
Ｗ Ｌ Ｈ
使用数

本体 ソフトフォーム

シングルシングルシングルシングル 97 196 21 3 \34,000＋税 \2,800＋税 \42,000＋税 \6,000＋税 \241,700＋税\241,700＋税\241,700＋税\241,700＋税 \207,000＋税\207,000＋税\207,000＋税\207,000＋税

セミセミセミセミ

ダブルダブルダブルダブル

120 196 21 3 \39,000＋税 \5,700＋税 \46,000＋税 \7,000＋税 \311,900＋税\311,900＋税\311,900＋税\311,900＋税 \257,000＋税\257,000＋税\257,000＋税\257,000＋税

ダブルダブルダブルダブル 140 196 21 6 \44,000＋税 \5,700＋税 \50,000＋税 \10,000＋税 \366,500＋税\366,500＋税\366,500＋税\366,500＋税 \317,000＋税\317,000＋税\317,000＋税\317,000＋税

クィーンクィーンクィーンクィーン 153 196 21 6 \49,000＋税 \5,700＋税 \54,000＋税 \11,000＋税 \433,500＋税\433,500＋税\433,500＋税\433,500＋税 \367,000＋税\367,000＋税\367,000＋税\367,000＋税

Ｗ Ｌ Ｈ
使用数

本体 ソフトフォーム

セミセミセミセミ

シングルシングルシングルシングル

83 196 15 3 \21,900＋税 \2,800＋税 \29,000＋税 \6,000＋税 \216,600＋税\216,600＋税\216,600＋税\216,600＋税 \183,000＋税\183,000＋税\183,000＋税\183,000＋税

シングルシングルシングルシングル 97 196 15 3 \21,900＋税 \2,800＋税 \29,000＋税 \6,000＋税 \216,600＋税\216,600＋税\216,600＋税\216,600＋税 \183,000＋税\183,000＋税\183,000＋税\183,000＋税

セミセミセミセミ

ダブルダブルダブルダブル

120 196 15 3 \24,700＋税 \5,700＋税 \32,000＋税 \7,000＋税 \283,600＋税\283,600＋税\283,600＋税\283,600＋税 \231,000＋税\231,000＋税\231,000＋税\231,000＋税

ダブルダブルダブルダブル 140 196 15 6 \27,600＋税 \5,700＋税 \35,000＋税 \10,000＋税 \335,100＋税\335,100＋税\335,100＋税\335,100＋税 \289,000＋税\289,000＋税\289,000＋税\289,000＋税

クィーンクィーンクィーンクィーン 153 196 15 6 \32,300＋税 \5,700＋税 \38,000＋税 \11,000＋税 \400,800＋税\400,800＋税\400,800＋税\400,800＋税 \338,000＋税\338,000＋税\338,000＋税\338,000＋税

Ｗ Ｌ Ｈ 使用数 本体 ソフトフォーム

シングルシングルシングルシングル 97 196 21 3 \34,000＋税 \6,000＋税 \42,000＋税 \6,000＋税 \186,400＋税\186,400＋税\186,400＋税\186,400＋税 \156,000＋税\156,000＋税\156,000＋税\156,000＋税

セミセミセミセミ

ダブルダブルダブルダブル

120 196 21 3 \39,000＋税 \12,000＋税 \46,000＋税 \7,000＋税 \235,400＋税\235,400＋税\235,400＋税\235,400＋税 \192,000＋税\192,000＋税\192,000＋税\192,000＋税

ダブルダブルダブルダブル 140 196 21 6 \44,000＋税 \12,000＋税 \50,000＋税 \10,000＋税 \284,000＋税\284,000＋税\284,000＋税\284,000＋税 \233,000＋税\233,000＋税\233,000＋税\233,000＋税

クィーンクィーンクィーンクィーン 153 196 21 6 \49,000＋税 \12,000＋税 \54,000＋税 \11,000＋税 \322,800＋税\322,800＋税\322,800＋税\322,800＋税 \255,000＋税\255,000＋税\255,000＋税\255,000＋税

Ｗ Ｌ Ｈ 使用数 本体 ソフトフォーム

セミセミセミセミ

シングルシングルシングルシングル

83 196 15 3 \21,900＋税 \6,000＋税 \29,000＋税 \6,000＋税 \161,300＋税\161,300＋税\161,300＋税\161,300＋税 \132,000＋税\132,000＋税\132,000＋税\132,000＋税

シングルシングルシングルシングル 97 196 15 3 \21,900＋税 \6,000＋税 \29,000＋税 \6,000＋税 \161,300＋税\161,300＋税\161,300＋税\161,300＋税 \132,000＋税\132,000＋税\132,000＋税\132,000＋税

セミセミセミセミ

ダブルダブルダブルダブル

120 196 15 3 \24,700＋税 \12,000＋税 \32,000＋税 \7,000＋税 \207,100＋税\207,100＋税\207,100＋税\207,100＋税 \163,000＋税\163,000＋税\163,000＋税\163,000＋税

ダブルダブルダブルダブル 140 196 15 6 \27,600＋税 \12,000＋税 \35,000＋税 \10,000＋税 \252,600＋税\252,600＋税\252,600＋税\252,600＋税 \205,000＋税\205,000＋税\205,000＋税\205,000＋税

クィーンクィーンクィーンクィーン 153 196 15 6 \32,300＋税 \12,000＋税 \38,000＋税 \11,000＋税 \290,100＋税\290,100＋税\290,100＋税\290,100＋税 \226,000＋税\226,000＋税\226,000＋税\226,000＋税

2015年4月

\32,800＋税

単品パーツ単品パーツ単品パーツ単品パーツ

での合計価格での合計価格での合計価格での合計価格

エクシードＨ150エクシードＨ150エクシードＨ150エクシードＨ150

52,300＋税

71,400＋税

42,800＋税

スーパー３D

ニットカバー

体動温度

調整パッド

単品パーツ単品パーツ単品パーツ単品パーツ

での合計価格での合計価格での合計価格での合計価格

\32,800＋税

\43,800＋税

\28,000＋税

\32,800＋税

寸法（ｃｍ）

２LAYER H210２LAYER H210２LAYER H210２LAYER H210

単価

キャビィティー（ウレタン枠）

単品パーツ単品パーツ単品パーツ単品パーツ

での合計価格での合計価格での合計価格での合計価格

         ジェルトロンマットレス・パーツ別販売価格表

42,800＋税

52,300＋税

２LAYER H150２LAYER H150２LAYER H150２LAYER H150

セット価格セット価格セット価格セット価格

単価

52,300＋税

71,400＋税

寸法（ｃｍ） ジェルセグメント

ジェルセグメント

単価

セット価格セット価格セット価格セット価格

寸法（ｃｍ） ジェルセグメント

52,300＋税

単品パーツ単品パーツ単品パーツ単品パーツ

での合計価格での合計価格での合計価格での合計価格

52,300＋税

スーパー3D

ニットカバー

体動温度

調整パッド

体動温度

調整パッド

キャビィティー（ウレタン枠）

セット価格セット価格セット価格セット価格

\32,800＋税

キャビィティー（ウレタン枠）

スーパー3D

ニットカバー

体動温度

調整パッド

セット価格セット価格セット価格セット価格

単価

キャビィティー（ウレタン枠）

スーパー３D

ニットカバー

\43,800＋税

エクシードＨ210エクシードＨ210エクシードＨ210エクシードＨ210

寸法（ｃｍ） ジェルセグメント

\28,000＋税

\32,800＋税


