
オーダーメイドシステム 1cmピッチでサイズオーダーを承ります。（詰めもの量は指定できません。）

羽毛掛けふとん　肌掛けふとん・合掛けふとん O

オーダーメイドシステムは受注生産につき、納期は受注後約3週間を要します。（サイズ表記：幅×長さ　単位：cm）

1 2 3 4 5 6

1442-46014

1.20kg以下

150以下×210以下

1442-46006

2.70kg以下

231～250×211～250

1442-46022

1.70kg以下

150以下×211～250
151～190×210以下

1442-46030

2.10kg以下

151～190×211～250
191～210×210以下

1442-46048

2.30kg以下

191～210×211～250
211～230×210以下

1442-46055

2.50kg以下

1.20kg以下 2.70kg以下1.70kg以下 2.10kg以下 2.30kg以下 2.50kg以下

211～230×211～250
231～250×210以下

231～250×211～250150以下×211～250
151～190×210以下

151～190×211～250
191～210×210以下

191～210×211～250
211～230×210以下

211～230×211～250
231～250×210以下

1441-46016 1441-460081441-46024 1441-46032 1441-46040 1441-46057

ふとんがわ ： 綿100%
　　　  　（ePTFEラミネート加工
　　　   　抗菌加工）
キルト ： ボディードレープキルト　
10ヶ所ループ
〈日本製〉

1442-46212

1.30kg以下

1442-46204

2.90kg以下

1442-46220

1.90kg以下

1442-46238

2.30kg以下

1442-46246

2.50kg以下

1442-46253

2.70kg以下

1.30kg以下 2.90kg以下1.90kg以下 2.30kg以下 2.50kg以下 2.70kg以下

1441-46214 1441-462061441-46222 1441-46230 1441-46248 1441-46255

ふとんがわ ： 綿100%
　　　  　（ePTFEラミネート加工
　　　   　抗菌加工）
キルト ： ボディードレープキルト　
10ヶ所ループ
〈日本製〉

1444-46119

0.30kg以下

150以下×210以下 規　格

1444-46093

0.70kg以下

1444-46127

0.40kg以下

1444-46069

0.55kg以下

1444-46077

0.60kg以下

1444-46085

0.65kg以下

1444-46150

0.40kg以下

1444-46291

0.90kg以下

1444-46168

0.50kg以下

1444-46267

0.75kg以下

1444-46275

0.80kg以下

1444-46283

0.85kg以下

ふとんがわ ： 綿100%
　　　  　（ePTFEラミネート加工
　　　   　抗菌加工）
キルト ： 7×5マスキルト　
ホック付 10ヶ所ループ
〈日本製〉

※キルト（マス目）は
　オーダーサイズにより異なります。

1444-46010

0.50kg以下

1444-46002

1.10kg以下

1444-46028

0.70kg以下

1444-46036

0.80kg以下

1444-46044

0.90kg以下

1444-46051

1.00kg以下

1443-46111

0.60kg以下

1443-46103

1.30kg以下

1443-46129

0.80kg以下

1443-46137

1.00kg以下

1443-46145

1.10kg以下

1443-46152

1.20kg以下

1443-46012

0.70kg以下

1443-46004

1.50kg以下

1443-46020

1.00kg以下

1443-46038

1.20kg以下

1443-46046

1.30kg以下

1443-46053

1.40kg以下

1443-46210

品 番

詰めもの量

価 格

サイズ
(㎝）

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

サイズ
(㎝）

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

品 番

詰めもの量

価 格

0.80kg以下

1443-46202

1.70kg以下

1443-46228

1.10kg以下

1443-46236

1.40kg以下

1443-46244

1.50kg以下

1443-46251

1.60kg以下

羽毛掛けふとん

ゴア® 羽毛ふとん

〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイト
　　　　   マザーグース
              ダウン93％ フェザー7％

羽毛掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイト
　　　　   マザーグース
              ダウン93％ フェザー7％

羽毛掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛肌掛けふとん

ゴア® 羽毛ふとん

〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛肌掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛肌掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛合掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛合掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

羽毛合掛けふとん
〈730〉グレー
詰めもの ： ポーランドホワイトグース
               ダウン90％ フェザー10％

ふとんがわ ： 綿100%
　　　  　（ePTFEラミネート加工
　　　   　抗菌加工）
キルト ： ボディードレープキルト　
ホック付 10ヶ所ループ
〈日本製〉

700g

500g

400g

300g

800g

600g

規　格

税込 ￥ 246,400
（本体 ￥224,000）

税込 ￥ 299,200
（本体 ￥272,000）

税込 ￥ 352,000
（本体 ￥320,000）

税込 ￥ 387,200
（本体 ￥352,000）

税込 ￥ 422,400
（本体 ￥384,000）

税込 ￥ 457,600
（本体 ￥416,000）

税込 ￥ 184,800
（本体 ￥168,000）

税込 ￥ 224,400
（本体 ￥204,000）

税込 ￥ 264,000
（本体 ￥240,000）

税込 ￥ 290,400
（本体 ￥264,000）

税込 ￥ 316,800
（本体 ￥288,000）

税込 ￥ 343,200
（本体 ￥312,000）

税込 ￥ 268,400
（本体 ￥244,000）

税込 ￥ 343,200
（本体 ￥312,000）

税込 ￥ 396,000
（本体 ￥360,000）

税込 ￥ 431,200
（本体 ￥392,000）

税込 ￥ 466,400
（本体 ￥424,000）

税込 ￥ 501,600
（本体 ￥456,000）

税込 ￥ 195,800
（本体 ￥178,000）

税込 ￥ 246,400
（本体 ￥224,000）

税込 ￥ 286,000
（本体 ￥260,000）

税込 ￥ 312,400
（本体 ￥284,000）

税込 ￥ 338,800
（本体 ￥308,000）

税込 ￥ 365,200
（本体 ￥332,000）

税込 ￥ 77,000
（本体 ￥70,000）

税込 ￥ 93,500
（本体 ￥85,000）

税込 ￥ 110,000
（本体 ￥100,000）

税込 ￥ 121,000
（本体 ￥110,000）

税込 ￥ 132,000
（本体 ￥120,000）

税込 ￥ 143,000
（本体 ￥130,000）

税込 ￥ 88,000
（本体 ￥80,000）

税込 ￥ 115,500
（本体 ￥105,000）

税込 ￥ 132,000
（本体 ￥120,000）

税込 ￥ 143,000
（本体 ￥130,000）

税込 ￥ 154,000
（本体 ￥140,000）

税込 ￥ 165,000
（本体 ￥150,000）

税込 ￥ 107,800
（本体 ￥98,000）

税込 ￥ 130,900
（本体 ￥119,000）

税込 ￥ 154,000
（本体 ￥140,000）

税込 ￥ 169,400
（本体 ￥154,000）

税込 ￥ 184,800
（本体 ￥168,000）

税込 ￥ 200,200
（本体 ￥182,000）

税込 ￥ 118,800
（本体 ￥108,000）

税込 ￥ 152,900
（本体 ￥139,000）

税込 ￥ 176,000
（本体 ￥160,000）

税込 ￥ 191,400
（本体 ￥174,000）

税込 ￥ 206,800
（本体 ￥188,000）

税込 ￥ 222,200
（本体 ￥202,000）

税込 ￥ 138,600
（本体 ￥126,000）

税込 ￥ 168,300
（本体 ￥153,000）

税込 ￥ 198,000
（本体 ￥180,000）

税込 ￥ 217,800
（本体 ￥198,000）

税込 ￥ 237,600
（本体 ￥216,000）

税込 ￥ 257,400
（本体 ￥234,000）

税込 ￥ 149,600
（本体 ￥136,000）

税込 ￥ 190,300
（本体 ￥173,000）

税込 ￥ 220,000
（本体 ￥200,000）

税込 ￥ 239,800
（本体 ￥218,000）

税込 ￥ 259,600
（本体 ￥236,000）

税込 ￥ 279,400
（本体 ￥254,000）


