
２０１９～　価 値 ある 眠りのコレクション

セブンベッド株式会社

このカタログのフレーム・マットレスはすべて日本製です

サイズ、デザインオーダーできます

※都合により価格を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。※表示価格は全て税抜金額です。



2     SEVEN BED SELECTION

ベッドフレーム

S     1010     SD  1210
D     1410

860

2030
(L)2130

220
(レッグ）190

S     1010     SD  1210
D     1410

750

2090
(L)2190

220
(レッグ）190

サイズ

ショパン シンプルで機能的なデザイン

BOX 引出付 引出なし レッグタイプ

S

SD

D

フレームカラー

国産ヒノキ床板

BOX引出付
引出なし

レッグタイプ

●フレーム /主材：化粧板
●特長 /国産ヒノキ床板　裏面化粧仕上げ

ロングサイズは 2割UP

※写真のマットレスは PK-88 です。

※写真のマットレスは
　M-76 です。

※写真のマットレスは
　PK-88 です。

ライト ダーク

ライト ダーク

ロングサイズ対応品

サイズ

［ノクターン］フレーム価格

ノクターン 夜想曲を聴きながら…

BOX 引出付 引出なし レッグタイプ

S

SD

D

フレームカラー

国産ヒノキ床板

BOX引出付
引出なし

レッグタイプ

●フレーム /主材：化粧板
●特長 /国産ヒノキ床板　裏面化粧仕上げ
●照明付・コンセント付

ロングサイズは 2割UP

※写真のマットレスはM-76 です。

※写真のマットレスは
　M-76 です。

ロングサイズ対応品

［ショパン］フレーム価格

￥57,000＋税 ￥43,000＋税 ￥43,000＋税

￥66,000＋税 ￥51,000＋税 ￥51,000＋税

￥75,000＋税 ￥65,000＋税 ￥65,000＋税

￥68,000＋税 ￥55,000＋税 ￥55,000＋税

￥80,000＋税 ￥68,000＋税 ￥68,000＋税

￥88,000＋税 ￥80,000＋税 ￥80,000＋税
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Bed frame

S     1000

800

1990
330

S 1050 SD 1260  D 1460

800

2080
(L)2180

220

S 1010  SD 1220 D 1420

800

2130
220

100

ライト ダーク

ホワイト ブラック●フレーム /主材：化粧板（強化紙）
●特長 /国産ヒノキ床板　裏面化粧仕上げ
●2口コンセント付

●フレーム /主材：化粧板
●特長 /国産ヒノキ床板　裏面化粧仕上げ
　　　　間接照明　コンセント付

サイズ

［ハイネ］フレーム価格

ハイネ ナチュラルテイストで眠りの世界へ

BOX 引出付 引出なし

S

フレームカラー

国産ヒノキ床板

BOX引出付

引出なし

BOX引出付

●フレーム /主材：化粧板
●特長 /国産ヒノキ床板　裏面化粧仕上げ

サイズ

［ピサロ］フレーム価格

ピサロ

BOX 引出付 引出なし

S

SD

D
国産ヒノキ床板

BOX引出付

ロングサイズは 2割UP

※写真のマットレスは
　M-76 です。

コンセント付

ロングサイズ対応品

気品ある色調＆シンプルデザイン

サイズ

［カシス］フレーム価格

カシス

BOX 引出付 引出なし

S

SD

D

フレームカラー

BOX引出付
※写真のマットレスは
　PK-88 です。

間接照明＆やさしい機能

￥60,000＋税 ￥43,000＋税

￥66,000＋税 ￥51,000＋税

￥76,000＋税 ￥60,000＋税

￥85,000＋税 ￥70,000＋税

￥67,000＋税 ￥52,000＋税

￥77,000＋税 ￥62,000＋税

￥82,000＋税 ￥67,000＋税
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ベッドフレーム

S 1000

800

1980
（L）2080

290

S 1000

790

2170
（L）2270

290

ライト ダーク

サイズ

［メロディ］フレーム価格

メロディ

引出付 引出なし オープン

S

宮付
タイプ

サイズ

［メロディ］フレーム価格
引出付 引出なし オープン

S
フラット
タイプ

サイズ 引出付 引出なし オープン

S
フット＆フット
タイプ

フレームカラー

国産ヒノキ床板

国産ヒノキ床板

宮付タイプ（引出付）

宮付タイプ（引出なし）

宮付タイプ（オープン）

フラットタイプ（引出付）

フット＆フットタイプ（オープン）

フラットタイプ（引出なし） フラットタイプ（オープン）

●フレーム /主材：化粧板
●特長 /国産ヒノキ床板　
　　　　照明付（宮付のみ）
　　　　ダブルコンセント付（宮付のみ）

ロングサイズは 2割UP（オープンタイプは対象外）

※写真のマットレスはM-76 です。

※写真のマットレスはM-76 です。

ロングサイズ対応品

ロングサイズは 2割UP（オープンタイプは対象外）ロングサイズ対応品

フラットタイプは、ヘッド部を丸型・角型か選べます。

究極のデザイン、永遠のベストセラー

150

150

150

￥54,000＋税 ￥47,000＋税 ￥46,000＋税

￥49,000＋税 ￥42,000＋税 ￥41,000＋税

￥40,000＋税 ￥32,000＋税 ￥31,000＋税
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Bed frame

S     1010     SD  1220
D     1420

740

2070
タタミ付　2100

290

S     1030     SD  1240
D     1400

800

2000
（スノコA・B）300
（タタミタイプ）340

ライトホワイト ダーク

サイズ

［ミロ］フレーム価格

ミロ

引出付 オープン

S

SD ーーー

D ーーー

フレームカラー

引出付

引出付

オープンタイプ

●フレーム /主材：化粧板
●特長 /吊り式引出付
　　　　2口コンセント付
　　　　床板：ボード仕様

※写真のマットレスはM-76 です。

※写真の商品はシングルの基本形（基本価格）です。
　部屋の大きさに応じた別注サイズ１本からの受注も可能。
　別途見積りに応じます。
※サイドと床板の桟木は補強のため別材を使用しております。

※タタミ付は、オープンのみ

※ホワイトは
　Sサイズのみ

サイズ

［ヒノキオーダー］フレーム価格

ヒノキ無垢無塗装オーダーベッド【納期は原則として受注後3週間】

S

SD

D

国産ヒノキ床板
（スノコタイプA 床板）

スノコタイプA
（マット仕様）

スノコタイプB

タタミタイプ（タタミ付）

※写真のマットレスはM-76 です。

飽きのこないシンプルなデザインが好評

スノコA（マット仕様） スノコ B タタミ（タタミ付）

タタミ付オープン
150

150

￥44,000＋税 ￥38,000＋税

￥50,000＋税

￥55,000＋税

￥106,000＋税 ￥118,000＋税 ￥109,000＋税

￥115,000＋税 ￥130,000＋税 ￥131,000＋税

￥136,000＋税 ￥156,000＋税 ￥163,000＋税

￥56,000＋税

ーーー

ーーー



6     SEVEN BED SELECTION

畳 ベッド TATAMI Bed

S 1000     SD  1210

800

（フラット）2010
（宮付）2200

400

ライト ダーク

宮付タイプ
（引出なし）

宮付タイプ
（引出付） 宮付タイプ

（オープン）

フラットタイプ
（引出付）

フット＆フット
（引出付）

フット＆フット
（オープン）

フット＆フット
（引出なし）

フラットタイプ
（引出なし）

フラットタイプ
（オープン）

サイズ

［モネ］宮付タイプ
タタミ付・引出付 タタミ付・引出なし タタミ付・オープン

S

SD ーーー

サイズ

［モネ］フラットタイプ（角型・丸型が選べます）
タタミ付・引出付 タタミ付・引出なし タタミ付・オープン

S

SD ーーー

サイズ タタミ付・引出付 タタミ付・引出なし タタミ付・オープン

S

SD ーーー

フレームカラー
●フレーム /主材：化粧板
●特長 /国産ヒノキ床板
　　　　照明付（宮付のみ）
●タタミ /本イ草表使用

モネ 日本人はやっぱり畳、伝統美とやさしいデザイン

［モネ］フット＆フットタイプ

210

210

210

￥72,000＋税 ￥64,000＋税 ￥60,000＋税

￥96,000＋税 ￥89,000＋税

￥64,000＋税 ￥59,000＋税 ￥54,000＋税

￥86,000＋税 ￥79,000＋税

￥59,000＋税 ￥55,000＋税 ￥50,000＋税

￥80,000＋税 ￥73,000＋税
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ホテルタイプオーダー仕様 Hotel type order specifications

ライト ダーク

ホテルタイプ オーダー仕様
上質なホテルを思わせる寝心地を満喫。

使用目的によってボトムの種類が選べます。
サイズを選択できます。
通常サイズ（W980・W1200・W1400）以外のサイズも生産可能です。
W1400以上は、２枚仕様になります。

脚部の種類を選択できます。

ナイトテーブル
ベッドサイドにも個性を主張して。

●主材：化粧板

W510×D380×H510 ㎜

ラグローラー

ボトム断面図

（H80㎜・H100㎜・H140㎜）
プラ脚
（H80㎜・H100㎜・H140㎜）

コイルボトム

箱ボトム（ヘッドボード付）
※写真のマットレスはMJ-05 です。

コイルボトム

箱ボトム
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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
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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
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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



カタログご利用のご注意

製造元

セブンベッド株式会社

心地よい眠りと確かな製品をお届けする

http://www.sevenbed.co.jp/

本社・工場
〒701-4274　岡山県瀬戸内市長船町牛文1630-1
TEL 0869-26-3104　FAX 0869-26-4506
E-mail : sevenbed@sea.plala.or.jp

セブンベッド製品のお求めは―

フレーム、マットレス共別注小ロット最短納期にて対応いたします。
物件等の受注も承っております。

●掲載の製品は2019年4月現在のものです。製品によってはデザイン、寸法、仕様等の一部が異なる場合がございます。
また、諸事情により製造中止となる場合もございます。何卒ご了承ください。●製品の色は、印刷のため実際の色と
は多少異なることがございます。また天然木を使用した製品については、個々によって木目や風合いが異なる場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。 ●納期についてはお手数ですが、上記までお問い合せください。
●本カタログの表示価格は全て税抜金額です。


