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2020年３月 13日 

各 位 

会 社 名  フランスベッドホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役会長兼社長    池 田  茂 

（コード番号：7840 東証第一部） 

問合せ先 経営企画グループ 経営企画室長 原田 正裕 

 （TEL 03-6741-5501） 

 

 

2020 年３月期株主優待制度詳細決定に関するお知らせ  

 

 

当社は、2020 年３月期（第 17 期）における株主優待制度の内容についての詳細に関しまして、下

記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．2020年３月期（第 17期）株主優待制度詳細について 

１．株主優待制度の目的 

当社は、株主の皆様からの日頃のご支援にお応えするとともに、今後ともより多くの株主の皆様に当社

事業へのご理解とご支援をいただき、当社の株式を長期保有していただけますように、より魅力的な株主

優待制度を実施いたします。 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象株主様 

  2020 年３月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された 200 株以上保有されている株主様また

は登録質権者の方。 

（２）株主優待の内容 

下表の通り、保有期間が１年未満の方には、Ａ)当社グループ製品を贈呈いたします。また、保有

期間が１年以上の方は、Ｂ)「株主優待専用サイトご利用券」、Ｃ)「自社グループ製品とのお引き換

え」、Ｄ)「慈善団体への寄付」の中から１つをお選びいただけます。 

保有株式数/保有期間 優待内容 

① 200株以上/ 

   １年未満 

Ａ）3,000円相当分の当社グループ製品贈呈（2020年 10月中旬発送予定） 

【英瑞】[育てるタオル®]feelプチフェイス＆フェイスタオルセット 

 ＜タオル見本＞ 
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② 200株以上/ 

１年以上５年未満 

Ｂ）自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで、「10,000円分

のご利用券」としてご利用いただけます。 

Ｃ）以下の自社グループ製品の中からいずれか１品をお選びいただけます。 

（各製品の概要については（３）優待品の特長等をご参照下さい。） 

①ぶるぶる抱きまくら「クロコちゃん」または「カモシーくん」＋横向き寝

枕スリープバンテージ１個のセット 

②感触のよい水鳥のフェザーを使用した枕とピロケースのセット「フェザー

ピロー＋ライン＆アースピロケース２枚のセット」 

③ふわふわのタオルに包まれたような、心地よい肌触り「らくピタ パイル

抗菌パッド」 

④おでかけをサポートする「光る杖ライトケイン（LC-01～LC-08）」 

⑤洗替用にも最適「３点パックスリープセット＋リフレスピロケースのセッ

ト」 

⑥オールシーズンご使用できるベッドパッド「Ｎウォッシャブルコットンベ

ッドパッド」 

⑦ショルダーフィット構造が肩のラインに優しくフィット「クイーンメモリ

ーピロー（専用カバー付）２個セット」 

⑧ツインマットレスのすき間にぴったりフィット「すき間スペーサー」 

⑨エアーでお好みの高さに調整可能な枕「サイレントナイトピローⅡ」 

⑩外でも家でも使える「マルチファンクション羽毛ケット」 

⑪ノルディックウォークで健康維持「アドバンスポールＮ」 

⑫傘と杖がひとつになった「傘なるステッキ ロングタイプ」 

⑬フレキシブルに高さの調整が可能「integraカスタマイザブルネックピロ

ー」 

⑭抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き枕「銀の匠」 

⑮三次元構造体くねくね抱き枕「クリンピー」 

⑯家具職人がつくる「Ｓ字ボックス」 

⑰家具職人がつくる「木製健康器」 

⑱家具職人がつくる「３段ラック」 

Ｄ）慈善団体への寄付 

株主優待を社会福祉施設への寄付（当社グループ製商品寄贈）としてご利 

用いただけます。 

優待券１枚を 10,000円分として換算し、集まった 

金額相当の当社グループ製商品を、日本赤十字社の 

社会福祉施設へ寄付いたします。 

 

③ 200株以上/ 

     ５年以上 

Ｂ）自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで、「15,000円分 

  のご利用券」としてご利用いただけます。 

 

Ｃ）上記⑤～⑱に加え、以下の自社グループ製品の中からいずれか１品をお 

選びいただけます。 

（各製品の概要については（３）優待品の特長等をご参照下さい。） 
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⑲５大悪臭の消臭ができ、ハウスダスト対策加工がされた枕「ボディテクト 

ピロー」 

⑳リクライニングベッドにぴったりフィットするベッドウェア「のびのびピ

ッタ３点（ベッドパッド・マットレスカバー・ピロケース）パック」 

㉑おでかけをサポートする「光る杖ライトケイン（LC-09・10）」 

㉒ぶるぶる抱きまくら「クロコちゃん」または「カモシーくん」＋横向き寝

枕スリープバンテージ２個のセット 

㉓かぶせるだけで、清潔・安心・節約「マットレスプロテクターＤＸ＋ピロ

ケースプロテクターＤＸ」のセット 

㉔家具職人がつくる「ライト付コーナーテーブル/ナイトテーブル」 

㉕家具職人がつくる「木のサイドテーブル」 

㉖感触のよい水鳥のフェザーを使用した枕とピロケースのセット「フェザー

ピロー２個＋ラインアースピロケース２枚のセット」 

㉗ふわふわのタオルに包まれたような、心地よい肌触り「らくピタパイル抗

菌パッド＋マットレスカバーのセット」 

Ｄ）慈善団体への寄付 

株主優待を社会福祉施設への寄付（当社グループ製商品寄贈）としてご利

用いただけます。 

優待券１枚を 15,000円分として換算し、集まった 

金額相当の当社グループ製商品を、日本赤十字社の 

社会福祉施設へ寄付いたします。 

注１）１年以上継続保有とは、同一株主番号で３月 31日現在の株主名簿に連続して２回以上 200株以上保

有していることが記載または記録されていることを条件といたします。 

 注２）５年以上継続保有とは、同一株主番号で３月 31日現在の株主名簿に連続して６回以上 200株以上保

有していることが記載または記録されていることを条件といたします。 

 注３）過年度から当社株式を保有いただいている株主様の継続保有期間は、遡って前記の方法により算出い

たします。 

 

（３）優待品の特長等 

特長／仕様等 画像 

①㉒ぶるぶる抱きまくら「クロコちゃん」または「カモシー

くん」＋安眠のための横向き寝枕「スリープバンテージ」

(※) 

 【特長】 

  （ぶるぶる抱きまくら） 

  ・背中の突起が振動します。 

  ・腰やふくらはぎ等体の気になる部分に当てて、ご使用

ください。 

・ビロードタッチの起毛ファブリックでソフトな肌触

ぶるぶる抱きまくら「クロコちゃん」 
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り。 

・強力消臭タグ「デオパワー®」付。 

・自動コースやバイブパターンがスイッチを押すことで

切り替わります。（７分で自動停止） 

・自動終了したら音でお知らせします。 

（スリープバンテージ） 

・快適な寝姿勢を得られる「横向き寝」を促進する枕で

す。 

・横向きに寝ることで開口することが減少し、呼吸が楽

になりいびきが軽減します。 

・頭・首・肩・背中をしっかりサポート。 

※①の場合は、スリープバンテージが１個になります。 

※㉒の場合は、スリープバンテージが２個になります。 

【サイズ】 

 （ぶるぶる抱きまくら） 

 ・クロコチャン：横 30×縦 70×高さ 16cm 

 

 ・カモシーくん：横 30×縦 70×高さ 16cm 

 （スリープバンテージ） 

 ・横 42×縦 55×高さ 13cm 

【素材】 

 （ぶるぶる抱きまくら） 

 ・組成：電源方式／単二形アルカリ乾電池２本（別売） 

 ・消費電力：1.5Ｗ 

 ・重量：630ｇ（電池除く） 

 ・側地：ポリエステル 90％、ポリウレタン 10％ 

 ・詰物：ポリエステル 100％ 

（スリープバンテージ） 

 ・枕本体の側地：ポリエステル 100％ 

 ・枕本体の詰物：ポリエステル 100％（本体） 

 ・カバー：ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％（ニ

ット） 

 

  

  

 

(注)ぶるぶる抱きまくらの種類およびスリープバ

ンテージの色を選択いただくことはできません。 

 

②㉖感触のよい水鳥のフェザーを使用した枕とピロケースの

セット「フェザーピロー＋ライン＆アースピロケース」(※) 

【特長】 

・枕の詰物にはフェザーを使用。吸湿発散性に優れ、

湿気と熱がこもらず快適に眠れます。 

・ピロケースはやわらかい肌触りに、ストライプデザイ

ンのシンプルなカバーです。 

・ピロケースは３色（ホワイト・グレー・ラベンダー）

の中から２枚セットされます。 

 

 

 

 

 

スリープバンテージ 

ぶるぶる抱きまくら 

＜ご使用例①＞ 

＋ 

ぶるぶる抱きまくら「カモシーくん」 

ぶるぶる抱きまくら 

＜ご使用例②＞ 
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・交換の際、ピロケースの色を選択いただくことはで

きません。 

※②の場合は、ピロー１個およびピロケース２枚のセッ

トになります。 

※㉖の場合は、ピロー２個およびピロケース２枚のセッ

トになります。 

 

【サイズ】 

 ・枕（シングルサイズ）：横 70×縦 50㎝ 

【素 材】 

 （フェザーピロー） 

 ・詰物：フェザー100％ ・側地：綿 100％ 

（ピロケース） 

・素材：綿 100％（ドビー織り） 

 

 

③㉗ふわふわのタオルに包まれたような、心地よい肌触り「ら

くピタ パイル抗菌パッド」(※) 

【特長】 

・防滑性素材東レ「ミルコット®」を使用。 

 置くだけでズレにくく、楽々ベッドメーキングができ

ます。 

・タオルのような敷きパッドなので、季節を問わずお使

いいただけます。 

・ふわふわで気持ちいい肌触りなので、直接肌に当てて

お使いいただけます。 

・高い忌避効果を発揮し、ダニをよせつきにくくします。 

・細菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 

※③の場合は、抗菌パッドのみとなります。 

※㉗の場合は、抗菌パッドと同じサイズのマットレス 

カバーが１枚付きます。 

【サイズ】 

 ・シングル：幅 97×長さ 195cm 

 ・セミダブル：幅 122×長さ 195cm 

 ・ダブル：幅 140×長さ 195cm 

【素材】 

 （パッド） 

 ・詰物：ポリエステル 100％ 

 ・側地：表地：ポリエステル 60％、綿 40％ 

     裏中地：ポリエステル 100％（不織布） 

     裏地：ポリエステル 60％、ポリウレタン 40％

（防滑生地） 

 

 

 

 

 

ピロケース 

フェザーピロー 

らくピタ パイル抗菌パッド 

マットレスカバー表面（ベージュ） 

＋ 
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 （マットレスカバー） 

 ・素材：綿 100％（抗菌防臭加工） 

 ・カラー：ベージュ 

 ・マット厚 30㎝まで対応 

④おでかけをサポートする「光る杖ライトケイン伸縮タイプ」 

   【特長】 

   ・杖の先にライトが内蔵されていて、夜道でも安心し

ておでかけできます。 

   ・７段階で長さの調節が可能です。 

  【サイズ】 

   ・LC-01～05：全長約 75～90cm（７段階調節） 

    LC-06～08：全長約 71～86cm（７段階調節） 

   ・シャフト径：22㎜ 

   ・先ゴム内径：19㎜ 

  【材質】 

 ・シャフト：アルミニウム 

・グリップ：LC-01、04、05 木材 

LC-02、03、06～08 樹脂 

・足元ライト：ＬＥＤ ・杖 先 ゴ ム：天然ゴム 

【重量】 

   ・LC-01 約 370ｇ、LC-02、05 約 375ｇ、 

LC-03 約 380ｇ、LC-04、06 約 360ｇ、 

LC-07、08 約 390ｇ 

【電 源】 

   ・リチウムイオン充電池 

・動作時間：約８時間 

・充電時間：約３時間 

 

 

 

⑤洗替用に最適「３点パックスリープセット＋リフレスピロ

ケース」 

  【特長】 

   （３点パックスリープセット） 

   ・ベッドパッドとマットレスカバー２枚のセット 

   ・ベッドパッドの側生地は抗菌防臭加工が施され、菌

の増殖を抑え、清潔にご使用いただけます。 

   ・ベッドパッド 4角すべり止めゴム付き 

   ・マットレスカバーは吸湿性に優れ心地よい肌触りの

ターキッシュコットンを 100％使用しました。 

   （リフレスピロケース） 

   ・潤い繊維リフレス®は植物由来の環境にもやさしい繊

維。お肌もよろこぶしなやかな風合いが、毎日心地

よい眠りへと誘います。 

   ・ピローが入れやすく、なめらかな肌ざわりのニット

 

 

LC-05 LC-06 

３点パックスリープセット 

リフレスピロケース 

＜装着時＞ 

※枕は付属しておりません 

＜折り畳み時＞ 

＋ 
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生地です。 

  ※サイズはシングルサイズのみとなります。 

  【サイズ】 

   （３点パックスリープセット） 

   ・ベッドパッド[シングル]：97×195㎝ 

   ・マットレスカバー[シングル]：97×195×35㎝（マッ

ト厚 30㎝まで対応） 

   （リフレスピロケース） 

   ・横 70×縦 50㎝用 

  【素材】 

   （３点パックスリープセット） 

   ・ベッドパッド：[詰物]ポリエステル 100％ 

[側地]綿 60％、ポリエステル 40％ 

   ・マットレスカバー：綿 100％ 

   ・カラー：ホワイト 

   （リフレスピロケース） 

   ・素材：綿 35％、レーヨン 35％、ポリエステル 30％ 

   ・カラー：ブルー 

⑥オールシーズンご使用できるベッドパッド 

「Ｎウォッシャブルコットンベッドパッド」  

【特 長】 

 ・天然の綿使用の吸湿性と肌触りの良い 

オールシーズンタイプ。 

・湿気を吸収して空気をたっぷり含み冬は暖かく、夏は

爽やかにおやすみいただけます。 

・４角すべり止めゴム付。 

・洗濯ネット付。 

・シングル、セミダブル、ダブルの３つのサイズの中か

ら１点をお選びいただけます。 

【サイズ】 

・シングル ：幅 97×長さ 195㎝ 

・セミダブル ：幅 122×長さ 195㎝ 

・ダブル  ：幅 140×長さ 195㎝ 

【素 材】 

■詰物・側地  

・綿100％  

 

 

 

 

 

 

＜ベッドパッド折り畳み時＞ 
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⑦クイーンメモリーピロー（専用カバー付）×２個セット 

 【特長】 

  ・優しく包み込む低反発枕 

  ・ショルダーフィット構造が、肩のラインに優しくフィ

ットし抜群の通気性で朝まで睡眠をサポートします。 

 【サイズ】 

  ・横 60×縦 40×高さ 14㎝ 

 【素材】 

  ・側地：ポリエステル 100％ 

  ・詰物：低反発ウレタンシート 7㎜、低反発ウレタンチ 

ップ 

  ・重量：1.05㎏ 

 （専用カバー） 

  ・カラー：ホワイト 

  ・素 材：ポリエステル 100％ 

 

⑧ツインマットレスのすき間にぴったりフィット「すき間ス

ペーサー」 

 【特 長】 

 ・コンパクトな 3分割のウレタンフォームで、収納にも 

便利。 

 ・専用カバー付きで清潔、ずれにくい。 

 ・ツインベッドの２枚のマットレスが「すき間スペーサー」     

をすき間に設置することにより、１枚の大きなマットレ

スの様になります。 

 【サイズ】 

   幅 20×長さ 165㎝ 

（分割後：幅 20×長さ 60㎝/2本、20×55㎝/1本） 

 【素 材】 

   ウレタンフォーム 100％ 

   カバー：ポリエステル 100％ 

 ※カラーはパープル１色のみとなります。 

 

 

 

⑨エアーでお好みの高さに調整可能な枕「サイレントナイト

ピローⅡ」 

 【特 長】 

  ・いびき博士監修横向き寝専用枕です。 

  ・横向きに寝ることで開口することが減少し、呼吸が楽

になりいびきが軽減します。 

・寝たままの姿勢で、エアーによりご自身の肩幅にぴっ

たりの高さに調節することが可能です。 

 

 

クイーンメモリーピロー 

すき間スペーサー パープル 

＜ご使用例＞※画像はアイボリー 

サイレントナイトピローⅡ 



- 9 - 

  ・左右どちらのバルブも片手で簡単に操作することが 

   できます。 

  ・ハード面（パイプ）とソフト面（ポリエステル綿）の

両面仕様のインナークッション内蔵 

 

【サイズ】 

  ・横 58×縦 30×高さ 15㎝ 

 【素 材】 

  ・専用カバー：綿 100％ 

  ・インナークッション 

    [側地]綿 100％ 

[詰物]表面：PEストローパイプ（ハード面） 

       裏面：ポリエステル綿（ソフト面） 

  ・エアークッション 

    [側地]ＰＶＣ 

    [詰物]ウレタンフォーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 外でも家でも使える「マルチファンクション羽毛ケット」 

【特 長】 

・足先の後ろ側でボタンを留めて、足をすっぽりと覆う 

ことができ、暖かな羽毛ケットとしてお使い頂けます。 

・ひざ掛けとしてもお使い頂き、おくつろぎ頂けます。 

  【サイズ】幅 93×長さ 92㎝ 

  【素 材】・詰め物：ダウン 90％、フェザー10％ 

      ・表 地：綿 100％ 

      ・裏 地：ポリエステル 100％ 

  【重量(充填量)】32ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご使用例＞ 

マルチファンクション羽毛ケット 

＜ご使用例＞ 

＜横から見た構造＞ 



- 10 - 

⑪ノルディックウォークで健康維持「アドバンスポールＮ」 

 【特 長】 

・運動不足解消を目指す方から足腰に不安がある方、

体力に自信のない方まで、それぞれの体力や運動目

的に合わせた無理のないウォーキングをサポートし

ます。 

・２本のポールを使って両足と４点で身体を支えるた

め、バランスが取りやすく転倒を予防する事ができ

ます。 

   ・膝や腰への負担（衝撃）も軽減されます。 

 【サイズ】 

   全長 90～120㎝（無段階） 

 【重 量】400g/組 

 【材 質】 

  シャフト/アルミグリップ/樹脂ストラップ/ 

  ポリエステル石突き/樹脂、アルミ、タングステン ラバ

ーチップ／ＳＢＲ 

 

 

⑫ 傘と杖がひとつになった「傘なるステッキ ロングタイプ」 

 【特 長】 

  傘と杖がひとつになりました。 

  傘の支柱に杖を内蔵しており、雨の日は杖を取り出して 

  傘を同時に使うことができます。 

 【サイズ】 

   全長 81～89㎝（5段階） 

  [内蔵杖高さ]全長 79～87㎝（5段階） 

  ［傘の大きさ（広げた状態）］93㎝（55㎝傘） 

 【重量】560g（傘部/330g、杖部/230g） 

 【梱包重量】800g 

 【材 質】 

  アルミ、スチール、樹脂、ポリエステル 

 【付属品】 

  傘外袋 2種（ギンガムチェック・ウィンドゥペン） 

  

        

 

AD-03 シルバー 

AD-04 ブラック 

ウインドウペン ギンガムチェック 

＜ご使用例＞ 

※第 16期交換品の「アドバンスポール」とは仕様が異なります。 

※交換用の専用ラバーチップは付属しておりません。 

※第 16期交換品の「傘なるステッキ」とは仕様が異なります。 

※対応身長の目安：158cm～174cm 
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⑬フレキシブルに高さの調整が可能「integraカスタマイザブ

ルネックピロー」 

  【特 長】 

・丸洗いができます。 

・２つの異なる硬さと３つの選べる高さから、寝姿勢と 

首の形状に合うパターンを作ることができます。 

・ピロケースに入った状態でお届けします。 

・横幅は大きめ 74㎝ 

 【サイズ】 

横 74×縦 40×高さ 10/11.4/12.6㎝ 

  【素 材】 

   [枕本体]インテグラ ヴィスコポア（低反発フォーム） 

   [枕カバー]ポリエステル 100％ 

  【重 量】2.0㎏（梱包材込） 

 

 

 

⑭抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き枕「銀の匠」 

 【特 長】 

  ・快眠3層構造 

    [上部]高反発ウレタン 特殊なカッティングにより 

       通気性に優れ、自然なフィット感を追求 

    [中央部]炭入り低反発ウレタンで頭部の圧力を分散 

    [下部]高反発ウレタン スリットのカッティングを 

       することで蒸れ感を抑える 

  ・横寝対応ワイド70㎝サイズ 

  ・抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き 

   銀イオン効果 ①抗菌防臭②防ダニ③防カビ④消臭 

⑤抗菌 

  ・枕カバーのみ洗濯ネットを使用してお洗濯が可能です。

本体ウレタンフォームの洗濯および乾燥機のご使用は

お避け下さい。 

 【サイズ】横70×縦38×高さ8/10 ㎝ 

 【素 材】 

   [枕本体]ウレタンフォーム 100％ 

   [枕カバー]ポリエステル 100％ 

 【重 量】2.4㎏（梱包材込） 

  

 

 

 

 

＜枕本体＞ 

＜専用ピロケース装着時＞ 

「銀の匠」枕本体 

（銀イオンカバー装着時） 

「銀の匠」枕内部構造 
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⑮三次元構造体くねくね抱き枕「クリンピー」 

 【特 長】 

  ・三次元構造体 抱きかかえやすい円筒状で中芯に 

   くねくねと曲がる素材が入っています。自由自在に動

くので、用途に合ったお好みの形にアレンジ可能な抱

き枕。 

  ・抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き 

   銀イオン効果 ①抗菌防臭②防ダニ③防カビ④消臭 

          ⑤抗菌 

・枕カバーのみ洗濯ネットを使用してお洗濯が可能です。

本体ウレタンフォームの洗濯および乾燥機のご使用は

お避け下さい。 

 【サイズ】長さ約 100×直径 16㎝ 

 【素 材】 

  [枕カバー]ポリエステル 100％ 

[中袋]ポリエステル 100％ 

[中芯]ポリプロピレン（PP）100％ 

  [本体]ウレタンウォーム 100％ 

 【重 量】2.0㎏（梱包材込） 

 

 

 

 

⑯家具職人がつくる「Ｓ字ボックス」 

 【特 長】 

・見せる収納に最適で、シンプルでスタイリッシュなデ

ザインが、お部屋のオシャレ度をアップしてくれます。 

・背面のないオープンタイプで開放的です。 

  ・左右の向き、横置き、縦置きの変更が可能です。お好 

みに合わせて置き方を変えられます。 

  ・A4ファイルが収納できます 

【サイズ】横 42.5×縦 71×奥行 22㎝ 

【素 材】パーチクルボード MDF化粧繊維板 

【重 量】約 8㎏ 

【カラー】ウオールナット 

 

⑰家具職人がつくる「木製健康器」 

 【特 長】 

・いつでもどこでも疲れた時、リラックスしたい時に  

疲れた箇所を押し当ててコロコロ転がす木製マッサ

ージ器です。 

   ・床に置いて、足裏マッサージにもご使用いただけま

す。 

 

くねくね抱き枕「クリンピー」 

＜ご使用例＞ 

家具職人がつくる「Ｓ字ボックス」 

家具職人がつくる「木製健康器」 
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 【サイズ】 

  本 体：横 36×縦 6×奥行 6㎝ 

  台含む：横 36×縦 7.7×奥行 6.5㎝ 

 【素 材】ビーチ材   【塗 装】自然塗料 

【重 量】        【カラー】ナチュラル 

 本体：約 300g 

 本体＋台：約 500g 

 

⑱家具職人がつくる「３段ラック」 

 【特 長】 

  ・ウオールナットとグレー調でヴィンテージ風な   

デザイン。 

  ・棚板部は抗菌仕様化粧板。 

  ・底部には、ぐらつき防止のアジャスター付き。 

  ・背面のフレームが置き物の落下を防ぎます。 

 【サイズ】横 63×縦 86×奥行 35㎝ 

【素 材】MDF化粧繊維板   【塗 装】塗装なし 

【重 量】約 8.7㎏     【カラー】ウオールナット 

グレー 

 

 

⑲５大悪臭の消臭ができるハウスダスト対策加工がされた枕

「ボディテクト ピロー」 

【特 長】 

 ・ハウスダスト対策加工＋5大悪臭消臭「アレルα＋5」 

 ・適度な弾力性と耐久性を兼ね備え、空気を編んだような 

  独自の立体構造と、頚椎の広い範囲をやさしくしっかり

支えるテール形状により、寝返りのしやすさを実現しま

した。 

 ・ニットの側生地と芯材のブリーズレイの相性がソフトな

タッチを生み出し、吸汗速乾性によりいつでもさらっと

した風合いです。 

 ・芯材のブリーズレイと側カバーは別々に取り外せてお洗

濯ができるので、いつでも清潔です。 

【サイズ】 

・横 56×縦 43㎝ 

【素 材】 

 ・がわカバー 

  [表層キルト部] 

  ・表地：ポリエステル 100％（吸汗速乾ニット生地） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具職人がつくる「３段ラック」 

※この交換品は組み立て式です。 

（組み立てにはプラスドライバーが必要です） 

ボディテクト ピロー 

芯材：ブリーズレイ 

芯材：ブリーズレイ 
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  ・中わた：レーヨン 60％、ポリエステル 40％ 

     （アレルα＋5：ハウスダスト対策加工、消臭加工） 

  ・裏地：ポリエステル 65％、綿 35％ 

  [裏地・側面]：ポリエステル 100％（メッシュ地） 

 ・芯材：ポリエチレン 100％（ブリーズレイ） 

 

⑳リクライニングベッドにぴったりフィットするベッドウェ

ア「のびのびピッタ３点（ベッドパッド・マットレスカバ

ー・ピロケース）パック」 

 【パック内容】 

  ・ポリエステルベッドパッド×１枚 

  ・マットレスカバー×１枚 

  ・ピロケース×１枚 

 【特 長】 

  [マットレスカバー] 

  ・伸縮性のある生地を使用している為、様々な厚みの 

マットレスにフィットいたします。 

（35㎝厚まで対応可能） 

  ・マットレスカバーは、ロングサイズのマットレスにも

フィットいたします。 

   （210㎝の長さまで対応可能） 

  [ピロケース] 

  ・シワになりにくくアイロン不要で、お手入れが簡単 

です。 

  ・ピローが落ちにくいズレ防止布（プレート入）付き。

マットレスの下に挟み込んでご使用ください。 

 【サイズ】 

  [ベッドパッド] 

   シングル（S）：幅 97×長さ 195㎝ 

   セミダブル（M）：幅 122×長さ 195㎝ 

  [マットレスカバー] 

   シングル（S）：幅 97×長さ 195～210㎝ 

   セミダブル（M）：幅 122×長さ 195～210㎝ 

  [ピロケース] 

   シングル（S）：横 63×縦 43㎝～横 70×縦 50㎝ 

  ※ピロケースはシングルサイズのみとなります。 

【素 材】 

 [ベッドパッド] 

  詰物・側地：ポリエステル 100％ 

  ※4角スベリ止めゴム付き 

[マットレスカバー] 

 綿 60％、ポリエステル 40％ 

 

 

 

 

 

 

のびのびピッタ３点パック 

＜３点パック装着例①＞ 

※マットレス・枕は付属しておりません。 

＜３点パック装着例②＞ 
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（抗菌防臭加工・ニット生地） 

[ピロケース] 

 綿 60％、ポリエステル 40％（抗菌防臭加工、ニット生

地） 

【カラー】 

ベージュ 

㉑おでかけをサポートする「光る杖ライトケイン LC-09、

LC-10」 

 *カーボンファイバー製 

 【特 長】 

  ・カーボンファイバーだから、軽くて丈夫。 

・杖の先にライトが内蔵されていて、夜道でも安心して 

おでかけできます。 

  ・７段階で長さの調節が可能です。 

【サイズ】全長約 78～93㎝（7段階調整） 

【材 質】 

  持ち手/木材、支柱・伸縮パイプ/カーボンファイバー、 

  足元ライト/ポリカーボネート・LED、枝先ゴム/天然ゴム 

 【重 量】320g 

 【電 源】 

・リチウムイオン電池 

・動作時間/約 8時間 

・充電時間/約 3時間 

 

  

㉓かぶせるだけで、清潔・安心・節約「マットレスプロテク

ターＤＸ＋ピロケースプロテクターＤＸ」のセット 

 *Ｓ・Ｍサイズはシーツ２枚とピロケース１枚のセットとな

ります。 

 *Ｄ・ＷＤサイズはシーツ２枚とピロケース２枚のセットと

なります。 

【特 長】 

 ・マットレスおよび、枕に被せることで長持ちさせる 

  ことができる優れもの。 

① 防 水 性：防水性のためマットレス・枕を汚す心配  

がなく安心です。 

② 防ダニ性：表側からはダニを通さず、衛生的な睡眠 

       環境を保ちます。 

③ 透 湿 性：水やダニは通しませんが、透湿性があるの 

でムレ感が少なく快適に眠れます。 

④ 節 約：自宅の洗濯機で洗え、乾燥機もＯＫ(60℃)。 

 

 

 

LC-09 LC-10 

マットレスプロテクターＤＸ（装着時） 

マットレスプロテクターＤＸ（非装着時） 
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⑤ 厚 み：マチ幅 35 ㎝仕様なので、厚めのマットレ 

     スにも対応可能。 

 【サイズ】 

  [ピロケースプロテクター プレミアムＤＸ] 43×63㎝ 

  [マットレスプロテクター プレミアムＤＸ] 

  ・Ｓ（シングル）：97×195×35㎝ 

  ・Ｍ（セミダブル）：122×195×35㎝ 

  ・Ｄ（ダブル）：140×195×35㎝ 

  ・ＷＤ（ワイドダブル）：154×195×35㎝ 

 【素 材】 

  表面：[毛羽部]綿 100％ パイルゲージ 2㎜ 

     [地糸部]ポリエステル 100％ 

  側面：ポリエステル 100％ 

 【重 量】 

  ・Ｓ（シングル）：2.2㎏ 梱包材込  

シーツ２枚とピロケース１枚の合計 

  ・Ｍ（セミダブル）：2.5 ㎏ 梱包材込 

           シーツ２枚とピロケース１枚の合計 

  ・Ｄ（ダブル）：2.7㎏ 梱包材込 

           シーツ２枚とピロケース２枚の合計 

  ・ＷＤ（ワイドダブル）：2.8㎏ 梱包材込 

           シーツ２枚とピロケース２枚の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉔家具職人がつくる「ライト付きコーナーテーブル/ナイトテ

ーブル」 

 【特 長】 

  ・ライト付きですので読書や、ちょっとした机や棚とし

て使うことができます。 

  ・前面のオープンスペースは、Ａ４ファイルを立てて収

納できます。 

 【セット内容】テーブル本体×１ 

       （付属品：笠×１、白熱球 40Ｗ×1、ナツメ球 

５Ｗ×１、アーム×1） 

 【サイズ】横 39.5㎝×縦 48.5㎝×奥行 29㎝ 

      （ライト取付時縦：95.5㎝） 

 【素 材】パーチクルボード ＭＤＦ化粧繊維板 

 【重 量】10㎏ 

 

 

家具職人がつくる「ライト付きコーナー

テーブル/ナイトテーブル」 

マットレスプロテクターＤＸ（表面） 

パッケージ見本 
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※家具職人がつくるシリーズは、すべて「Ｆ☆☆☆☆（Ｆフォースター）」仕様です。Ｆ☆☆☆☆（F フォースター）とは JIS 工場で生産さ

れる JIS 製品に表示することが義務づけられているホルムアルデヒド等級の最上位規格を示すマークで、ホルムアルデヒドの放散が低い

ことを表しています。 

 

３．実施開始時期及び有効期間 

2020年３月 31日の最終の株主名簿に記載または記録された 200株以上かつ１年以上保有されている株

主様または登録質権者の方を対象に、第 17 期定時株主総会終了後、株主優待通知書を発送いたします。

（保有期間が１年未満の株主様または登録質権者の方には、2020年 10月中旬を目途に 3,000円相当分の

当社グループ製品をご登録住所地にお届け予定です。） 

株主優待のお申込み受付ならびにご利用期限は、2021年３月 31日までといたします（今期の株主優待

から年度繰越をすることはできません。「直営店舗ご利用券」及び「株主優待専用サイトご利用券」のご

利用期限は、すべて 2021年３月 31日までとなりますのでご留意ください。）。 

また「株主優待専用サイトご利用券」につきましては、発行年度の異なるものを合算してご利用いただ

くことが可能ですが、同一株主番号のご利用券に限らせていただきます。 

 

 

 

以 上 

㉕家具職人がつくる「木のサイドテーブル」 

 【特 長】 

  ・スタイリッシュなデザイン 

  ・ソファーのサイドやベッドのナイトテーブルとしても 

   ご使用いただけます。 

  ・小引き出し・リモコン置き装備 

【サイズ】横 30㎝×縦 58 ㎝×奥行 44㎝ 

【素 材】MDF化粧繊維板 

【重 量】約 6㎏ 

【カラー】ダークオーク 

 

 

 

 

 

 

 

家具職人がつくる「木のサイドテーブル」 

＜ご使用例＞ 
※ソファは付属しておりません。 

※第 14期交換品の「木のサイドテーブル」とは仕様が異なります。 


