
8     SEVEN BED SELECTION

マットレス

マットレス PK71

線径　Φ1.90 ㎜　6巻（平行配列）
両面多針キルト仕上げ
高級ジャガード織張地
抗菌綿（東レセベリス仕様）

生地品番

PK
ポケットコイルマットレス ポケットコイルマットレス製造開始時より、しっかりとした固さと丈夫な作りで永らくご支持を

いただいているハードタイプの仕様です。

サイズ

S 527 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

固さを選べるポケットコイルマットレスラインアップ

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 651 個W　 1200　　　×　L　1950（2050）

D 775 個W　 1400　　×　L　1950（2050）

WD 864 個W　 1520　　×　L　1950（2050）

Q1 928 個W　（1600）　　×　L　1950

Q2 434 個×2W　（800×2）×　L　1950

ロングサイズ
（2050 ㎜）は
２割UP

厚み220㎜厚み220㎜

15 71 83 18 88

マットレス PKN88

線径　Φ1.90 ㎜　6巻（交互配列）
両面多針キルト仕上げ
高級ジャガード織張地
抗菌綿（東レセベリス仕様）

（H220）

（H220）

（H220）

生地品番

PKN
ミディアムタイプ
ポケットコイルマットレス

日本人好みの固さのポケットコイルを交互配列にすることでバネ数が増え、よりフレキシブル
に体になじみ、また程よい固さを実現しました。

サイズ

S 616 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 756 個W　 1200　　　×　L　1950（2050）

D 896 個W　 1400　　×　L　1950（2050）

WD 952 個W　 1520　　×　L　1950（2050）

Q1 1008 個W　（1600）　　×　L　1950（2050）

Q2 504 個×2W　（800×2）×　L　1950（2050）

ロングサイズ
（2050 ㎜）は
２割UP

厚み220㎜厚み220㎜

15 71 83 18 88

マットレス PKS15

線径　Φ1.90 ㎜　6巻（平行配列）
両面多針キルト仕上げ
高級ジャガード織張地
抗菌綿（東レセベリス仕様）

生地品番

PKS
ソフトタイプ
ポケットコイルマットレス

ふんわりと包み込む柔らかさ。体の曲線にそってポケットコイルが優しく点で支えます。

サイズ

S 527 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 651 個W　 1200　　　×　L　1950（2050）

D 775 個W　 1400　　×　L　1950（2050）

WD 864 個W　 1520　　 ×　L　1950（2050）

Q1 928 個W　（1600）　　×　L　1950（2050）

Q2 434 個×2W　（800×2）×　L　1950（2050）

ロングサイズ
（2050 ㎜）は
２割UP

厚み220㎜厚み220㎜

15 71 83 18 88

￥59,000＋税
￥70,000＋税
￥80,000＋税
￥98,000＋税
￥109,000＋税
￥116,000＋税

￥64,000＋税
￥75,000＋税
￥86,000＋税
￥104,000＋税
￥115,000＋税
￥122,000＋税

￥54,000＋税
￥65,000＋税
￥75,000＋税
￥93,000＋税
￥104,000＋税
￥111,000＋税



マットレス     9

Mattress

ジャガード

〈注〉

（H220）

（H250）

線径　Φ1.90 ㎜　6巻（平行配列）
腰部　Φ2.05 ㎜　6巻（交互配列）
両面多針キルト仕上げ
高級ジャガード織張地
抗菌綿（東レセベリス仕様） 生地品番

PKZ
3ゾーンポケットコイル
マットレス

一番荷重のかかる腰部を線径Φ2.05 ㎜　6 巻（交互配列）のスプリングにすることで荷重を分
散し耐久性も向上させました。

サイズ

S 578 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 734 個W　 1200　　　×　L　1950（2050）

D 812 個W 　1400　　×　L　1950（2050） ロングサイズ
（2050 ㎜）は
２割UP

厚み220㎜厚み220㎜
15 71 83 18 88

生地品番

15 71 83 18 88

マットレス PKT88

線径　Φ1.90 ㎜　6巻（平行配列）
両面多針キルト仕上げ
高級ジャガード織張地
抗菌綿（東レセベリス仕様）

生地品番

PKT
低反発ウレタン仕様
ポケットコイルマットレス

片側面に、2㎝と3㎝のバランス良い組み合わせの国産低反発ウレタン＋ポケットコイルスプリング
を使用してじんわりと沈み込む柔らかさ。

サイズ

S 527 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 651 個W 　1200　　　×　L　1950（2050）

D 775 個W 　1400　　 ×　L　1950（2050） ロングサイズ
（2050 ㎜）は
２割UP

厚み250㎜厚み250㎜

88

1本からの受注も可能です。（ホテル用、ロング、円形など） ※キルトパターンは、変更する場合がございます。

●　　　　　　　　一覧以外にも、レザーマットレス、難燃マットレス、ウレタンマットレス、片面多針、ノーキルトマットレス、布張り床板、随時見積りいたします。
●　PK、レギュラーは、縦横1㎝刻み、HCMは横は1㎝、縦は6㎝刻みで別注を見積り、受注いたします。
●　納期はできるだけ迅速な対応を心がけています。
●　固さ、高さ、表生地等、ご要望に応じての製作可能です。
●　生地加工の厚みによっては高さが変わることがあります。

特注マットレス

￥70,000＋税
￥80,000＋税
￥91,000＋税

￥90,000＋税
￥107,000＋税
￥125,000＋税



10     SEVEN BED SELECTION

マットレス

ボンネルスプリングのラインアップ

マットレスHCMDX83

線径　Φ2.10 ㎜　5巻
両面多針キルト仕上げ、高級ジャガード織張地
抗菌綿（東レセベリス仕様）

生地品番

HCM DX
ハイカウント
コイルマットレス　デラックス

固綿を加えて、よりしっかりしたマットレスに仕上げました。当社カタログ内で、最も固い仕様です。

サイズ

S 384 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2070）

SD 480 個W　 1200　　　×　L　1950（2070）

D 544 個W　 1400　　 ×　L　1950（2070）

WD 576 個W　 1520　　×　L　1950（2070）

Q1 640 個W　 1600　　 ×　L　1950

Q2 320 個×2W　（800×2）×　L　1950

ロングサイズ
（2070 ㎜）は２割UP

厚み210㎜厚み210㎜ 15 71 83 18 88

マットレスHCM76

※WD以上は：01、02 のみ対応

※WD以上は：78 のみ対応

※WD以上は：01、02 のみ対応

線径　Φ2.10 ㎜　5巻
両面多針キルト仕上げ、高級プリント織張地

生地品番

HCM
ハイカウント
コイルマットレス

ボンネルレギュラーマットレスに比べバネ数を約 1.8 倍にすることで体を支える接点が増加すると同時
に反発力が増加し、より固めをお好みの方にお勧めです。

サイズ

S 384 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数

W　　980　　×　L　1950（2070）

SD 480 個W　 1200　　　×　L　1950（2070）

D 544 個W　 1400　　×　L　1950（2070）

WD 576 個W　 1520　　×　L　1950（2070）

Q1 640 個W　 1600　　×　L　1950

Q2 320 個×2W　（800×2）×　L　1950

ロングサイズ
（2070 ㎜）は２割UP

厚み190㎜厚み190㎜ 76 01 02

マットレスMJ05

線径　Φ2.50 ㎜　5巻
両面多針キルト仕上げ、高級ジャガード織張地

生地品番

MJ
ボンネルコイルマットレス

表面に耐久性にすぐれゴージャスな国産ジャガード織生地を＋国産ボンネルレギュラースプリング
を使用したマットレス。

サイズ

S 216 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 264 個W　 1200　　　×　L　1950（2050）

D 312 個W 　1400　　×　L　1950（2050）

WD 336 個W　 1520　　×　L　1950（2050）

Q1 360 個W　 1600　　×　L　1950

Q2 168 個×2W　（800×2）×　L　1950

ロングサイズ
（2050 ㎜）は２割UP

厚み190㎜厚み190㎜

線径　Φ2.50 ㎜　5巻
両面多針キルト仕上げ、高級プリント織張地

M
ボンネルコイルマットレス

厚み190㎜厚み190㎜

05 78

マットレスM76

生地品番

表面に国産プリント生地＋国産ボンネルレギュラースプリングを使用したリーズナブルでポピュラーな
マットレス。

サイズ

S 216 個

寸　　法　（ ロ ン グ ） コイル数 価　　　　格

W　　980　　×　L　1950（2050）

SD 264 個W　 1200　　　×　L　1950（2050）

D 312 個W 　1400　　×　L　1950（2050）

WD 336 個W　 1520　　×　L　1950（2050）

Q1 360 個W　 1600　　×　L　1950

Q2 168 個×2W　（800×2）×　L　1950

ロングサイズ
（2050 ㎜）は２割UP

76 01 02

価　　　　格

ボンネルハイカウント
スプリング

ボンネルハイカウント
スプリング

￥46,000＋税
￥55,000＋税
￥63,000＋税
￥69,000＋税
￥76,000＋税
￥90,000＋税

￥35,000＋税
￥41,000＋税
￥49,000＋税
￥58,000＋税
￥63,000＋税
￥75,000＋税

￥34,000＋税
￥40,000＋税
￥47,000＋税
￥56,000＋税
￥61,000＋税
￥72,000＋税

￥31,000＋税
￥37,000＋税
￥42,000＋税
￥52,000＋税
￥56,000＋税
￥66,000＋税



マットレス     11

Mattress

シーツ×2枚・パッド×1枚

便利でお買得！　ベッド用品３点セット

●カタログ掲載商品は、印刷インキの特質上、実際の商品と多少色が異なる場合があります。
●製品の向上改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
●カタログに記載されている金額は、本体価格（税抜金額）です。

サイズ

シングル　　（100×200 ㎝）

セミダブル（120×200 ㎝）

ダブル　　（140×200 ㎝）

ジャガード

生地品番

15 71 83 18 88

プリント

76 01 02

78 05

1本からの受注も可能です。（ホテル用、ロング、円形など）※キルトパターンは、変更する場合がございます。

〈注〉
●　　　　　　　　一覧以外にも、レザーマットレス、難燃マットレス、ウレタンマットレス、片面多針、ノーキルトマットレス、布張り床板、随時見積りいたします。
●　PK、レギュラーは、縦横1㎝刻み、HCMは横は1㎝、縦は6㎝ 刻みで別注を見積り、受注いたします。
●　納期はできるだけ迅速な対応を心がけています。
●　固さ、高さ、表生地等、ご要望に応じての製作可能です。
●　生地加工の厚みによっては高さが変わることがあります。

特注マットレス

￥13,000＋税

￥15,000＋税
￥17,000＋税


