

スタンダード

¥238,700（税込）

¥249,700（税込）

¥215,600（税込）

¥325,600（税込）

¥267,300（税込）

片テーブル

¥266,200（税込）

¥277,200（税込）

¥243,100（税込）

¥353,100（税込）

¥300,300（税込）

両テーブル

¥293,700（税込）

¥304,700（税込）

¥270,600（税込）

¥380,600（税込）

¥338,800（税込）

ベッドフレームのみ
高さ

サイズ

シングル
（S）

使 用いただけます。別売りの

ウッドスプリング一 体 型マッ

レギュラータイプ

市販のマットレスを敷いてご

セミダブル
（SD）

ダブル
（D）

トレスと組み合わせるときは、
ハイバックタイプ、またはヘッ

ドレスをお選びください。

クイーン
（Q）

シングル
（S）
ハイバックタイプ

セミダブル
（SD）

ダブル
（D）

クイーン
（Q）

塗色：ホワイトオーク（節入り）
・ホワイトオーク / オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装 ビーチ / オイル仕上げ / ポリウレタン樹脂塗装 ウォルナット / ポリウレタン樹脂塗装

圧縮スギ / ポリウレタン樹脂塗装

マットレス単品

オリジナル枕

ウッドスプリング一体型マットレス（厚み17cm）
シングル
セミダブル
W97×D195×H17

圧縮スギ

HBS SD

レッドオーク

HBS SDJ

¥198,000（税込）

¥221,100（税込）

¥245,300（税込）

HBS S

HBS SJ

¥174,900（税込）

レッドオーク

大正12年創業の老舗枕メーカー「まくらのキタムラ」と共同製作したオリジナルの枕は、充填物に杉チップを使用しています。

W120×D195×H17

杉の香りによるリラックス効果や吸湿性をご体感ください。

マットレス

圧縮スギ

ウッドスプリング

※シングル・セミダブルのみの対応です。

ジムナストHIDA（カバー 1枚付）

寝返りをサポート

ウッドスプリングとウレタンマットレスが一体化したマットレスは、市販のベッ

GP600

く頭の軌 道に合 わ せ た、そら豆

W73×D37

ドフレームにもご使用いただけます。ウッドスプリングはレッドオーク材と圧

寝返りの際に、弧を描くように動
型のジムナストシリーズ。

¥18,700（税込）

縮スギ材からお選びいただけます。

※ジムナストはまくらのキタムラオリジナル商品の

本体

生地：表 ポリエステル100%
裏 綿100%
充填物：杉チップ、ポリエチレン、エストラマー
側地 表 3 層：表 綿100%
裏・わた ポリエステル100%
裏：綿100%
※GP600C ジムナストHIDA 専用カバーが1枚
付いています。

月光シリーズでは、ヘッドレス、またはハイバックタイプのベッドフレームのみ

と組み合わせてご使用ください。

HBS SJ

枕の名称です。

頭の高さに合わせた形
仰臥位時と側臥位時のそれぞれ

に合わせた高さが必要な両側は
中央よりも高くなっています。

W100×D200×H11

W120×D200×H11

GP70S

GP70SD

¥151,800（税込）

¥210,100（税込）

頭にフィットする構造

仰臥位時に汗をかきやすい後頭部と、側臥位時に香りが
するよう両端に杉チップを配置しています。

B エラストマーパイプ

耐久性が高く、柔らかい低反発のような素材です。

C ナチュラルパイプ

ウールパッド

A

C

B

D

B

GP600 中材

を増減させることで、お好みの高

柔らかく、
音の出にくい素材で優しく耳元を包みます。

さ・硬さにカスタマイズできます。

寝返りをサポートする弾力性のある素材です。

ラテックスフォーム
ウールパッド
ニット面

ジムナストHIDA 専用カバー

ジムナストHIDA 高さ調整パッド

とサラッとした感触のブロード面の両面仕様です。耐久性に優れたラテック

GP600C

GP600P

¥2,200（税込）

¥2,200（税込）

グラウンド地：ポリエステル100%
パイル糸：綿100%

表：綿100%
裏・わた：ポリエステル100%

ジムナストHIDA 専用の枕カバーです。

より高めの枕をご希望される場合、高さ調整

ル地で、汗を吸収してくれます。

で、枕の高さを調整できます。

W73×D37

パッドで挟んで一体化したマットレスです。表面はやさしい肌触りのニット面

スとウールパッドがやさしく身体を支え、体圧分散と寝返りをサポートします。
のみと組み合わせてご使用ください。単体でもご使用いただけます。

D

ユニットに分かれています。中材

天然素材の100%ピュアラテックスをフランス産ヴァージンウール 100%の

月光シリーズでは、ウッドスプリングとの組み合わせの他、畳、ベッドフレーム

A

C

D

ジムナストHIDAの中材は、8 つの

D パーネスコルマ

詰物：100%ピュアラテックスフォーム・フランス産ヴァージンウール100%
側地：綿100% スムースニット・ブロード
※シングル・セミダブルのみの対応です。

A

の頭の高さに合 わせた形。肩幅

A 杉チップ

ラテックスマットレス（厚み11cm）
シングル
セミダブル

GP600

ブロード面
GP70S

※カバーのお手入れはラテックスフォームを脱着後、下記のウールベッドパッド
と同じ方法で行ってください。

タオルのようなフカフカな肌触りのパイ

W73×D37

GP600C

パッドをジムナストHIDAの中に入れること

GP600P

ウールベッドパッド
シングル
W100×D200 1.5kg

W120×D200 1.8kg

GP80SD

¥20,900（税込）

¥25,300（税込）

ダブル

クイーン

自然素材へのこだわり

W63×D40

セミダブル

GP80S

W140×D200 2.0kg

自然素材枕
GP80S

中綿から糸に至るまで全て自然
素材でできた枕。杉チップの感触

GP400

を残しつつ 木 綿 わ たで包んだ 2

￥16,500（税込）

層構造で、寝心地を良くしました。

本体

生地・縫い糸：綿100%
充填物：杉チップ、木綿わた
※一般的なW63×D43の枕カバーをご使用ください。

頭にフィットする構造
本体には杉チップの偏りを抑える

W160×D200 2.3kg

GP80D

GP80Q

¥29,700（税込）

¥35,200（税込）

詰物：フランス産ヴァージンウール 100%
側地：綿100% ブロード

ためのマチを付け、頭の安定感と

フィット感を高めるように、中央を
少し凹ませています。

杉チップ部分

木綿わた部分

GP400

フランス産ヴァージンウールと通気性の良いピュアコットンの組み合わせで
ムレにくくサラッとした風合いです。夏は涼しく、冬はあたたかく、1年中ご使
用いただけるベッドパッドです。

※ご家庭での水洗いは避け、ドライクリーニングをしてください。

衛生面や殺菌、へたり予防の為、週に 1 回程度、片面 2時間ずつを目安に

日干しを行い、表面のホコリを取り除くように軽く手で払うことをおすすめ

します。

飛驒産業株式会社
506-8686 岐阜県高山市漆垣内町 3180 T 0577-32-1001 F 0577-34-9185
info@hidasangyo.com https://hidasangyo.com
このカタログに掲載している商品の色調は印刷上、実物と多少違いが生じる場合があります。クッションのふくらみや形も素材の性質により多少の誤差が生じますのでご了承ください。
寸法表示は品質表示法に基づくもので、全幅（W）
×奥行（D）
×全高（H）天板厚（T）座高（SH）肘高（AH）
です。
（単位はcm ／小数点以下は社内規定に従って調整）
商品改良のため、予告なくデザイン変更及び仕様変更または廃番とすることがあります。本カタログの価格は全て税込表示です。掲載内容は 2021 年 12 月現在のものです。
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