
穂盛製作所はSGマーク登録工場です。

国内のスプリングマットレス製造会社は数十社ありますが、

(財)製品安全協会が定めたSGマークを表示許可されている会社は6社程度です。

(平成29年調べ)

弊社は平成元年に許可を得ました。どうぞ、安心してお求めください。

HOTAKE factory -web catalog-

穂盛製作所　ウェブカタログ
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「気持ちよく朝を迎えられましたか？」

人生の三分の一は睡眠のための時間。

その時間を、充実してお過ごし頂くために

少しでもお手伝いが出来たら・・・と考えます。

『実際に作っている工場だからできること』を

大切に、お客様のお好み等を伺いながら、

理想の寝心地に近いマットレスをご提供しております。

■ 「純」国産、自社工場製マットレスをご提供しています。 ■

マットレスと一口に言っても、様々な種類のものが流通しています。
その中には、国産と記述されていても、実はスプリングは輸入物で、
縫製だけ日本で行い「日本製」と謳われているものも含まれていたりします。

ほたけ製作所のマットレスは、一番大切なスプリングから縫製、
完成まで全て日本国内で生産しています。
純国産だから、自信を持って安全・安心をお客様にお届け出来ると
自負しています。
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スプリングマットレス

当 社 の 製 品 は 日 本 製の 確 か な 品 質 の 材 料 を
使 い S G 認 定 の 自社 工 場 に て 製 作 し
直 接 お 届 け し て お りま す 。

製 造 工 場 な ら で は の豊 富 な サ イ ズ 展 開 や
寝 心 地 、 生 地 カ ラ ーの ラ イ ン ナ ッ プ で
自 分 好 み の マ ッ ト レス を お 選 び く だ さ い 。

ポケットコイル　　・・・　P4～P6

コンビネーションポケットコイル　　・・・　P7～P9

6.5インチポケットコイル　　・・・　P10～P12

ピロートップ6.5インチポケットコイル　　・・・　P13

高密度6.5インチポケットコイル　　・・・　P14

ダブルスプリングポケットコイル　　・・・　P15～P17

7.1インチポケットコイル　　・・・　P18

快適な寝心地の要、”マットレス”。

Contents

穂盛製作所
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製品仕様

ポケットコイルマットレス

１つ１つ不織布に包まれたスプリングが独立して動き
体圧分散性に優れた、快適な寝心地をお届けします。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥79,600

SS80　（幅80cm） ￥79,600

SS90　（幅90cm） ￥79,600

SS       （幅85cm） ￥79,600

S　　　（幅97cm） ￥79,600

SD       （幅120cm） ￥99,600

D　　　（幅140cm） ￥119,600

WD      （幅152cm） ￥149,600

Q　　　（幅160cm） ￥169,600

K　　　（幅180cm） ￥189,600

※サイズについて長さ195cm、厚み20cm共通
※Qサイズ、Kサイズは2枚仕様も承ります。
※生成りキルト・ベージュキルトの場合、
　Q・Kサイズは2枚仕様のみとなります

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング
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製品仕様

ポケットコイルマットレス
片面低反発タイプ

１つ１つ不織布に包まれたスプリングが独立して動き
体圧分散性に優れた、快適な寝心地をお届けします。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥103,520

SS80　（幅80cm） ￥103,520

SS90　（幅90cm） ￥105,920

SS       （幅85cm） ￥103,520

S　　　（幅97cm） ￥105,920

SD       （幅120cm） ￥133,080

D　　　（幅140cm） ￥157,880

WD      （幅152cm） ￥190,260

Q　　　（幅160cm） ￥189,480

K　　　（幅180cm） ￥214,240

※サイズについて長さ195cm、厚み20cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。
※生成りキルト・ベージュキルトの場合、
　Q・Kサイズは2枚仕様のみとなります

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
低反発ウレタン・不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング
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サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥103,520

SS80　（幅80cm） ￥103,520

SS90　（幅90cm） ￥105,920

SS       （幅85cm） ￥103,520

S　　　（幅97cm） ￥105,920

SD       （幅120cm） ￥133,080

D　　　（幅140cm） ￥157,880

WD      （幅152cm） ￥190,260

Q　　　（幅160cm） ￥189,480

K　　　（幅180cm） ￥214,240



製品仕様

ポケットコイルマットレス
両面低反発タイプ

１つ１つ不織布に包まれたスプリングが独立して動き
体圧分散性に優れた、快適な寝心地をお届けします。

※サイズについて長さ195cm、厚み20cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。
※生成りキルト・ベージュキルトの場合、
　Q・Kサイズは2枚仕様のみとなります

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
低反発ウレタン・不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング
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サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥127,440

SS80　（幅80cm） ￥127,440

SS90　（幅90cm） ￥132,220

SS       （幅85cm） ￥127,440

S　　　（幅97cm） ￥132,220

SD       （幅120cm） ￥166,560

D　　　（幅140cm） ￥196,140

WD      （幅152cm） ￥230,920

Q　　　（幅160cm） ￥265,260

K　　　（幅180cm） ￥294,820



製品仕様

コンビネーションポケットコイルマットレス

硬め・柔らかめのコイル配列を5つのゾーンに分け、
最高の耐圧分散性と理想的な寝姿勢を維持します。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥119,600

SS80　（幅80cm） ￥119,600

SS90　（幅90cm） ￥119,600

SS       （幅85cm） ￥119,600

S　　　（幅97cm） ￥119,600

SD       （幅120cm） ￥159,600

D　　　（幅140cm） ￥199,600

WD      （幅152cm） ￥219,600

Q　　　（幅160cm） ￥239,600

K　　　（幅180cm） ￥279,600

※サイズについて長さ195cm、厚み20cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列/交互配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
ウレタン・不織布
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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製品仕様

コンビネーションポケットコイルマットレス 
片面低反発タイプ

マットレスの両面に低反発素材を追加してあるため
ゆっくり・しっとりとした寝心地を感じることができます。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥143,520

SS80　（幅80cm） ￥143,520

SS90　（幅90cm） ￥145,920

SS       （幅85cm） ￥143,520

S　　　（幅97cm） ￥145,920

SD       （幅120cm） ￥193,080

D　　　（幅140cm） ￥237,880

WD      （幅152cm） ￥260,260

Q　　　（幅160cm） ￥287,440

K　　　（幅180cm） ￥332,220

※サイズについて長さ195cm、厚み24cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列/交互配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
低反発ウレタン
ウレタン・不織布
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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製品仕様

コンビネーションポケットコイルマットレス 
両面低反発タイプ

マットレスの両面に低反発素材を追加してあるため
ゆっくり・しっとりとした寝心地を感じることができます。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥167,440

SS80　（幅80cm） ￥167,440

SS90　（幅90cm） ￥172,220

SS       （幅85cm） ￥167,440

S　　　（幅97cm） ￥172,220

SD       （幅120cm） ￥226,560

D　　　（幅140cm） ￥276,140

WD      （幅152cm） ￥300,920

Q　　　（幅160cm） ￥335,260

K　　　（幅180cm） ￥384,820

※サイズについて長さ195cm、厚み24cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列/交互配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
低反発ウレタン
ウレタン・不織布
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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製品仕様

6.5インチポケットコイルマットレス

従来のポケットコイルよりも+１インチ増えたクション層により
よりしなやかに、より深く身体の負担を分散させます。

※サイズについて長さ195cm、厚み23cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥119,600

SS80　（幅80cm） ￥119,600

SS90　（幅90cm） ￥119,600

SS       （幅85cm） ￥119,600

S　　　（幅97cm） ￥119,600

SD       （幅120cm） ￥159,600

D　　　（幅140cm） ￥199,600

WD      （幅152cm） ￥219,600

Q　　　（幅160cm） ￥239,600

K　　　（幅180cm） ￥279,600



製品仕様

6.5インチポケットコイルマットレス
片面低反発タイプ

従来のポケットコイルよりも+１インチ増えたクッション層。
マットレスの片面に低反発ウレタンを追加しました。

※サイズについて長さ195cm、厚み25cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
低反発ウレタン
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥143,520

SS80　（幅80cm） ￥143,520

SS90　（幅90cm） ￥145,920

SS       （幅85cm） ￥143,520

S　　　（幅97cm） ￥145,920

SD       （幅120cm） ￥193,080

D　　　（幅140cm） ￥237,880

WD      （幅152cm） ￥260,260

Q　　　（幅160cm） ￥287,440

K　　　（幅180cm） ￥332,220



製品仕様

6.5インチポケットコイルマットレス
両面低反発タイプ

マットレスの両面に低反発ウレタンを追加してあるため
裏返しても同じ寝心地でお休みいただけます。

※サイズについて長さ195cm、厚み27cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
低反発ウレタン
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）

12

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥167,440

SS80　（幅80cm） ￥167,440

SS90　（幅90cm） ￥172,220

SS       （幅85cm） ￥167,440

S　　　（幅97cm） ￥172,220

SD       （幅120cm） ￥226,560

D　　　（幅140cm） ￥276,140

WD      （幅152cm） ￥300,920

Q　　　（幅160cm） ￥335,260

K　　　（幅180cm） ￥384,820



製品仕様

ピロートップ6.5インチポケットコイルマットレス

マットレスに直接縫い付けられたパッドにより
身体全体を包み込むようなふんわりとした寝心地をお届けします。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥239,600

SD       （幅120cm） ￥279,600

D　　　（幅140cm） ￥319,600

Q　　　（幅160cm） ￥359,600

※サイズについて長さ195cm、厚み30cm共通

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）
低反発ウレタンまたはラテックスフォーム
（ピロー部）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工） 13



製品仕様

高密度6.5インチポケットコイルマットレス

線径・コイル高・コイル数・表生地などすべてにこだわり
身体への負担をより抑えた当店最上級のシルクのような寝心地を。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS70　（幅70cm） ￥159,600

SS80　（幅80cm） ￥159,600

SS90　（幅90cm） ￥159,600

SS       （幅85cm） ￥159,600

S　　　（幅97cm） ￥159,600

SD       （幅120cm） ￥199,600

D　　　（幅140cm） ￥239,600

WD      （幅152cm） ￥279,600

Q　　　（幅160cm） ￥319,600

K　　　（幅180cm） ￥359,600

※サイズについて長さ195cm、厚み23cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.4mm
巻数　　　10巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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製品仕様

ダブルスプリングポケットコイルマットレス

まるで水の上に寝ているかのような柔らかめの寝心地。
一流ホテルで採用されているダブルクッションベッドをマットレスでどうぞ。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥189,600

SD       （幅120cm） ￥229,600

D　　　（幅140cm） ￥269,600

Q　　　（幅160cm） ￥329,600

※サイズについて長さ195cm、厚み31cm共通

ポケットコイルスプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

薄型ボンネルコイルスプリング：
線径　　　2.5mm
巻数　　　4巻
硬鋼線種　SWRH62B B種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工） 15



製品仕様

ダブルスプリングポケットコイルマットレス
片面低反発タイプ

一流ホテルで採用されているダブルクッションベッドを1台のマットレスで。
しっとり・ゆっくりとした沈み込みの低反発ウレタンを片面に追加しました。

※サイズについて長さ195cm、厚み33cm共通

ポケットコイルスプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

薄型ボンネルコイルスプリング：
線径　　　2.5mm
巻数　　　4巻
硬鋼線種　SWRH62B B種

詰め物：
低反発ウレタン(ポケットコイル側)
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工） 16

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥215,920

SD       （幅120cm） ￥263,080

D　　　（幅140cm） ￥307,880

Q　　　（幅160cm） ￥377,440



製品仕様

ダブルスプリングポケットコイルマットレス
両面低反発タイプ

一流ホテルで採用されているダブルクッションベッドを1台のマットレスで。
衝撃吸収性にすぐれた低反発ウレタンを両面に追加しました。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥242,220

SD       （幅120cm） ￥296,560

D　　　（幅140cm） ￥346,140

Q　　　（幅160cm） ￥425,260

※サイズについて長さ195cm、厚み35cm共通

ポケットコイルスプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　10巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

薄型ボンネルコイルスプリング：
線径　　　2.5mm
巻数　　　4巻
硬鋼線種　SWRH62B B種

詰め物：
低反発ウレタン
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工） 17



製品仕様

7.1インチポケットコイルマットレス

柔らかな肌触りのジャガードニット生地と
心地よい厚めのクッションの7.1インチポケットコイルがしっかり体を支えます。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥157,900

SD       （幅120cm） ￥219,000

D　　　（幅140cm） ￥233,260

Q　　　（幅160cm） ￥285,300

※サイズについて長さ195cm、厚み27cm共通

7.1インチポケットコイルスプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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脚付きマットレスベッド

ポケットコイル　・・・　P20

6.5インチポケットコイル　 　・・・　P21

ピロートップ6.5インチポケットコイル　　・・・　P22

Contents

シンプルなデザインでどんなお部屋にもぴったり。

製造工場ならではのお好みのデザインと寝心地を
お届けいたします。
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製品仕様

ポケットコイル脚付きマットレスベッド

１つ１つ不織布に包まれたスプリングが独立して動き
体圧分散性に優れた、快適な寝心地をお届けします。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS       （幅85cm） ￥111,760

S　　　（幅97cm） ￥120,560

SD       （幅120cm） ￥142,560

D　　　（幅140cm） ￥164,560

WD      （幅152cm） ￥208,560

Q　　　（幅160cm） ￥234,960

K　　　（幅180cm） ￥263,560

※サイズについて長さ195cm
　本体の厚み25cm共通
※Qサイズ、Kサイズは2枚仕様も承ります。
※生成りキルト・ベージュキルトの場合、
　Q・Kサイズは2枚仕様のみとなります。

スプリング：
配列　　　平行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
ウレタン・
バージンフェルト(ハード時)

表地：
多針キルティング
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製品仕様

6.5インチポケットコイル　脚付きマットレスベッド

優れた耐圧分散性で身体により負担をかけにくくなっております。
表生地とウレタンの間に抗菌防臭防ダニ加工綿を使用しているため
衛生的にお使いいただけます。

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥162,700

SD       （幅120cm） ￥194,360

D　　　（幅140cm） ￥224,920

Q　　　（幅160cm） ￥279,920

※サイズについて長さ195cm
　本体の厚み28cm共通
※Qサイズは2本仕様も承ります。

スプリング：
配列　　　平行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
ウレタン・不織布

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）
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製品仕様

ピロートップ6.5インチポケットコイル
脚付マットレスベッド

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

S　　　（幅97cm） ￥258,440

SD       （幅120cm） ￥347,140

D　　　（幅140cm） ￥449,000

Q　　　（幅160cm） ￥591,580

※サイズについて長さ195cm
　本体の厚み32cm共通

スプリング：
配列　　　並行配列
線径　　　1.6mm
巻数　　　8巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
不織布・ウレタン
バージンフェルト（ハード時）
低反発ウレタンまたはラテックスフォーム
（ピロー部）

表地：
多針キルティング（抗菌防臭防ダニ加工）

従来のポケットコイルと比べコイルの直径が細く、コイル数も多いため
繊細に身体の凸凹に沿い包み込まれるような贅沢な寝心地をお届けします。

22



ダブルクッションベッド

ポケットコイル　ボトム・ キルティング生地タイプ　　・・・　P24

スマートタイプ(ヘッドボードレス)　　・・・　P25

HOTAKE　プレミアム　　・・・　P26

Contents

一流ホテルのような上質な寝心地をあなたへ。

下部のボトム部分にもスプリングを採用しているので
2重のクッション性がしっかり身体を支えます。
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製品仕様

ダブルクッションベッド　ポケットコイル
ボトム・キルティング生地タイプ 

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS       （幅85cm） ￥175,560

S　　　（幅97cm） ￥182,160

SD       （幅120cm） ￥219,560

D　　　（幅140cm） ￥248,160

WD      （幅152cm） ￥300,960

Q　　　（幅160cm） ￥325,600

K　　　（幅180cm） ￥373,560

※サイズについて長さ195cm
　マットレスの厚み20cm
　ボトム部厚み25cm共通
※Q、Kサイズは2枚仕様も承ります。
※生成りキルト・ベージュキルトの場合、
　Q・Kサイズは2本仕様のみとなります

スプリングマットレス(上部)：
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

ボトムベッド(下部)：
線径　　　2.1mm
巻数　　　5巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

詰め物：
ウレタン・バージンフェルト

表地：
多針キルティング(上部・下部)

ダブルクッション用ボトムベッドにもスプリング内臓の為
二重のクッションが体圧を吸収する造りになっています。
揺れの少ない安定した寝心地です。
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製品仕様

ダブルクッションベッド　
スマートタイプ(ヘッドボードレス)

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS       （幅85cm） ￥200,480

S　　　（幅97cm） ￥204,540

SD       （幅120cm） ￥265,660

D　　　（幅140cm） ￥294,180

※サイズについて長さ195cm
　マットレスの厚み20cm
　ボトム部厚み20cm共通

スプリングマットレス(上部)：
配列         並行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

ボトムベッド(下部)：
線径　　　2.5mm 85H
巻数　　　4巻
硬鋼線種　SWRH62B B種
本体材質　構造用合板(すのこ仕様) 

詰め物：
ウレタン・バージンフェルト

表地(上部・下部)：
多針キルティング(上部)、オックス生地(下部)

強い加重も吸収し、身体にフィットする優れた体圧分散性の
上部のマットレスはポケットコイルタイプです。
通常よりも下のボトムベッドが薄くスマートなタイプとなります。
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製品仕様

ダブルクッションベッドスマート
HOTAKE　プレミアム

サイズ
メーカー希望小売価格
　　　　　　　　　（税込）

SS       （幅85cm） ￥224,920

S　　　（幅97cm） ￥229,000

SD       （幅120cm） ￥286,040

D　　　（幅140cm） ￥336,960

※サイズについて長さ195cm
　マットレスの厚み20cm
　ボトム部厚み20cm共通

スプリングマットレス(上部)：
配列         並行配列
線径　　　1.9mm
巻数　　　6巻
硬鋼線種　SWRH67B C種

ボトムベッド(下部)：
線径　　　2.5mm 85H
巻数　　　4巻
硬鋼線種　SWRH62B B種
本体材質　構造用合板(すのこ仕様) 

詰め物(上部・下部)：
ウレタン・バージンフェルト

表地：
多針キルティング（マットレス）
プレミアムレザー生地(エッヂ・ヘッドボード)

マットレスは全4色、ボトムベッド・ヘッドボードはそれぞれ全9色の中か
らお好みやお部屋の雰囲気に合わせて自由に選べます。
その外観や性能からホテルなどでも使われたモデルです。
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有限会社　穂盛製作所

〒370-2106

群馬県高崎市吉井町矢田386番地

本カタログの金額表示は特に記載がない限り税抜き価格です。

また、送料は別途頂きます。

モニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なって見える場合がございます。

商品によって仕様が一部変更となる場合がございます。

商品のデザイン、色、仕様、価格等予告なく変更となる場合がございます。
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2022/08/09　改定
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