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風合いのなめらかさがカシミヤ毛布の極み
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風合いのなめらかさがカシミヤ毛布の極み

最高ランクの希少なホワイトカシミヤ

ホワイトカシミヤ毛布（毛羽部分）

WCAS60001 シングル

本体価格 ￥330,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇よこ糸（毛羽部分）：カシミヤ100％
たて糸：綿100％
◇片面ポリシャー仕上
◇ヘムレス（額縫製）
◇ベージュ
◇日本製

カシミヤ毛布（毛羽部分）

カシミヤ毛布（毛羽部分）

CASH70806 シングル

本体価格 ￥88,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.2kg
◇よこ糸（毛羽部分）：カシミヤ100％
たて糸：綿100％
◇両面毛刈加工
◇トリコットヘム

CASH71206 ダブル

◇約180×210cm

100％カシミヤで織り上げた毛布。
重厚な濃色と軽やかな淡色リバーシブル。

CAMEL

リバーシブル カシミヤ毛布

CASH80004 シングル

本体価格 ￥165,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.6kg
◇カシミヤ100％
◇片面ポリシャー仕上
◇ヘムレス（額縫製）
◇ベージュ×ブラウン
◇日本製

CASH80001 シングル

◇ブラウン

本体価格

◇約1.6kg

◇日本製

本体価格 ￥77,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.2kg
◇よこ糸（毛羽部分）：カシミヤ100％
たて糸：ポリエステル100％
◇トリコットヘム
◇ブラウン
◇日本製

￥132,000（税込）

フェルト化しにくい弾力性と保温性

ALPACA

軽さとヌメリのある柔らかさ

ロング＆ワイドサイズ

カシミヤ毛布（毛羽部分）

CASH51041 シングル

本体価格 ￥132,000（税込）
◇約150×210cm
◇約1.6kg
◇よこ糸（毛羽部分）：カシミヤ100％
たて糸：ポリエステル100％
◇両面ポリシャー仕上
◇スエードヘム
◇ブラウン
◇日本製

毛足の流れが空気の層をつくります。
ふわっとしたタッチでやわらか〜く、あたたか〜い。

キャメル毛布（毛羽部分）

CAML00808 シングル

本体価格 ￥38,500(税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇よこ糸（毛羽部分）：キャメル100％
たて糸：ポリエステル100％
◇両面毛刈加工
◇サンパイネヘム
◇ベージュ
◇日本製

アルパカ毛布（毛羽部分）

ALPA73010 シングル

本体価格 ￥33,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.5kg
◇よこ糸（毛羽部分）：アルパカ100％
たて糸：綿100％
◇シャーリングヘム
◇ベージュ
◇日本製

W OOL

SILK

-4豊な吸放湿力・保温力で天然のエアコントローラー

-5艶やかな光沢、ラグジュアリーな肌ざわり
ピリングや毛抜けの少ないシール織。

ラムウール毛布（毛羽部分）
LAMB50001T シングル

ベッド用 ウール毛布（毛羽部分）

ラムウールは細くて

本体価格 ￥27,500（税込）
やわらかな子羊の毛。
◇約140×200cm
◇約1.3kg
よこ糸に100％使用しました。
◇よこ糸（毛羽部分）：ウール100％
たて糸：ポリエステル100％
◇表面：ポリシャー仕上 裏面：毛刈加工
◇シャギーヘム
◇ベージュ
◇日本製

4268 シングルベッド用

本体価格 ￥33,000（税込）
◇約180×230cm
◇約2.6kg
◇よこ糸（毛羽部分）：ウール100％
たて糸：綿100％
◇両面毛刈加工
◇トリコットヘム
◇ホワイト ◇日本製

4270 セミダブルベッド用

シルク毛布（毛羽部分）

SILK91008 シングル

本体価格 ￥55,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇よこ糸（毛羽部分）：シルク100％
たて糸：ポリエステル100％
◇両面ポリシャー仕上
◇チンチラヘム
◇ベージュ
◇日本製

W OOL & C OTTON

ホテル仕様のベッド用毛布。
防炎マーク入りです。

本体価格 ￥37,400（税込）
◇約195×230cm
◇約2.8kg

4269 ダブルベッド用

本体価格 ￥46,200（税込）
◇約230×230cm
◇約3.2kg

カシミヤ混ウール毛布（毛羽部分）

NK-W12010 シングル

本体価格 ￥27,500（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇よこ糸（毛羽部分）：ウール80％・カシミヤ20％
たて糸：綿100％
◇両面毛刈加工
◇トリコットヘム
◇ベージュ
◇日本製

カシミヤの持つしなやかさと
ウールの弾力性。

ウール毛布（毛羽部分）
本体価格 ￥16,500（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇よこ糸（毛羽部分）：ウール100％
たて糸：ポリエステル100％
◇両面毛刈加工
◇トリコットヘム
◇ベージュ
◇日本製

ジャガード ウール毛布（毛羽部分）

WL-W71007 シングル

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇よこ糸（毛羽部分）：ウール100％
たて糸：綿100％
◇トリコットヘム
◇ピンク・ベージュ
◇日本製

SILK40002 シングル

本体価格 ￥44,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.0kg
◇パイル糸（毛羽部分）：シルク100％
地糸：よこ糸 アクリル100％
たて糸 ポリエステル65％・レーヨン35％
◇綿ヘム
◇クリーム
◇日本製

SILK & COTTON

軽量ウールコットンケット（毛羽部分）

軽量シルクコットンウェーブケット（毛羽部分）

WC20151 シングル

SCW20251 シングル

本体価格 ￥16,500（税込）
◇約140×200cm
◇約1.0kg
◇パイル糸（毛羽部分）：綿65％・ウール35％
地糸 たて糸：ポリエステル65％・レーヨン35％
よこ糸：ポリエステル100％
◇綿ヘム
◇ピンク・ベージュ
◇日本製

ピリングや毛抜けの少ないシール織。

リビングでサラッと
羽織ったりにも最適！

WOOL90151 シングル

シルク毛布（毛羽部分）

本体価格 ￥27,500（税込）
◇約140×200cm
◇約1.1kg
◇パイル糸（毛羽部分）：綿75％・シルク25％
地糸 たて糸：綿99％・ポリウレタン1％
よこ糸：ポリエステル100％
◇メロウヘム
◇アイボリー
◇日本製

ピリングや毛抜けの少ないシール織。

ACRYLIC

雲の上のような、ふかふかした寝心地

POLYESTER
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軽くて、乾きが早く手軽に洗濯。

ポリエステル
ニューマイヤー毛布

NK210800 シングル

アクリル
合わせマイヤー毛布（毛羽部分）

アクリル
合わせマイヤー毛布毛布（毛羽部分）

NK030110 シングル

NK618214 シングル

本体価格 ￥33,000（税込）
◇約140×200cm
◇約2.9kg
◇パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◇襟付きチンチラヘム ◇抗菌加工 ◇静電気防止糸入
◇8入/ケース ◇ベージュ・グリーン ◇日本製

NK045110 ダブル

本体価格 ￥49,500（税込）
◇約180×210cm
◇約4kg
◇6入/ケース
◇ベージュ

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.4kg
◇ポリエステル100％
◇襟付きチンチラヘム
◇静電気防止加工
◇10入/ケース
◇ベージュ・ブルー
◇中国製

本体価格 ￥19,800（税込）
◇約140×200cm
◇約2.4kg
◇パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◇襟付きトリコットヘム ◇抗菌加工 ◇静電気防止糸入
◇10入/ケース ◇ピンク・ブルー ◇日本製

NK628214 ダブル

本体価格 ￥30,800（税込）
◇約180×210cm
◇約3.2kg
◇8入/ケース
◇ピンク

ポリエステル
ニューマイヤー毛布

NK110700 シングル

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.4kg
◇ポリエステル100％
◇襟付きチンチラヘム
◇静電気防止糸入
◇10入/ケース
◇ブラウン・ブルー
◇中国製

ACRYLIC

雲の上のような、ふかふかした寝心地

アクリル
ニューマイヤー毛布（毛羽部分）

アクリル
ニューマイヤー毛布（毛羽部分）

NK718131 シングル

NK218131 シングル

本体価格 ￥19,800（税込）
◇約140×200cm
◇約1.6kg
◇パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◇チンチラヘム
◇抗菌加工 ◇静電気防止糸入
◇10入/ケース
◇ピンク・ブルー
◇日本製

本体価格 ￥19,800（税込）
◇約140×200cm
◇約1.6kg
◇パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◇霜降りヘム
◇抗菌加工 ◇静電気防止糸入
◇10入/ケース
◇ピンク・ブルー
◇日本製

アクリル
ニューマイヤー毛布（毛羽部分）

NK708232 シングル

本体価格 ￥8,800（税込）
◇約140×200cm
◇約1.4kg
◇パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◇トリコットヘム
◇抗菌防臭
◇静電気防止糸入
◇12入/ケース
◇ピンク・ブルー・ベージュ
◇日本製

ニューマイヤー毛布は、
洗濯機でお洗濯できます。
洗濯機で洗えるのは、
とてもうれしい！
いつでも清潔。

MICROMATTIQUE

シルクよりも細く柔らかな、超極細繊維

COTTON
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毛羽抜けが少なく
洗濯してもやさしい肌ざわり。

使うほどに肌に馴染む

ニューマイヤー

コットンカラー毛布（毛羽部分）

シルクより細く、
柔らかなマイクロマティーク®

マイクロマティーク
マイヤー敷きパッド

素早い水分の吸収蒸散で
洗濯にも向いています！

CM-81107 シングル

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇パイル糸（毛羽部分）：綿100％
地糸：ポリエステル100％
◇綿ヘム
◇10入/ケース
◇ピンク・ブルー・ベージュ
◇日本製

NK125151 シングル

軽くて、洗濯しても直ぐ乾く

本体価格 ￥27,500（税込）
◇約100×205cm
◇約1.5kg
◇表側/ポリエステル100％(マイクロマティーク®使用）
裏側/ポリエステル65％・綿35％
◇詰めもの：ポリエステル100％（遠赤外線わた）
◇詰めもの重量：0.3kg
◇四隅ゴム付
◇霜降りヘム
◇12入/ケース
◇ピンク・ベージュ
◇日本製

緻密な起毛タイプにリニューアルし
ふんわり感が増しました！

ニューマイヤー コットン毛布（毛羽部分）

CM-10104 シングル

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約140×200cm
◇約1.3kg
◇パイル糸（毛羽部分)：綿100％
地糸：ポリエステル100％
◇トリコットヘム
◇10入/ケース
◇ピンク・ブルー
◇日本製

マイクロマティーク
ニューマイヤー毛布

NK430136 シングル

NK445136 ダブル

本体価格 ￥33,000（税込）
◇約140×210cm
◇約1.3kg
◇ポリエステル100％(マイクロマティーク®使用）
◇ファスパーヘム
◇10入/ケース
◇ピンク・ブルー・ベージュ・アイボリー
◇日本製

本体価格 ￥49,500（税込）
◇約180×210cm
◇約1.7kg
◇10入/ケース
◇ピンク・ベージュ

NK220251 シングル

本体価格 ￥22,000（税込）
◇約100×205cm
◇約1.6kg
◇表側：パイル糸（毛羽部分）アクリル100％
地糸 ポリエステル100％
裏側：ポリエステル65％・綿35％
◇詰めもの：ポリエステル100％（遠赤外線わた）
◇詰めもの重量：0.4kg
◇四隅ゴム付
◇霜降りヘム
◇抗菌防臭
◇静電気防止糸入
◇8入/ケース
◇レッド・グレー
◇日本製

アクリル
マイヤー 敷き毛布（毛羽部分）

NK110160 シングル

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約105×205cm
◇約1.2kg
◇パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
地糸：ポリエステル100％
◇四隅ゴム付
◇霜降りヘム
◇抗菌防臭
◇静電気防止糸入
◇14入/ケース
◇ピンク・ベージュ
◇日本製

国際機関が認定した有機栽培コットンで
織ったやさしいブランケット。

OGC-71801 シングル

本体価格 ￥19,800（税込）
◇約140×200cm
◇約1.4kg
◇パイル糸（毛羽部分）：綿100％（オーガニック）
地糸：よこ糸 ポリエステル100％
たて糸 ポリエステル65％・レーヨン35％
◇ハマグリステッチヘム
◇10入/ケース
◇アイボリー
◇日本製

雲の上のような、ふかふかした寝心地

（毛羽部分）

本体価格 ￥16,500（税込）
◇約180×210cm
◇約1.7kg
◇10入/ケース
◇ピンク

オーガニックコットン
シール織毛布（毛羽部分）

ACRYLIC

アクリルマイヤーオーロラ敷きパッド

CM-20154 ダブル

綿ベロア敷きパッド（毛羽部分）

インナーパイル敷きパッド

CP-90601 シングル

NK-IPP281 シングル

本体価格 ￥6,600（税込）
◇約100×205cm
◇約0.9kg
◇表側 / パイル糸（毛羽部分）：綿100％ 地糸：ポリエステル100％
裏側 / ポリエステル85％・綿15％
◇詰めもの : ポリエステル100％
◇詰めもの重量：0.3kg
◇四隅ゴム付
◇トリコットヘム
◇14入/ケース
◇ベージュ・ブルー
◇中国製

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約100×205cm
◇約0.6kg
◇ガーゼ部分：綿100％
中糸部：ポリエステル100%
◇四隅ゴム付
◇サテンヘム
◇16入/ケース
◇ベージュ・ブルー
◇日本製

COTTON

ARBRES
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使うほどに肌に馴染む

-11ウォッシャブルキルトケット

コットンパイルキルトケット

NK-K280 シングル
本体価格 ￥8,800（税込）
◇約140×190cm
◇約1.1kg
◇側地：パイル糸(毛羽部分) 綿100％
地糸 ポリエステル100％
◇詰めもの：ポリエステル100％
◇ベージュ・ブルー ◇中国製

コットンパイル敷きパッド

NK-P240 シングル

洗える 羽毛合掛けふとん

本体価格 ￥4,400（税込）
◇約100×205cm
◇約0.7kg
◇表側：パイル糸(毛羽部分) 綿100％
地糸 ポリエステル100％
裏側：ポリエステル100％ ピーチ起毛
◇詰めもの：ポリエステル100％
◇四隅ゴム付 ◇ベージュ・ブルー ◇中国製

ARB-2025 シングル

本体価格 ￥27,500（税込）
◇約150×210cm
◇約1.52kg
◇側地：ポリエステル100％
◇詰めもの：ダウン50％ ・ フェザー50％
◇詰めもの重量：約0.5kg
◇10入/ケース
◇ベージュ
◇中国製

霜を降らせたような
涼しげなおぼろプリント

洗える 羽毛肌掛けふとん

ARB-2015 シングル

本体価格 ￥16,500（税込）
◇約150×210cm
◇約1.22kg
◇側地：ポリエステル100％
◇詰めもの：ダウン50％ ・ フェザー50％
◇詰めもの重量：約0.25kg
◇10入/ケース
◇ベージュ
◇中国製

洗える 合掛けふとん

ARB-2010 シングル

ソリッドカラータオルケット

NT10832 シングル

本体価格 オープン価格
◇約145×190cm
◇約1.2kg
◇パイル糸（毛羽部分)：綿100％
地糸：ポリエステル100％
◇10入/ケース
◇ホワイト・ブルー
◇中国製

やまと木綿
おぼろプリントタオルケット

MKPC00802 シングル

本体価格 ￥8,000（税込）
◇約140×190cm
◇約01.08kg
◇パイル糸（毛羽部分)：綿100％
地糸：綿75％・ポリエステル25％
◇25入/ケース
◇ベージュ・ブルー
◇日本製

本体価格 ￥11,000（税込）
◇約150×210cm
◇約1.52kg
◇側地：ポリエステル100％
◇詰めもの：ポリエステル100％
◇詰めもの重量：約0.5kg
◇10入/ケース
◇ベージュ
◇日本製

