
CUBE K 敷ふとん

110,000円100×200×9cm
SD、Dサイズもあります

おすすめオリジナル敷きふとん・マットレス

O R D E R  M A D E  M A T T R E S S

オーダーメイドの寝心地でお値打ち価格が
人気です。サポートバーの調整機能付き

WAVE Σ 敷ふとん

オーダーマットレスオーダーメイド敷

100×200×11cm
SD、Dサイズもあります

腰にかかる圧力をしっかりと支え、
より自然な寝返りを実現。
ハードタイプとレギュラータイプがあります。

調整
機能付 ・柔らかめがお好みの方

・細身の方、特に女性に大人気!!
・横向き寝の方

こんな方におすすめ
レギュラータイプは

調整
機能付

ベッドマットレス
100×200×18cm
税込132,000円

パラマウント電動ベッド
「インタイム・トラスト」

介護用よりも10cm近く幅広タイプ。

シングルサイズ
※マットレスは別売

インタイム1000 159,500円（税込）もあります。

お店で体感できます!

O R D E R  M A D E  P I L L OW

オーダーメイドまくら オーダーメイドマットレス

不調で悩んでいませんか?

まくら&マットレス体験会
まくらとマットレスで睡眠環境を整えよう！

□日中、ボーッとすることがある

□寝付きが悪い、朝起きるのがツラい

□いつも同じ時間に寝ても日中眠い

□夜中に目が覚めてしまう

□日中、居眠りをしてしまう

□寝ても疲れがとれない

□Checkが複数付いた方は…

こんなお悩み
ございませんか?

Check
Point あなたは

1日6時間睡眠だから問題ないと思っ
ている人でも、わずかに睡眠が足りて
おらず、蓄積されていくことで睡眠負
債となります。睡眠負債になると、脳が
働かなくなり、仕事や家事のパフォー
マンスが低下してしまいます。

毎日の睡眠不足が借金のように積み重
なり、睡眠不足となることを「睡眠負債」
といいます。2週間の睡眠負債は2日間
の徹夜に匹敵し、集中力が低下、近年で
は病気や命のリスクにつながることも明
るみになってきました。

知らないうちに睡眠不足?
「睡眠負債」かも!?

睡眠負債の返済に効果的な方法はズバリ「十分な睡眠を
とる（7時間～8時間）」、「昼寝をする」、「睡眠の質を改
善する」です。しかし現代社会で働く人々にとって十分な
睡眠時間をとることや昼寝をとることは困難。そこで注
目すべきポイントは「睡眠の質を改善する（眠活）」です！

眠活で睡眠負債解消！必 見！

睡眠
負債
とは？

開
催
中

家庭用
電位治療器

電磁環境対応型
西川 リケア

お店で体感して
いただけます！！

疲れや肩コリ、不眠症などの
気になる諸症状を緩和します。

体の芯から温まり、寝ながら体調を整えるドクターセラはいかがですか？

□朝の疲労感
□不眠が続く
□ひどい肩こり
□手足の指先が
　冷たい

□頭痛がする
□慢性的に便秘
□食欲がわかない
□筋肉痛、神経痛

「電位治療」「加温機能」の2つの働きで
ポカポカあたたか、さわやかな目覚め

朝起きた時になんとなく体がだるい、
夜寝ている時に寒くて起きる。
それは体の血行が悪くなっているから
かもしれません。

一つでも当てはまったら
ご相談ください。

Let's
Check!

お体不調チェック表
冷え性 疲労感 肩こり

体感サポートで、さらにプレミアムな寝心地。
［エアーSI］は、日々のセルフケアのために開発された特殊立体構造。横向き、仰向け、
どちらの寝姿勢でも身体にムリのない快適な寝心地を実現します。

※セミダブル・ダブルサイズもございます。※セミダブル・ダブルサイズもございます。

※セミダブル・ダブルサイズもございます。

あなたの眠りを深化させる、一枚がある。
［エアー01］快適な睡眠へと導く特殊立体波形構造。表面の凹凸が
体圧を分散、ベース部が身体をしっかり支えます。硬さは選べる2タイプ。

［エアーSI］マットレス
レギュラータイプ
シングル（9×97×195cm）

プレミアムモデル
［エアーSI-H］マットレス
ハードタイプ
シングル（9×97×195cm）

プレミアムモデル

店頭限定モデル

［エアー01］SEマットレス
シングル（8×97×195cm）

スタンダード01モデル
HARD

BASIC

当店一押し

体型測定で「仰向き寝」にも「横向き寝」にも快適なオーダーメイドまくら

オーダーメイドまくらができるまで

オーダーメイドまくら史上初 ゴア・メンブレンで
清潔・安心・ムレにくい

1.はかる

寝返りを考えた
ゆったりサイズ

仰向き寝・
横向き寝に対応ゆったりワイドでプレミアム（横幅）70cm

ワイドサイズ
43×70cm

ワイドサイズ
43×70cm レギュラーサイズ

43×63cm

まくらは人の体型、お使いの敷きふとんによって最適な高さが異
なります。仰向きの高さだけでなく、横向きの高さも重要です。
私が推奨するオーダーメイドまくらは、専用の測定器で立位のま
ま頭から首・腰にかけての形状を測定し、自分に合ったまくらがで
きあがります。このまくらを使用することで睡眠時の正常姿勢を
保つことができ、身体全体の緊張を和らげ、心地よい眠りが得ら
れると私は考えます。立位測定で身体のラインを

測ります。

日本整形外科学会
日本リウマチ学会専門医
寿楽会 大野記念病院 院長
山内 伸一 先生

整形外科医も推奨2.つくる 3.あわせる

データに基づき、中材の量を
調節。

フィッティングしながら細部
まで調節します。

10箇所調節により
寝心地なめらか

爽やかなパウダー
タッチの肌触り

ウレタンベース
通気性に優れ冬でも硬くなりにくい
「DUOCELL®フォーム」

仰向き寝・横向き寝
どちらにも対応

10年間の
調整サポート付

5mm単位での
調整可
ご自宅で
洗濯可能

100×200×18cm
100×195×18cm

約13,000種類の組み合わせから
あなたにフィットするマットレスを。

ボディラインにフィットするTOP層と体重バランスに
合わせて支えるBASE層。2層の組み合わせで最適な
マットレスを実現。

理想的な寝姿勢は自分の体型を知ることから始まります。
FIT LABO独自の体型測定器で立ったままボディーラインを測定。

フロア
用

フロア
用 フロア

用

ベッド
用

ベッド
用 ベッドマットレス

100×200×18cm
税込110,000円

ベッド
用

体圧測定器
寝転んだときの体重の分散を計測

サーモグラフィーで
体圧の分散を確認します。

体圧測定をして寝比べが出来ます！

203,500円税
込184,800円税

込

88,000円税
込 104,500円税

込 44,000円税
込

税
込 88,000円税

込

28,600円税
込

22,000円税
込

19,800円税
込

165,000円税
込

198,000円税
込 308,000円税

込
275,000円税

込

38,500円税
込

なんと
なくの

すやすやラクラク～な、マットレス
マットレス 9cm（丸巻き）

シングル：97×200×9cm

セミダブル
120×200×9cm

ダブル
140×200×9cm

25,800円税
込 29,800円税

込

29,800円税
込

ベッドマットレス 16cm

シングル：100×195×16cm

セミダブル
120×195×16cm

ダブル
140×195×16cm

35,800円税
込 39,800円税

込

29,800円税
込

マットレス 9cm (3つ折)

シングル：97×200×9cm

セミダブル
120×200×9cm

ダブル
140×200×9cm

35,800円税
込 39,800円税

込

3年保証 3年保証3年保証

毎日の疲れが気になりはじめる世代に、
ストレスフリーな眠りを叶える、

西川の健康サポートマットレス「スヤラ」。

このチラシは長期間有効です。
大切に保管しておいて下さい。

三つ折タイプ

シングルサイズ／三つ折タイプ シングルサイズ／三つ折タイプ

100×200×9cmシングル

フロア
用

三つ折タイプ
100×200×11cmシングル

シングル
100×200×28cm
100×195×28cm

ベッド
用シングル


