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autumn → winter

眠りのリフレ 特選快適寝具コレクション

Good Sleep

Good Life



「布団内環境」は
快適ですか？

免疫力アップの眠り方

布団内環境＆不眠を判断するためにチェックしてみましょう

Check!
あなたの眠りは

快眠になっています
か？

□ 朝起きた時に、からだ（首、腰など）が痛い
□ 夜中に目が覚めやすい
□ 10年以上、同じ寝具を使っている
□ 季節に合わせて、寝具を替えていない
□ 朝起きると、くしゃみや咳、鼻水が止まらない
□ いびきをかきやすい。口やのどが乾いている
□ 布団に入ると、5分以内に眠りに落ちる
□ 寝汗でびっしょりになることがある

1つでも要注意です。
布団内環境、または

睡眠の質が良くありません。

環境が良くないと

快眠とはなりません。

敷きふとんもマットレスも枕も
一生ものではありません！

　寝具の寿命の目安は、マットレスは７～ 10
年、敷きふとんは３～５年、枕は１～５年です。
　交換の時期は、寝心地、ヘタリ、汚れ具合

で判断します。
　寝具は衛生商品です。マットレスの上に敷
くベッドパッドや敷きふとんは湿気がたまり
やすいです。週に 1回はカバー、シーツを洗
濯し、掃除機をかけたり布団を乾燥させたり
しましょう。



布団内環境を良くするために必要な寝具をご紹介していきます！

ミンティー （羽毛掛布団）

シングル  ￥32,780（税込）ピンク  ブルー

ダ ブ ル  ￥46,200（税込）ピンク  ブルー

サイズ  シングル：150×210cm／1.3kg　ダブル：190×
210cm／1.7kg
素材  ふとんがわ：ポリエステル85％、綿15％　詰めもの：ハ
ンガリー産ホワイトダックダウン90/10％　両面：吸水、速
乾、帯電防止　〈日本製〉

ラーモ （羽毛合掛布団）

シングル  ￥37，000（税込）ピンク  ブルー  パーブル

サイズ  シングル：150×210cm／0.8kg
素材  ふとんがわ：綿100％　詰めもの：ハンガリーホワイトグー
ス93％　キルト：立体キルト

破格のコスパ！ この品質でこの価格！

軽いふとんで寝たい方、暑がりの方

日常生活 羽毛掛けふとん特選

マリノ （羽毛掛布団）

シングル  ￥43,780（税込）ピンク  ブルー

ダ ブ ル  ￥61,600（税込）ピンク  ブルー

サイズ  シングル：150×210cm／1.3kg　ダブル：190×
210cm／1.7kg
素材  ふとんがわ：綿100％　詰めもの：ハンガリー産ホワイト
ダックダウン90/10％〈日本製〉

こだわり２層羽毛掛け布団



ウォームフィール
ウォームフィールは、カシミヤ毛布や真綿ふとん、シルク毛布に比べて、使いやすさ、価格において
格別の自信をもっておススメできる商品、インナーケットです！
毎日使うものですから、寝心地がいいものを使いたいですよね。
さらには、自宅で洗濯もできるところが魅力です！
これでクリーニング代も節約できます。

やわらかさ
に包まれて

発売15年
西川

人気商品！



インナーケット
シングル  ￥60,500（税込）
ダーク
グレー  

グレー
 
ピンク

 
コン
 
パーブル

サイズ  シングル：150×210cm
素材  側：アクリル100％　詰めもの：合成繊維
（アクリレート系）55％、ポリエステル45％（吸
湿発熱わた）〈日本製〉

インナーケット
シングル  ￥38,500（税込）

ピンク
 
アカ
 
ブラウン

 
コン
 
イエロー

 
ブルー

 
ターコイズ
ブルー

サイズ  シングル：150×210cm
素材  側：アクリル80％、レーヨン20％　詰
めもの：ポリエステル55％、合成繊維（ア
クリレート系）45％（吸湿発熱わた）
〈日本製〉

洗濯
ＯＫ

洗濯ネット使用

洗濯
ＯＫ

洗濯ネット使用

リビングケット
￥11,000（税込）

アカ
 
ブラウン

 
コン
 
ターコイズ
ブルー

サイズ  135×75cm
素材  側：アクリル80％、レーヨン20％　詰
めもの：ポリエステル55％、合成繊維（ア
クリレート系）45％（吸湿発熱わた）
〈日本製〉

洗濯
ＯＫ

洗濯ネット使用

敷きパッド
シングル  ￥30,800（税込）
セミダブル  ￥37,400（税込）
ダ ブ ル  ￥42,900（税込）

ピンク
 
コン
 
ブルー

サイズ  シングル：100×205cm　
セミダブル：120×205cm　ダブ
ル：140×205cm
素材  側：アクリル80％、レーヨン
20％　詰めもの：ポリエステル
55％、合成繊維（アクリレート
系）45％（吸湿発熱わた）
〈日本製〉

洗濯
ＯＫ

洗濯ネット使用

とろけるような、
やさしい肌ざわり

毛布の1/3の重さ！



 あったかカバー＆ あったか敷パッド
なごやか掛けカバー。肌にやさしい、あったかタオルカバーです。
首、肩もすっぽり包んでくれる、折り返しタイプ。
抜群の軽さと通気性でムレず、羽毛ふとんとの相性抜群！
おふとんに入ったときのヒヤッと感がありません。

吸湿発熱素材に制菌加工（PRO×BlockZ加工）を施した
「西川のあったか寝具」シリーズです。

和
なご

やかクロッシュ
シングル  ￥14,300（税込）

ピンク
 
ブラウン

サイズ  シングル：150×210cm
／約900g
素材  プリント部：綿100％　パ
イル部：綿100％　グランド部：
ポリエステル100％
〈京都金桝・日本製〉

洗濯
ＯＫ

洗濯ネット使用

HEAT WITH あったか掛けふとんカバー
シングル  ￥5,478（税込）

ベージュ
 
グレー

 
ブラウン

サイズ  シングル：150×210cm
素材   表生地：ポリエステル
100％　裏生地：パイルポリエス
テル100％、地糸ポリエステル
60％、レーヨン40％〈中国製〉

Le midi あったか掛けふとんカバー
シングル  ￥6,600（税込）

ラベンダー
 ピンク

サイズ  シングル：150×210cm
素材  表生地：綿100％　裏生地：ポリエステル100％〈中国製〉

やっと出会えた、やわらかさ。

グレー

信頼の日本製



 あったかカバー＆ あったか敷パッド
寒い夜を、重ね着や重い掛けふとんで対処していませんか？
敷ふとん側を暖かくしましょう。
背中を温めることで、安眠できます！寒い夜でも

重ね着
しない

背中を
温めて
安眠を

ヌクゥールシーツ（温かいウールシーツ）

シングル  ￥15,400（税込） アイボリー

サイズ  シングル：105×205cm
素材  毛羽部分：ウール100％、グランド部：タテ ポリ
エステル65％、レーヨン35％／ヨコ ポリエステル
100％　〈京都金桝・日本製〉

オーストラリア産上質ウール100％
温かさが違います！！

敷きパッド

シングル  ￥5,500（税込） ピンク  グレー

サイズ  シングル：100×205cm
素材  表生地：ポリエステル100％　裏生地：ポリエステル100％　
詰めもの：ポリエステル50％、レーヨン50％〈中国製〉

あったか敷きパッド
シングル  ￥3,289（税込） セミダブル  ￥4,389（税込）

ダ ブ ル  ￥5,489（税込） ベージュ アイボリー

サイズ  シングル：100×205cm　セミダブル：120×205cm　ダブル：140×205cm
素材 表生地：パイル ポリエステル100％、地糸 ポリエステル60％、レーヨン40％　裏
生地：ポリエステル100％　詰めもの：ポリエステル100％〈中国製〉

「制菌加工」をすること
により、繊維上の細菌
の増殖を抑制します。

冬は、首や肩、
背中を温めて安眠を得る

　首には温度センサーがあるといわれ、冷え
は首からも入ってきます。とくに普段冷えが

気になる女性は首や肩を温めると安眠につな
がります。
　また、背骨に自律神経が通っているので、
背骨の部分を温めると副交感神経が優位にな
り、リラックスしてねむりやすくなります。



ベッドの良さを見直してみませんか
ベッドフレームも進化している――

和室にふとんの生活も良いものですが、
「毎日、ふとんの上げ下げがつらい……」「ふとんが重い」
そんなお悩みをお聞きすることがよくあります。
ふとんの生活、シニア世代にはけっこうつらいですよね。

では、ベッドのメリットを見てみましょう。
まず、ベッドはふとんを片付ける手間がなく、
普段の生活の負担を軽減することができます。
また目が覚めてから立ち上がるまでの動作も、ふとんよりずっと楽になります。

「でも、ベッドは床から高さがあるので転落しないか心配で……」
そんな方のための、高さが調整できる
ベッドフレームがあることをご存じですか？
デザインという点でも、和・洋どちらのスタイルにも
モダンにフィットするベッドフレームを数多くご用意しております。
また、マットレスモード、ふとんモードどちらにもそれぞれ対応できます。

人は人生の約1／3を、眠って過ごすといわれています。
睡眠はとても大切。
衛生的な寝室に、快適な睡眠環境を整えましょう。

ニューナチュラル ベッドフレーム
シングル  ￥102,300（税込） セミダブル  ￥117,700（税込）

ダ ブ ル  ￥133,100（税込） ナチュラル  ブラウン

サイズ  シングル：101×219×80cm
セミダブル：124×219×80cm
ダブル：144×219×80cm
素材  フレーム主材：ポプラ材（ブラウン色）／ピーチ材（ナチュラル色）
プリント化粧合板、ポリウレタン塗装、杉スノコ
※H/Fタイプ〈日本製〉

「マットレス＋フレーム
」から広がる新しい可能

性

マットレス
モード

杉スノコ ヘッドボード
配色：ブラウン色



フット＆フット タイプ

フット＆フット タイプ
シングル  ￥66,000（税込） セミダブル  ￥77,000（税込）

ダ ブ ル  ￥88,000（税込） ベージュ ベージュ3

サイズ シングル：100×216×43cm　セミダブル：123×216×43cm
ダブル：143×216×43cm
素材  フレーム主材：ブナ天然木無垢材　
仕上げ  つや消し塗装　組立パターン  カンタッチャブル方式（工具不要）
〈日本製〉

※価格は、ふとん、マットレスを除いたベッドフレームのみの価格です。　※寸法表示は、外寸でcm単位です。
※ 床（ゆか）から床板（とこいた）までの高さは、ふとんモードの時（高い時）43cm、マットレスモードの時（低い時）26cmです。　※マットレスの厚さによって、寝床面の高さが変わります。

マットレス
モード

ヘッド＆フット タイプ

ヘッド＆フット タイプ

シングル  ￥88,000（税込） セミダブル  ￥99,000（税込） ダ ブ ル  ￥110,000（税込） ベージュ ベージュ3

サイズ  シングル：100×223×90cm　セミダブル：123×223×90cm　ダブル：143×223×90cm
素材  フレーム主材：ブナ天然木無垢材　
仕上げ  つや消し塗装　組立パターン  カンタッチャブル方式（工具不要）〈日本製〉

マットレス
モード

ふとん
モード

シンプルで機能的、様々
な生活スタイルにマッチ

！

ベッドマッ
トレスは手

入れと処分
が大変な

ので、ノンス
プリングの

タイプを選
びましょう



   ひと工夫で、オシャレなお部屋に変身！

K
ク ル ト

urt Ⅱ

シングル  ￥60,500（税込）

サイズ  シングル：100.7×206.8
×83cm　素材   アルダー材
〈関家具〉※他にも種類あり

2口スライド
コンセント付

き

※上記の商品はすべて、お届けまでに2～3週間いただきます。

R
ラ ス ク

usk

シングル  ￥46,750（税込）

サイズ  シングル：
100.7×201.0×
30.0-22.0cm
素材  タモ材 
〈関家具〉

B
ベ ル セ

ercer

シングル  ￥69,850（税込）

サイズ   シングル：
98.0×207.5×89.9
cm　素材  バーチ無垢
材〈関家具〉

床面の高さの
2段階調節可

能



おうち時間をリラックスタイムに！　便利なグッズたち

フットピロー　￥4,400（税込）

サイズ  56×24cm
素材  側 表地：パイル 綿100％　裏・
底・横地：ポリエステル55％、綿45％　
詰めもの：合成ゴム〈日本製〉

スマート抱き枕　￥6,600（税込）

サイズ  79×32cm
素材  〈カバー〉表地 パイル：綿100％、グランド：ポリエステ
ル100％　裏地：ポリエステル55％、綿45％　〈中芯〉側：ポ
リエステル100％　詰めもの：ポリエステル100％〈日本製〉

フットクッション　￥3,289（税込）

サイズ  42×40cm
素材  側生地 パイル：ポリエステル100％　地糸：ポリエステル60％、レーヨン40％　詰めもの：ポリエステル100％、
ウレタンフォーム　色生地部分：制菌加工、吸湿発熱、蓄熱、消臭、吸放湿〈中国製〉

疲れた足を癒したい！ よく寝返りを打つ…

スマート抱き枕スマート抱き枕 ￥6,600￥6,600（税込）（税込）

疲れた
足の

リラッ
クスタ

イムに

抱いたまま寝返りが
打てる、コンパクトな
ショートタイプの抱き枕

グレー

ブラウン

足元、あったか♡



お知り合いの方を
ご紹介ください！

より多くの方に、睡眠、寝具の大切さを知っていただきたいのです！
ぜひ大切なご友人やお知り合いの方をご紹介ください。

商品のご注文など、詳しくは下記まで

おふとん出張お届けサービス
「見て・触って・感じて・話を聞いて」選べる

あなたご自身の目で、お確かめください。
その場でのご注文も承ります。

お支払い方法もいろいろ！
ご相談ください。

あなたご自身の目で、お確かめください。

ご指定先まで、
商品サンプルを
お持ちいたします！

お家にいなが
ら、商品を実

感！

西川ローズの会会員店　有限会社リフレサービス 担当：田制

TEL   042-310-1553

FAX   042-356-2520

E-mail   refre_s@docomo.ne.jp
〒 206-0001　東京都多摩市和田 368-20

＊お問い合わせ＊

カード決済 郵便振替
代引 銀行振込

現金

お気軽にお問い合わせください。


