
希望小売価格改定商品明細

フ
・
ランド名    西川プレミアム

品名 品番 柄 番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

羽毛掛け彰S、 とんSL KA07505011 N P7050 ¥50,000 ¥55,000 ¥60,000 ¥66,000

羽毛掛けψS、 とんSDL KA17655011 N P7050 ¥65,000 ¥71,500 ¥78,000 ¥85,800

羽毛掛けψS、 とんDL KA27755011 NP7050 ¥75,000 ¥82,500 ¥90,000 ¥99,000

羽毛掛けΨξ、とんQL KA37855011 N P7050 ¥85,000 ¥93,500 ¥102,000 ¥112,200

羽毛掛けwS、 とんKL KA47955011 N P7050 ¥95,000 ¥104,500 ¥114J000 ¥125,400

羽毛合掛 け口S、 とんSL KA07305021 N P7050 ¥37,500 ¥41.250 ¥45,000 ¥49,500

可可毛合掛け▼ξ、とんSDL KA17485021 N P7050 ¥48,750 ¥53.625 ¥58,500 ¥64,350

羽毛合掛けψS、 とんDL KA27565021 N P7050 ¥56,250 ¥61,875 ¥67500 ¥74,250

羽毛合掛 けwS、 とんQL KA37635021 N P7050 ¥63,750 ¥70,125 ¥76,500 ¥84,150

羽毛合掛 けψS、 とんKL KA47715021 NP7050 ¥71,250 ¥78,375 ¥85,500 ¥94,050

羽毛肌掛 けψS、 とんSL KE07255031 N P7050 ¥25,000 ¥271500 ¥30,000 ¥33,000

羽毛肌掛 けャS、 とんSDL KE17325031 N P7050 ¥32,500 ¥35,750 ¥39,000 ¥42,900

可可毛肌推卜けゃS、 とんDL KE27375031 NP7050 ¥37,500 ¥41,250 ¥45,000 ¥491500

羽毛肌掛けψ二、とんQL KE37425031 N P7050 ¥42,500 ¥46,750 ¥51,000 ¥56,100

羽毛肌掛 けΨS、 とんKL KE47475031 N P7050 ¥47,500 ¥52.250 ¥57,000 ¥62,700

羽毛掛けャS、 とんSL KA07805012 NP7051 ¥80,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥110,000

羽毛掛けΨd、 とんSDL KA17105012 NP7051 ¥104,000 ¥114,400 ¥130,000 ¥143,000

羽毛掛け▼S、 とんDL KA27125012 NP7051 ¥120,000 ¥132,000 ¥150,000 ¥165,000

羽毛掛けψS、 とんQL KA37135012 NP7051 ¥136,000 ¥149,600 ¥170,000 ¥187,000

羽毛掛けψS、 とんKL KA47155012 N P7051 ¥152,000 ¥生 67,200 ¥190,000 ¥209,000

羽毛合掛けvS、 とんSL KA07605022 N P7051 ¥60,000 ¥66,000 ¥75,000 ¥82.500

可]毛合掛け彰S、 とんSDL KA17785022 N P7051 ¥78,000 ¥85,800 ¥971500 ¥107,250

羽毛合掛けvS、 とんDL KA27905022 N P7051 ¥90,000 ¥99,000 ¥112,500 ¥123,750

羽毛合掛け▼S、 とんQL KA37105022 NP7051 ¥102,000 ¥112.200 ¥127,500 ¥140,250

羽毛合推卜け立S、 とんKL KA47115022 NP7051 ¥114,000 ¥125,400 ¥142,500 ¥156,750

羽毛肌推卜けνS、 とんSL KE07405032 NP7051 ¥40,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥55,000

羽毛肌掛 けψS、 とんSDL KE17525032 NP7051 ¥52,000 ¥57,200 ¥65,000 ¥71,500

羽毛肌掛 けψS、 とんDL K E27605032 N P7051 ¥60,000 ¥66,000 ¥75,000 ¥82,500

羽毛肌掛けぶ、とんQL KE37685032 N P7051 ¥68,000 ¥74,800 ¥85,000 ¥93,500

羽毛肌掛 けΨS、 とんKL KE47765032 N P7051 ¥76,000 ¥83,600 ¥95,000 ¥104.500

羽毛掛けΨS、 とんSL KA07106013 NP7052 ¥100,000 ¥110,000 ¥130,000 ¥143,000

羽毛掛けvS、 とんSDL KA17136013 NP7052 ¥130,000 ¥143,000 ¥169,000 ¥185,900

羽毛掛けゃS、 とんDL KA27156013 N P7052 ¥150,000 ¥165,000 ¥195,000 ¥214,500

羽毛掛けpS、 とんQL KA37176013 N P7052 ¥170,000 ¥187,000 ¥221,000 ¥243,100

羽毛掛けwS、 とんKL KA47196013 N P7052 ¥190,000 ¥209,000 ¥247,000 ¥271,700

羽毛合掛けψS、 とんSL KA07756023 N P7052 ¥75,000 ¥82,500 ¥97,500 ¥107.250

]可 毛合掛けwS、 とんSDL KA17976023 N P7052 ¥97.500 ¥107,250 ¥126,750 ¥139,425

羽毛合掛けゥS、 とんDL KA27116023 N P7052 ¥112,500 ¥123,750 ¥146,250 ¥160,875

羽毛合掛けvこ、とんQL KA37126023 N P7052 ¥127,500 ¥140,250 ¥165,750 ¥182,325

羽毛合 }=卜 け.S、 とんKL KA47146023 N P7052 ¥142,500 ¥156,750 ¥185,250 ¥203,775



希望小売価格改定商品明細

フ
・
ランド名     西川プレミアム

品名 品番 柄 番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

羽毛肌推ⅢけΨS、 とんSL KE07506033 N P7052 ¥50,000 ¥55,000 ¥65,000 ¥71,500

羽毛肌掛けwS、 とんSDL KE17656033 N P7052 ¥65,000 ¥71,500 ¥84,500 ¥92,950

羽毛肌掛け口S、 とんDL KE27756033 N P7052 ¥75,000 ¥82,500 ¥97,500 ¥107,250

羽毛肌掛けΨS、 とんQL KE37856033 N P7052 ¥85,000 ¥93,500 ¥110,500 ¥121,550

羽毛肌掛けνS、 とんKL KE47956033 N P7052 ¥95,000 ¥104,500 ¥123,500 ¥135,850

羽毛掛けぶ、とんSL KA07159014 N P7053 ¥150,000 ¥165,000 ¥180,000 ¥198,000

羽毛掛けお、とんSDL KA17199014 N P7053 ¥195,000 ¥214,500 ¥234,000 ¥257,400

羽毛掛 けvS、 とんDL KA27229014 N P7053 ¥225,000 ¥247.500 ¥270,000 ¥297,000

羽毛掛けャS、 とんQL KA37259014 N P7053 ¥255,000 ¥280,500 ¥306,000 ¥336,600

羽毛掛 け▼S、 とんKL KA47289014 N P7053 ¥285,000 ¥313.500 ¥342,000 ¥376,200

羽毛合掛けvS、 とんSL KA07119024 NP7053 ¥112,500 ¥123,750 ¥135,000 ¥148,500

羽毛合掛けwS、 とんSDL KA17149024 N P7053 ¥146,250 ¥160,875 ¥175,500 ¥193.050

羽毛合掛けwS、 とんDL KA27169024 N P7053 ¥168,750 ¥185,625 ¥202,500 ¥222,750

羽毛合掛けΨS、 とんQL KA37199024 N P7053 ¥191.250 ¥210.375 ¥229,500 ¥252,450

羽毛合掛けぶ、とんKL KA47219024 NP7053 ¥213,750 ¥235,125 ¥256,500 ¥282,150

羽毛肌掛けゃS、 とんSL KE07755034 N P7053 ¥75,000 ¥82,500 ¥90,000 ¥99,000

羽毛肌掛けpS、 とんSDL KE17975034 N P7053 ¥97.500 ¥107,250 ¥117,000 ¥128,700

羽毛肌掛けΨS、 とんDL KE27115034 N P7053 ¥112,500 ¥123,750 ¥135,000 ¥148,500

羽毛肌掛けwS、 とんQL KE37125034 N P7053 ¥127,500 ¥140,250 ¥153,000 ¥168,300

羽毛肌掛けνS、 とんKL KE47145034 N P7053 ¥142,500 ¥156,750 ¥171,000 ¥188,100

羽毛掛 けお、とんSL KA07207015 N P7054 ¥200,000 ¥2201000 ¥240,000 ¥264,000

羽毛掛けぶ、とんDL KA27307015 N P7054 ¥300,000 ¥330,000 ¥360,000 ¥396,000

羽毛掛けゃS、 とんSL KA07308016 N P7055 ¥300,000 ¥330,000 ¥360,000 ¥396,000

羽毛掛けwS、 とんDL KA27458016 NP7055 ¥450,000 ¥495,000 ¥540,000 ¥594,000

羽毛掛 けャS、 とんSL KA07508017 N P7056 ¥500,000 ¥550,000 ¥600,000 ¥660,000

羽毛掛 けwS、 とんDL KA27758017 N P7056 ¥750,000 ¥825,000 ¥900,000 ¥990,000

羽毛掛 けΨS、 とんSL KA07199018 N P7057 ¥1,950,000 ¥2,145,000 ¥2,400,000 ¥2,640,000

羽毛掛けvミ、とんDL KA27299018 NP7057 ¥2,925,000 ¥3,217,500 ¥3,600,000 ¥3,960,000

羽毛合掛けΨS、 とんSL KA07139028 N P7057 ¥1,325,000 ¥1,457.500 ¥1,630,000 ¥1,793,000

羽毛合掛けゃS、 とんDL KA27199028 N P7057 ¥1,987,500 ¥2,186.250 ¥2,445,000 ¥2,689,500

羽毛肌掛け.S、 とんSL KA07829038 N P7057 ¥825,000 ¥907,500 ¥1,000,000 ¥1,100,000

羽毛肌推卜けψS、 とんDL KA27129038 N P7057 ¥1,237,500 ¥1,361,250 ¥1,500,000 ¥1,650,000



希望小売価格改定商品明細

フ
・
ランド名 エアー

品名 品 番 サイズ 柄呑 愛称 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

ウレタンマットレス HC09401621 S

A19651

エアー01

ベーシック

¥401000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC19551622 SD ¥55,000 ¥60,500 ¥57,000 ¥62,700

ウレタンマットレス HC29701623 D ¥70,000 ¥77,000 ¥72,000 ¥79,200

ウレタンマットレス HC99401624 80 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC99401625 90 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC09401631 S

エアー01

ハー ド

¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46.200

ウレタンマットレス HC19551632 SD ¥55,000 ¥60,500 Y57,000 ¥62,700

ウレタンマットレス HC29701633 D ¥70,000 ¥77,000 ¥72,000 ¥79,200

ウレタンマットレス HC99401634 80 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC99401635 90 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC09401641 S

A19652

エアー01 SE

ベーシック

¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC19551642 SD ¥55,000 ¥60,500 ¥57,000 ¥62,700

ウレタンマットレス HC29701643 D ¥70,000 ¥77,000 ¥72,000 ¥79,200

ウレタンマットレス HC99401644 80 ¥40,000 ¥44,000 ¥42.000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC99401645 90 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC09401651 S

エアー01 SE
ハー ド

¥401000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC19551652 SD ¥55,000 ¥60,500 ¥57,000 ¥62,700

ウレタンマットレス HC29701653 D ¥70,000 ¥77,000 ¥72,000 ¥79,200

ウレタンマットレス HC99401654 80 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマットレス HC99401655 90 ¥40,000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

ウレタンマッ トレス HRB5801101 S

A15010

エアー03

ベーシック

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ウレタンマッ トレス H RB8002101 SD ¥80,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥91,300

ウレタンマッ トレス H RB9803101 D ¥100,000 ¥110,000 ¥103,000 ¥113,300

ウレタンマットレス H RB5801102 S
エアー03

ハー ド

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ウレタンマットレス HRB8002102 SD ¥80,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥91,300

ウレタンマットレス HRB9803102 D ¥1001000 ¥110,000 ¥103,000 ¥113,300

ウレタンマットレス HWB7601000 S

Al1010
エアーS

レギュラー

¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ウレタンマットレス HWB9602000 SD ¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ウレタンマットレス HWBl163000 D ¥120,000 ¥132,000 ¥125,000 ¥137,500

ウレタンマットレス HヽⅣB7608000 78 ¥80,000 ¥88,000 ¥851000 ¥93,500

ウレタンマッ トレス HWB7609000 88 ¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ウレタンマットレス HVヽlB8801001 S

A12010
エアーSI

ハー ド

¥95,000 ¥104,500 ¥100,000 ¥110,000

ウレタンマットレス HWB1082001 SD ¥115,000 ¥126,500 ¥120,000 ¥132,000

ウレタンマットレス HWB1283001 D ¥135,000 ¥148,500 ¥140000 ¥154,000

ウレタンマットレス HWB8808001 78 ¥95,000 ¥104,500 ¥100,000 ¥110,000

ウレタンマッ トレス HWB8809001 88 ¥951000 ¥104,500 ¥100,000 ¥110,000

ウレタンマットレス HC08122601 S

A18601

エアーSX

レギュラー

¥130,000 ¥143,000 ¥140,000 ¥154,000

ウレタンマットレス HC18152602 SD ¥160,000 ¥176,000 ¥170,000 ¥187,000

ウレタンマットレス HC28182606 D ¥1901000 ¥209,000 ¥200,000 ¥220,000

ウレタンマットレス HC98102603 70 ¥110,000 ¥121,000 ¥120,000 ¥132,000

ウレタンマットレス HC98122604 80 ¥130,000 ¥143,000 ¥140,000 ¥154,000

ウレタンマットレス HC98122605 90 ¥130,000 ¥143,000 ¥140,000 ¥154,000

ウレタンマットレス HC08142611 S

エアーSX

ハー ド

¥150,000 ¥165,000 ¥160,000 ¥176,000

ウレタンマットレス HC18172612 SD ¥180,000 ¥198,000 ¥190,000 Y209,000

ウレタンマットレス HC28202616 D ¥210,000 ¥231,000 ¥220,000 ¥2421000

ウレタンマットレス HC98122613 70 ¥130ェ000 ¥143,000 ¥140,000 ¥154,000

ウレタンマットレス HC98142614 80 ¥150,000 ¥165,000 ¥160,000 ¥176,000

ウレタンマットレス HC98142615 90 ¥150,000 ¥165,000 ¥160,000 ¥176,000



希望小売価格改定商品明細

フ
・
ランド名 エアー

品名 品番 サイズ 柄番 愛称 本イ本価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

ウレタンマットレス HC08172631 S

A18601

エアーSX

三つ折り

レギュラー

¥180,000 ¥198,000 ¥190,000 ¥209,000

ウレタンマットレス HC18212632 SD ¥220,000 ¥242,000 ¥230,000 ¥253,000

ウレタンマットレス HC28252636 D ¥260,000 ¥286,000 ¥270,000 ¥297,000

ウレタンマットレス HC08192641 S エアーSX

三つ折り

レギュラー

¥200,000 ¥220,000 ¥210,000 ¥231,000

ウレタンマットレス H C18232642 SD ¥240,000 ¥264,000 ¥250,000 ¥275,000

ウレタンマットレス HC28272646 D ¥2801000 ¥308,000 ¥290,000 ¥319,000

ベットマットレス HC09601626 S

A19651

エアー01

ベーシック

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC19801627 SD ¥80,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥91,300

ベットマットレス HC29101628 D ¥100,000 ¥110,000 ¥103,000 ¥113,300

ベットマットレス HC99601629 80 ¥60,000 ¥66.000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC99601620 90 ¥601000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC09601636 S

エアー01

ハー ド

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC19801637 SD ¥80,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥91,300

ベットマットレス HC29101638 D ¥100,000 ¥110,000 ¥103,000 ¥113,300

ベットマットレス HC99601639 80 ¥60,000 ¥661000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC99601630 90 ¥60,000 ¥66.000 ¥63,000 ¥69300

ベットマットレス HC09601646 S

A19652

エアー01 SE
ベーンック

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベ ッ トマ ッ トレス HC19801647 SD ¥80,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥91,300

ベットマットレス HC29101648 D ¥100,000 ¥110,000 ¥103,000 ¥113,300

ベットマットレス H C99601649 80 Y60,000 ¥66,000 ¥63.000 Y69,300

ベットマットレス HC99601640 90 ¥601000 Y66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC09601656 S

エアー01 SE

ハー ド

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC19801657 SD ¥80,000 ¥88,000 ¥83,000 ¥91,300

ベットマットレス HC29101658 D ¥100,000 ¥110,000 ¥103,000 ¥113.300

ベットマットレス HC99601659 80 ¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス HC99601650 90 ¥60,000 ¥66.000 ¥63,000 ¥69,300

ベットマットレス NUN8802052 S

A15010

エアー03

ベーシック

¥90,000 ¥99,000 ¥95,000 ¥104,500

ベットマットレス NUN1082053 SD ¥110,000 ¥121,000 ¥115,000 ¥126.500

ベットマットレス NUN1282054 D ¥130,000 ¥143,000 ¥135,000 ¥148,500

ベットマットレス N U N8802062 S
エアー03

ハー ド

¥90,000 ¥99,000 ¥95,000 ¥104,500

ベットマットレス N U N1082063 SD ¥1101000 ¥121,000 ¥115,000 ¥126,500

ベットマットレス N U N1282064 D ¥1301000 ¥143,000 ¥135,000 ¥148,500

ベットマットレス NUNl142022 S

Al1010
エアーSI

レギュラー

¥120,000 ¥132,000 ¥130,000 ¥143,000

ベットマットレス NUN1342023 SD ¥140,000 ¥154,000 ¥150,000 ¥165,000

ベットマットレス NUN1542024 D ¥160,000 ¥176,000 ¥170000 ¥187000

ベッ トマッ トレス NC56110600 78 ¥120,000 ¥1321000 ¥130,000 ¥143,000

ベッ トマッ トレス NC66110600 88 ¥120,000 ¥132,000 ¥130,000 ¥143,000

ベットマットレス NUN1322032 S

A12010
エアーS

ハード

¥140,000 ¥154,000 ¥150,000 ¥165,000

ベッ トマッ トレス NUN1622033 SD ¥170,000 ¥187,000 ¥180,000 ¥198,000

ベットマットレス NUN1922034 D ¥200,000 ¥220,000 ¥210,000 ¥231,000

ベットマットレス NC56110601 78 ¥140,000 ¥154,000 ¥150,000 ¥165,000

ベットマットレス NC66110601 88 ¥140,000 ¥154,000 ¥150,000 ¥165,000



希望小売価格改定商品明細

7・ ランド名 エアー

観 !品名 品番 サイズ 柄番 愛称

1爛NC08180602 Sベットマットレス

:資
f想患SDベットマットレス NC18220603

ベットマットレス NC28270604 D

‐i葛

'1'巨

ユI二

'ξ

,そぽNC58180600 80ベットマットレス

鞠90

エアーSX

レギュラー

ベットマットレス NC68180600

辮ベットマットレス NC08210612 S

―
-11密

留,彗ま群ヨ彗毯NC生8250619 SDベットマットレス

鞠Dベットマットレス NC28300614

|1聰顕鞭餌撃ベットマットレス NC58210611 80

軽
・

NC68210611 90

A18601

エアーSX

ハー ド

ベットマットレス

97幅 モバイルマット !撃鶴岳駆фモバイル HD07331621

モバイルマットスリム 甥モバイル H D97271622 60幅
A17601

鞠EH90135078 A19652 エアー 3Dピ ローまくら

¥1零A15010 エアー 4DピローEPV2689500

A19651 エアー 4 DXピ ロー 螂EH 99285061

螂PK06603613 S A16601 専用ラップシーツラップシーツ

観SD A16601 専用ラップシーツ″ PK16703613

A16601 専用ラップシーツ 靱″ PK 26803613 D

専用ピローケース 螂専用ピ回―ケース PJ96282648 A16601



希望小売価格改定商品明細

フランド名 &Free

品 名 品 番 サイズ 柄 番 愛称 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

ウレタンマットレス HC00500601 S

FE0651

KA レギュラー

¥50,000 Y55,000 Y521000 ¥57,200

ウレタンマットレス HC10650602 SD ¥65,000 ¥71,500 半67,000 ¥73,700

ウレタンマットレス HC20800603 D 半80,000 ¥88,000 ¥82,000 ¥90,200

ウレタンマットレス HC00500611 S

KA ハーード

¥50,000 ¥55,000 ¥52,000 ¥57,200

ウレタンマットレス HC10650612 SD ¥65,000 ¥71,500 ¥67,000 ¥73,700

ウレタンマットレス HC20800613 D ¥80,000 Y88,000 ¥82,000 ¥90,200

ウレタンマットレス HC00700621 S

FE0652

KG レギュラー

¥70,000 ¥77,000 ¥731000 ¥80,300

ウレタンマットレス HC10900622 SD ¥90,000 ¥99,000 ¥93,000 ¥102300

ウレタンマットレス HC20110623 D ¥1101000 ¥121,000 ¥113,000 ¥124.300

ウレタンマ ットレス HC00700631 S

KG ハー ド

¥70,000 ¥77,000 ¥73,000 ¥80,300

ウレタンマッ トレス HC10900632 SD ¥90.000 ¥99,000 ¥93,000 Y102,300

ウレタンマットレス HC20110633 D ¥110,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥124.300

ウレタンマットレス HC00900641 S

FE0653

SA レギュラー

¥90,000 ¥99,000 ¥95,000 ¥104,500

ウレタンマットレス HC10110642 SD ¥110,000 ¥121,000 ¥115.000 ¥126,500

ウレタンマ ットレス HC20130643 D ¥130,000 ¥143,000 ¥135,000 ¥148ィ 500

ウレタンマ ットレス HC00500651 S

SA ハー ド

半195,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ウレタンマ ットレス HC10250652 SD ¥125,000 ¥1371500 ¥130000 Y143,000

ウレタンマットレス HC20450653 D Y145,000 ¥159,500 Y150,000 ¥165,000

ウレタンマ ットレス HC00150671 S

FE065′l

SG レギュラー

¥150,000 ¥165,000 ¥160,000 ¥176.000

ウレタンマ ットレス HC10180672 SD ¥180,000 ¥198,000 ¥190,000 ¥209,000

ウレタンマ ットレス HC20210673 D

S

¥210,000 ¥2311000 ¥220,000 ¥242,000

ウレタンマットレス HC00170681

SG ハー ド

¥170,000 ¥187,000 ¥180,000 ¥198,000

ウレタンマットレス HC10200682 SD ¥2001000 ¥2201000 ¥2101000 ¥2311000

ウレタンマットレス HC20230683 D ¥230,000 ¥253,000 ¥240,000 ¥264,000

ベッ トマッ トレス HC00140661 S

FE0653 SA

¥1401000 ¥生54,000 ¥1501000 ¥165,000

ベットマッ トレス HC10170662 SD ¥1701000 ¥1871000 ¥180,000 ¥198,000

ベットマッ トレス HC20200663 D ¥200,000 ¥220,000 ¥210,000 Y2311000

マットレスパッド HD00400691 S

FE0651 KA

¥401000 ¥44,000 ¥42,000 ¥46,200

マットレスパッド HD10500692 SD ¥501000 ¥55】 000 ¥52.000 ¥57.200

マットレスパッド H D20600693 D ¥60,000 半66.000 ¥62,000 ¥681200

マットレスパッド H D90380694 80 ¥38,000 ¥41,800 ¥40000 ¥44,000

フランド名 エンジェルフロー ト

品 名 品番 高 さ 4丙番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

まくら EH98165043 H/M/L E」 8651 ¥16,000 ¥171600 Y17.500 ¥19,2「J0

まくら EH98165044 H/ヽ′/し E」 8652 ¥16,000 ¥17,600 ¥17.500 ¥19,250



希望小売価格改定商品明細

フ
・
ランド名     フイットラボ

品名 品番 サイズ 柄 番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

ウレタンマットレス 244286357 S

FL05 BODY ZERO

¥45,000 ¥49,500 ¥48,000 ¥52,800

ウレタンマットレス 244286365 SD ¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ウレタンマットレス 244286373 D ¥70,000 ¥77,000 ¥73,000 ¥80,300

ウレタンマットレス 244286324 S

FL05 BODY ZERO

¥60,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥69,300

ウレタンマットレス 244286332 SD ¥75,000 ¥82,500 ¥78,000 ¥85,800

ウレタンマットレス 244286340 D ¥85,000 ¥931500 ¥88,000 ¥96,800

ウレタンマットレス 244186227 S

Fし04 WAVE Σ レギュラー

¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ウレタンマットレス 244186235 SD ¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ウレタンマットレス 244186243 D ¥120,000 ¥132,000 ¥125,000 ¥137,500

ウレタンマットレス 244186250 Q ¥180,000 ¥198,000 ¥185,000 ¥203,500

ウレタンマットレス 244186268 S

FL04 WAVE Σ ハー ド

¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥931500

ウレタンマットレス 244186276 SD ¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥生 生5,500

ウレタンマットレス 244186284 D ¥120,000 ¥132,000 ¥125,000 ¥生 37.500

ウレタンマットレス 244186292 Q ¥180,000 ¥198,000 ¥185,000 ¥203,500

ウレタンマットレス 244186169 S

Fと04 WAVE Tレ ギュラー

¥85,000 ¥93,500 ¥90,000 ¥99,000

ウレタンマットレス 244186177 SD ¥1051000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ウレタンマットレス 244186185 D ¥125,000 平137.500 ¥130,000 ¥143,000

ウレタンマットレス 244186193 S

FL04 WAVE T ハード

¥85,000 ¥93,500 ¥90,000 ¥99,000

ウレタンマットレス 244186201 SD ¥105,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ウレタンマッ トレス 244186219 D ¥125,000 ¥137,500 ¥130,000 ¥143,000

ウレタンマットレス 244086104 S

Fと 04CUBE K レギュラー

¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ウレタンマッ トレス 244086112 SD ¥120,000 ¥132,000 ¥125,000 Y137,500

ウレタンマットレス 244086120 D ¥140,000 ¥154,000 ¥145,000 Y159,500

ウレタンマットレス 244086138 S

FL04 CUBE K ハード

¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ウレタンマットレス 244086146 SD ¥120,000 ¥132,000 ¥125,000 ¥137,500

ウレタンマットレス 244086153 D ¥140,000 ¥154,000 ¥145,000 ¥生 59,500

ウレタンマットレス S パターンオーダー ¥128,000 ¥140,800 ¥136,000 ¥生 49,600

ウレタンマットレスノぐ―ツ 244876074 S パターンオーダーパーツ (側 ) ¥44,000 ¥48,400 ¥46,000 ¥50,600

ウレタンマットレスパーツ 244024832 S ¥14,000 ¥15,400 ¥15,000 ¥16,500

ウレタンマットレスパーッ 244024840 S パターンオーダーバーツ顔 if(ソ フ ト

^)
¥14,000 ¥15,400 ¥15000 ¥16,500

ウレタンマットレスパーッ 244024857 S ¥28,000 ¥30,800 ¥301000 ¥33,000

ウレタンマットレスパーツ 244024865 S ¥28,000 ¥30,800 ¥30,000 ¥33,000

ウレタンマットレスパーッ 244024873 S ¥28,000 ¥30,800 ¥30,000 ¥33,000

ウレタンマットレスパーツ 244024881 S ¥28,000 ¥30,800 ¥30,000 ¥33,000

ウレタンマットレス SD パターンオーダー ¥166,000 ¥182,600 ¥175,000 ¥192,500

ウレタンマットレスパーツ 244876082 SD パターンオーダーパーツ (側 ) Y58,000 ¥63,800 ¥61,000 ¥67,100

ウレタンマットレスパーッ 244024899 SD ¥18,000 ¥19,300 ¥19,000 ¥20,900

ウレタンマットレスパーッ 244024907 SD バターンオーダーバー ノ頚 ii(ン フ ト小) ¥18,000 ¥19,800 ¥19,000 Y20,900

ウレタンマットレスパーツ 244024915 SD ¥36,000 ¥39,600 ¥38,000 ¥41,800

ウレタンマッドレスパーツ 244024923 SD ¥36,000 ¥39,600 ¥38,000 ¥41,800

ウレタンマットレスパーツ 244024931 SD ¥36,000 ¥39,600 ¥38,000 ¥41800

ウレタンマットレスパーツ 244024949 SD ¥36,000 ¥39,600 ¥38,000 ¥41800



希望小売価格改定商品明細

フラント名     フィットラボ

品名 品番 サイズ 柄番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

ウレタンマットレス D パターンオーダー ¥192,000 ¥211,200 ¥207,000 ¥227,700

ウレタンマットレスパーツ 2448-76090 D パターンオーダーパーツ (側 ) ¥66.000 ¥72,600 ¥69,000 ¥75,900

ウレタンマットレスパーツ 2440-24956 D ¥10,500 ¥11,550 ¥11,500 ¥12,650

ウレタンマットレスパーッ 2440-24964 D ¥10,500 ¥11,550 ¥11,500 ¥12650

ウレタンマットレスパーツ 2440-24972 D ¥21,000 ¥23,100 ¥23,000 ¥25300

ウレタンマットレスパーツ 2440-24980 D ¥21,000 ¥23,100 ¥23,000 ¥25,300

ウレタンマットレスパーツ 2440-25003 D ¥21,000 ¥23,100 ¥23,000 ¥25,300

ウレタンマットレスパーツ 2440-25011 D ¥21,000 ¥23,100 ¥23,000 ¥25,300

ベットマッ トレス 244286894 S 長さ195

FL05 BODY ZERO

¥65,000 ¥71,500 ¥70,000 ¥77,000

ベッ トマットレス 244286928 S 長さ200 ¥65,000 ¥71i500 ¥70,000 ¥77,000

ベットマットレス 244286902 SD 長さ195 ¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ベットマットレス 244286936 SD 長さ200 ¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ベッ トマットレス 244286910 D 長さ195 ¥90,000 ¥99,000 ¥95,000 ¥104,500

ベッ トマッ トレス 244286944 D 長さ200 ¥90,000 ¥99,000 ¥95,000 ¥104,500

ベットマットレス 244286837 S 長さ195

FL05 80DY ZERO

¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ベットマットレス 244286860 S 長さ200 ¥80,000 ¥88,000 ¥85,000 ¥93,500

ベッ トマットレス 244286845 SD 長さ195 ¥95,000 ¥104,500 ¥100,000 ¥110,000

ベットマットレス 244286878 SD 長さ200 ¥95,000 ¥104,500 ¥100,000 ¥110,000

ベットマットレス 244236352 D 長さ105 Y105,000 ¥生 15,500 ¥110,000 ¥121,000

ベットマッ トレス 244286886 D 長さ200 ¥105,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121000

ベットマットレス 244186714 S 長さ195

Fし 04 WAVE Σ レギュラー

¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ベッ トマッ トレス 244186748 S 長さ200 ¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ベットマットレス 244186722 SD 長さ195 ¥130,000 ¥143,000 ¥135,000 ¥148,500

ベッ トマットレス 244186755 SD 長さ200 ¥130,000 ¥143,000 ¥135,000 ¥148,500

ベットマットレス 244186730 D 長さ195 ¥160,000 ¥176,000 ¥165,000 ¥181,500

ベッ トマッ トレス 244186763 D 長さ200 ¥160,000 ¥176,000 ¥165,000 ¥181,500

ベットマットレス 244186771 S 長さ195

FL04 WAVE Σ ハー ド

¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ベッ トマットレス 244186805 S 長さ200 ¥100,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥115,500

ベットマットレス 244186789 SD 長さ195 ¥130,000 ¥143,000 ¥135000 ¥148,500

ベッ トマットレス 244186813 SD 長さ200 ¥130,000 ¥143.000 ¥135,000 ¥148,500

ベッ トマットレス 244186797 D 長さ195 ¥160,000 ¥176,000 ¥165,000 ¥181,500

ベッ トマットレス 244186821 D 長さ200 ¥160,000 ¥176,000 ¥165,000 ¥181,500

ベッ トマットレス 244186599 S 長さ195

FL04 WAVE T レギュラー

¥105,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ベッ トマットレス 244186623 S 長さ200 ¥105,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ベッ トマッ トレス 244186607 SD 長さ195 ¥135,000 ¥148,500 ¥140,000 ¥154,000

ベットマットレス 244186631 SD 長さ200 ¥135,000 ¥148,500 ¥140,000 ¥154,000

ベットマッ トレス 244186615 D 長 さ195 ¥165,000 ¥181,500 ¥170,000 ¥生 87,000

ベットマットレス 244186649 D 長さ200 ¥165,000 ¥181,500 ¥170,000 ¥187,000

ベッ トマットレス 244186656 S 長さ195

FL04 WAVE T ハー ド

¥105,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ベッ トマットレス 244186680 S 長さ200 ¥105,000 ¥115,500 ¥110,000 ¥121,000

ベッ トマットレス 244186664 SD 長さ195 ¥135,000 ¥148,500 ¥140,000 ¥154,000

ベットマットレス 244186698 SD 長さ200 ¥135,000 ¥148,500 ¥140,000 ¥154,000

ベッ トマッ トレス 244186672 D 長さ195 ¥165,000 ¥181,500 ¥170,000 ¥187,000

ベッ トマッ トレス 244186706 D 長さ200 ¥165,000 ¥181,500 ¥170,000 ¥1871000



希望小売価格改定商品明細

メランド名     フイットラボ

品名 品番 サイズ 柄番

ペットマットレス 244o86476 S 長さ195

S 長さ200ベットマットレス 244086500

SD 長さ195ベットマットレス 244086484

SD 長さ200ベットマットレス 244086518

D 長さ195ベットマットレス 244086492

D 長さ200

FL04 cυ BE K レギュラー

ペットマットレス 244086526

品番 サイズ 柄番品名

244086534 S 長さ195ベットマットレス

244086567 S 長さ200ペットマットレス

244086542 SD 長さ195ベットマットレス

244086575 SD 長さ200ベットマットレス

244086559 D 長さ195ベットマットレス

244086583 D 長さ200

FL04 CUBE K ハード

ベットマットレス



希望小売価格改定商品明細

フ
・
ランド名 ボーテ

品名 品番 柄 番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

推卜カバーSL PTG5555902 BE1510 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

推卜カバーSDし PTG0107904 BE1510 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,300 ¥9,130

推卜カバーDL PTG8557902 BE1510 ¥8,000 ¥8,8100 ¥8,800 ¥9,680

推卜カバーQL PTG0107903 BE1510 ¥10,000 Yll.000 ¥11,000 ¥12.100

推卜カノヾ一KL PTG0107305 BE1510 ¥12,000 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520

敷きカバーSL PTG5056902 BE1510 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,000 ¥5,500

敷きカバーDL PTG6558902 BE1510 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,500 ¥7,150

クイックシーツS PTG5050902 BE1510 ¥4.500 ¥4,950 Y5,000 Y5,500

クイックシーツSD PTG6053902 BE1510 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,000 ¥61600

クイックシーツD PTG7059902 BE1510 ¥6,500 ¥7,150 ¥7,200 ¥7,920

クイックシーツQ PTG0109903 BE1510 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,000 ¥11,000

クイックシーツWD PTG0109904 BE1510 ¥8,500 ¥9,350 ¥9,500 Y10,450

クイックシーツK PTG0109905 BE1510 ¥11,000 ¥121100 Y12,000 ¥13,200

ピローケース90 PTG2054902 BE1510 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,650 Y生 ,815

ピローケース95 PTG0104114 BE1510 ¥1,800 ¥1,980 ¥2,000 Y2,200

フラッ トシーツS PK07351043 BE1510 ¥31500 ¥3,350 ¥3,800 ¥4,180

フラッ トシーツD PK27551043 BE1510 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,000 ¥6,600

推卜カバーSL PTN8555055 BE2510 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

推卜カノヾ―SDL PTN 1007056 BE2510 ¥10,000 ¥11,000 ¥11.000 ¥121100

!卦 カバーDL PTNl107055 BE2510 ¥11,000 ¥12,100 ¥12,000 ¥13,200

推トカバーQL PTN1607057 BE2510 ¥16,000 平17.600 ¥17.500 ¥191250

推卜カバーKL PTN0107058 BE2510 ¥20,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥24、 200

クイックシーツS PTN6050055 BE2510 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,000 ¥6.600

クイックシーツSD PTN7053055 BE2510 ¥61500 ¥7,150 ¥7,200 Y7920

クイックシーツD PTN8059055 BE2510 ¥7,500 ¥8,250 Y8,300 ¥9,130

クイックシーツWD PTN9559056 BE2510 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,000 Yll,000

クイックシーツQ PTN1059057 BE2510 ¥9,500 ¥10,450 ¥10,500 ¥11,550

クイックシーツK PTN0109058 BE2510 ¥12,000 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520

ピローケース90 PTN3054055 BE2510 ¥2,500 Y2,750 平2,800 ¥3,080

ピローケース95 PTN3554056 BE2510 ¥3,000 ¥31300 ¥3,300 ¥3,630

フラッ トシーツS PHN8550689 BE2510 ¥8,000 ¥8,800 ¥8.800 Y9,680

フラッ トシーツD PHN 1209689 B E2510 ¥12,000 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520

フラットシーツQ PH憫 0109690 BE2510 ¥161000 ¥17,600 ¥17,500 ¥19,250

フラッ トシーツK PHN0109691 BE2510 ¥18,000 ¥19,800 ¥20,000 ¥22,000

クイックシーツS PTG5550017 BE2010 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,050

クイックシーツSD PTG6553017 BE2010 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,500 Y7.150

クイックシーツD PTG7559017 BE2010 ¥7000 ¥7i700 Y7.700 Y8,470

タオルケッ ト RR09500009 BE9601 ¥5,000 ¥5,500 Y6,000 ¥6,600

タオルケ ットD RR29850010 BE9601 ¥8i500 ¥9,350 ¥10,000 ¥11000



希望小売価格改定商品明細

7・ ランド名 24+

品名 品呑 柄番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

桂卜カバーSL 2120-00137 TFP00 ¥7,000 ¥7,700 ¥7,500 ¥8,250

推卜カバーSDL 2120-00160 TFP00 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,000 ¥11,000

拷卜カバーDL 2120-00293 TFP00 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100

桂卜カバーQL 2120-00715 TFP00 ¥12,000 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520

敷きカバーSL 2120-00475 TFP00 ¥6,500 ¥7,150 ¥7,000 ¥7,700

敷きカバーS 2120-00541 TFP00 ¥6,400 ¥7,040 ¥6900 ¥7,590

敷きカバーDL 2120-00673 TFP00 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,200 ¥9,020

敷きカバーD 2120-00582 TFP00 ¥7,400 ¥8,140 ¥8,100 ¥8,910

クイックシーツS 2120-00004 TFP00 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,500 ¥7,150

クイックシーツSD 2120-00020 TFP00 ¥6,500 ¥7,150 ¥7,000 ¥7,700

クイックシーツD 2120-00046 TFP00 ¥7,000 ¥7,700 ¥7,700 ¥8,470

クイックシーツWD 2120-00061 TFP00 ¥7,500 ¥8,250 ¥8,300 ¥9,130

クイックシーツQ 2120-00087 TFP00 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

フラットシーツ 2120-00517 TFP00 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,800 ¥5,280

ラップシーツS 2120-00616 TFP00 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,300 ¥5,830

ラップシーツD 2120-00624 TFP00 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,400 ¥7,040

ピローケース65 2120-00913 TFP00 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420

ピローケース70 2120-00921 TFP00 ¥2,500 ¥2,750 ¥2,700 ¥2,970

桂卜カバーSL 2120-06134 TFP06 ¥11,000 ¥12,100 ¥12,000 ¥13,200

推卜カバーSDL 2120-06167 TFP06 ¥14,000 ¥15,400 ¥15,400 ¥16,940

推卜カバーDL 2120-06290 TFP06 ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

推卜カバーQL 2120-06712 TFP06 ¥17,000 ¥18,700 ¥18,700 ¥20,570

クイックシーツS 2120-06001 TFP06 ¥9,000 ¥9,900 ¥10,000 ¥11,000

クイックシーツSD 2120-06027 TFP06 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100

クイックシーツD 2120-06043 TFP06 ¥11,000 ¥12,100 ¥12,000 ¥13,200

クイックシーツQ 2120-06084 TFP06 ¥12,000 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,520

ピローケース65 2120～06910 TFP06 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,800 ¥4,180

ピローケース70 2120-06928 TFP06 ¥4,500 ¥4,950 ¥5,000 ¥5,500

推卜カバーSL 2120-14138 TPFl14 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,000 ¥15,400

桂卜カバーSDL 2120-14161 TPFl14 ¥18,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥21,780

推卜カバーDL 2120-14294 TPFl14 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,000 ¥23,100

推トカバーQL 2120-14716 TPFl14 ¥24,000 ¥26,400 ¥26,500 ¥29,150

ピローケース65 2120-14914 TPFl14 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,800 ¥4,180

ピローケース70 2120-14922 TPFl14 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

桂卜カバーSL 2120-29136 TPF129 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100

推卜カバーSDL 2120-29169 TPF129 ¥14,000 ¥15,400 ¥15,400 ¥16,940

桂卜カバーDL 2120-29292 TPF129 ¥15,000 ¥16,500 ¥16.500 ¥18,150

桂卜カバーQL 2120-29714 TPF129 ¥18,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥21,780

推卜カバーSL 2120-02133 TPF02 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,000 ¥15,400

推卜カバーSDL 2120-02166 TPF02 ¥生 8,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥21,780

推卜カバーDL 2120-02299 TPF02 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,000 ¥23,100

壮卜カバーQL 2120-02711 TPF02 ¥24,000 ¥26,400 ¥26,500 ¥29,150



希望小売価格改定商品明細

フ
ト
ランド名

フ
｀
ランド名

24+

クオ リアル

品名 品番 柄 番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

ピローケース65 2120-02919 TPF02 ¥3,500 ¥3,850 ¥3,800 ¥4,180

ピローケース70 2120-02927 TPF02 ¥47500 ¥4,950 ¥5,000 ¥5,500

桂卜カバーSL 2120-21117 TPF121 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,000 ¥15,400

桂トカバーSDL 2120-21166 TPF121 ¥18,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥21,780

桂トカバーDL 2120-21299 TPF121 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,000 ¥23,100

推卜カバーQL 2120-21711 TPF121 ¥24,000 ¥26,400 ¥26.500 ¥29,150

推卜カバーSL 2120-38137 TPF138 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100

推卜カバーSDL 2120-38160 TPF138 ¥14,000 ¥15,400 ¥15,400 ¥16,940

推卜カバーDL 2120-38293 TPF138 ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

推卜カバーQL 2120-38715 TPF138 ¥18,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥21,780

ピローケース65 2120-38913 TPF138 ¥2.500 ¥2,750 ¥2,700 ¥2,970

ピローケース70 2120-38921 TPF138 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥31630

!卦 カバーSL 2120-39135 TPF139 ¥13,000 ¥14,300 ¥14,000 ¥15,400

掛カバーSDL 2120-39168 TPF139 ¥18,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥21,780

推卜カバーDL 2120-39291 TPF139 ¥19,000 ¥20,900 ¥21,000 ¥23,100

推卜カバーQL 2120-39713 TPF139 ¥24,000 ¥26,400 ¥26,500 ¥29,150

ピローケース65 2120-39911 TPF139 ¥3.500 ¥3,850 ¥3,800 ¥4,180

ピローケース70 2120-39929 TPF139 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

品名 品番 柄 番 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

桂卜カバーSL P109100023 QL9601 ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100

桂卜カバーSDL Pl19120023 QL9601 ¥12,500 ¥13,750 ¥13,900 ¥15,290

推卜カバーDL P129150023 QL9601 ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

桂卜カバーQL P139200023 QL9601 ¥20,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥24,200

ピローケース65 P」 09405073 QL9601 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

ピローケース90 PJ09405074 QL9601 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840

推ヽカバーSL P109150024 QL9602 ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥18,150

推卜カバーDL P129200024 QL9602 ¥20,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥241200

ピローケース P〕 09605075 QL9602 ¥6,000 ¥61600 ¥6,500 ¥7,150

掛カバーSL P109200025 QL9603 ¥20,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥24,200

推卜カバーDL P129300025 QL9603 ¥30,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥36,300

ピローケース P」 09705076 QL9603 ¥7,000 ¥7,700 ¥7,500 ¥8,250


