






マットレスをいつでも快適な状態に保つために、コイマットレスをいつでも快適な状態に保つために、コイ

ルスプリングを包むポケット(袋)は、通気性が高く吸ルスプリングを包むポケット(袋)は、通気性が高く吸

湿性の少ない不織布を採用しております。また、コイ湿性の少ない不織布を採用しております。また、コイ

ルスプリングをポケット(袋)に詰めた状態をポケットルスプリングをポケット(袋)に詰めた状態をポケット

コイルと呼びます。コイルと呼びます。

ポケットコイルを隙間なく高密度(千鳥状)に配列してポケットコイルを隙間なく高密度(千鳥状)に配列して

いるため、体圧を分散すると共に自然な寝姿勢を作りいるため、体圧を分散すると共に自然な寝姿勢を作り

出します。しっとり且つしなやかな寝心地の秘訣は、出します。しっとり且つしなやかな寝心地の秘訣は、

このユニット部にあります。また、ポケットコイルこのユニット部にあります。また、ポケットコイル

一つ一つ独立しているため、振動を全体に伝えること一つ一つ独立しているため、振動を全体に伝えること

がなく、安眠を妨げる心配がありません。がなく、安眠を妨げる心配がありません。

人は、一晩にコップ約一杯分の水分を発散すると言わ人は、一晩にコップ約一杯分の水分を発散すると言わ

れています。通気性を更に高めるために、全てのマッれています。通気性を更に高めるために、全てのマッ

トレスにベンチレーター(通気穴)を設けています。トレスにベンチレーター(通気穴)を設けています。

二度の熱処理と防錆加工を施したコイルスプリングに二度の熱処理と防錆加工を施したコイルスプリングに

より、適度な反発力と優れた耐久性を実現しました。より、適度な反発力と優れた耐久性を実現しました。

自然な寝姿勢を保つ独立ポケットコイル

　　　　　　　　　　　　 　（ユニット部）

一般的にマットレスの寿命は、詰物の劣化が主原因だ一般的にマットレスの寿命は、詰物の劣化が主原因だ

と言われています。日本ベッドは、ユニット部で寝心と言われています。日本ベッドは、ユニット部で寝心

地を作り出すことで、詰物は最小限で留められるよう地を作り出すことで、詰物は最小限で留められるよう

にしました。ユニット部を構成するコイルスプリングにしました。ユニット部を構成するコイルスプリング

は、熱処理・防錆加工により耐久性に優れるため、よは、熱処理・防錆加工により耐久性に優れるため、よ

り長期間に渡り快適な寝心地を維持します。り長期間に渡り快適な寝心地を維持します。

ユニット部で寝心地を表現
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身体の凹凸に合わせてポケットコイルは沈み込み、自然な寝姿勢を保ちます。

日本ベッドのマットレス

        

ベンチレーター（通気穴）
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マットレス別　コイル・スプリング数比較

シングル

セミダブル

ダブル

クイーン

キング

W 980×L1950×H230 1200個

W1200×L1950×H230 1520個

W1400×L1950×H230 1760個

W1600×L1950×H230 2000個

W1800×L1950×H230 2280個

シングル

セミダブル

ダブル

クイーン

キング

W 980×L1950×H200 612個

W1200×L1950×H200 748個

W1400×L1950×H200 884個

W1600×L1950×H200 1020個

W1800×L1950×H200 1156個

シングル

セミダブル

ダブル

クイーン

キング

W 980×L1950×H200 216個

W1200×L1950×H200 264個

W1400×L1950×H200 312個

W1600×L1950×H200 360個

W1800×L1950×H200 384個
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スプリング

線径：1.2mm・1.3mm・1.4mm

シルキーポケットシルキーポケット

＜HARD＞ハード仕様
硬めがお好みの方に。
体重の多い方に。筋肉質の方に。

＜REGULAR＞レギュラー仕様
もっとも標準的な寝心地をお求めの方に。
標準的な体格の方に。

＜SOFT＞ソフト仕様
軟らかめを好まれる方に。
スリムな方に。横寝をされる方に。

シルキーポケットは、世界で初めてシングルサイズで1200個のポケットコイルを使用したマット

レスです。従来に比べ、より細い線径のコイルスプリングを、より高密度(千鳥状)に配列するこ

とで、自然な寝心地を実現しました。多くの一流ホテルでご採用いただいております。

マットレス厚み：230mm
キルトエステル綿

パネルキルト

キルトウレタン

ウレタン

ポケットコイルφ1.3ｍｍ

上下ワイヤー

パネルキルト

キルトエステル

キルトウレタン

ウレタン

ネット

ネット

内部仕様
（レギュラー）

マットレス布地
M-354

ウレタン 上下ワイヤー
シルキーポケット1.3φ　Ｈ150

ネット

両側3列エッヂサポート 1.4φ

パネルキルト（LE柄）
キルトエステル綿
キルトウレタン
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ポケットコイル



シルキーピロートップ

マットレス厚み：240mm

マットレス厚み：310mm

ピロートップ仕上げで感触層が厚く、身体を優しく包み込むマットレスです。

柔らかなボリューム感を持ちながら、優れた縫製技術によって芯の通った、

格調ある仕上がりです。

PillowTop

シルキーパフはしなやかに荷重を受け止める三層構造を採用しています。

表層部は、カシミヤ混ニット表地とエステル綿で心地よい肌触りを実現しました。

中層部は、高密度でありながらやわらかい特殊ウレタンで優しくサポートします。

深層部は、シルキーポケットの高密度(千鳥状)ユニット部を採用し、体圧分散を高めています。

キルトウール
パネルキルト（ME柄）

キルトウレタン

ウレタン
中ウレタン

中キルト

ウレタン　

キルトエステル

シルキーパフシルキーパフ
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ビーズポケット

スプリング

線径：1.6mm

ポケットコイル

マットレス布地
M-391

マットレス厚み：200mm

ビーズポケットは、シングルサイズで612個のポケットコイルを使用したマットレスです。

ポケットコイルを並列状に並べることで、優れた寝心地でありながらコストパフォーマンスにも

優れています。

内部仕様

ネットウレタン

パネルキルト（IE柄）
キルトウレタン

上下ワイヤー
ビーズスプリング1.6φ　Ｈ140
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ビーズポケット　プラスPlus

ビーズシリーズでありながら、上位モデルのシルキーシリーズに迫る寝心地を実現したマットレス

です。表地をソフトジャガード生地にすることで、やさしい感触と耐久性を両立させました。

内部仕様

ネット

パネルキルト（DE柄）
キルトわた
キルトウレタン

ビーズポケット　1.6φ　
H140
上下ワイヤー

ウレタン

マットレス布地
M-413

ウレタン

ポケットコイル

上下ワイヤー

キルトウレタン

キルトウレタン

ネット
ウレタン

ネット

パネルキルト

パネルキルト

キルトわた

キルトわたマットレス厚み：230mm



ボンネルスプリング

マットレス厚み：200mm キルトウレタン

フェルトＷ120300

ボンネルスプリング

上下ワイヤー

フェルトＷ120300

キルトウレタン
パネルキルト

パネルキルト

内部仕様

上下ワイヤー
ボンネルスプリング　2.5φ　Ｈ140W120300上層＋下層

パネルキルト（IE柄）
キルトウレタン

コーナーウレタン

マットレス全体にしっかりと連結された、ボンネルコイルスプリングが、硬度な弾力を作り出し、

体をしっかりとサポートします。

マットレス布地
M-391

スプリング

線径：2.5mm
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ベージュ ブラウン（標準）グレー

ボトム布地

※3種類以外の布地もご指定いただけます。

BEAUTY BOTTOM
ビューティ ボトム

HARDEDGE BOTTOM
ハードエッヂ ボトム

シングルクッション用ボトム

ダブルクッション用ボトム

※皿脚とデュアルキャスターの高さをご指定いただけます。

皿脚＆デュアルキャスター

H40mm平脚 H75mm H100mm(標準) H120mm H150mm

ハードレスト ボトム

BOT TOM

全面にボンネルコイルスプリングを配置するこ
とで、快適な寝心地を実現しました。マットレ
スに加わる荷重をボトム部で吸収することによ
り、マットレスの寿命を延ばします。

・四方アール仕様

中央にボンネルコイルスプリングを配置し、周
辺部を木枠で固定した構造です。ベッドの端に
腰を掛けても、ボトム全体で荷重を支えるため、
ベッドの横揺れやボトムの型崩れの心配があり
ません。

・四方角仕様

ボトム脚取り付け参考例

980－1400 1500－1600 1500－16001800－2000 1800－2000

客室メンテナンス時の作業効率アップと、ベッド使用時の安定性の両立が
図れるよう各サイズごとに配慮されています。

デュアルキャスター

Bottom ボトム

クッション部を持たないシンプル構造で、マッ
トレスの特性を最大限に引き出します。また、
耐久性とコストパフォーマンスに優れたボトム
です。

・四方角仕様

ボトム
H190mm
脚
H100mm

ボトム
H210mm
脚
H100mm

ボトム
H190mm
脚
H100mm



Pair Bed ペアベッド

上段ベッド

下段ベッド

※総高は200mm厚マットレスをのせた時の寸法です。

・下段ベッドは上段ベッドに収納できます。

・下段ベッドは収納状態でも、左右への引き出しが可能です。

・下段ベッドはガススプリングのアシストにより、組立が容易です。

・オートロック機構により、下段ベッドが崩れる心配はございません。

※オプション
　ヘッドボード、スカート
（サイズは各フレームサイズに　
　対応しています。）
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省スペース化

作業効率化

安全性

これらの細やかな配慮により、客室プランニングの幅を広げつつ、取り回しが容易です。



Sofa Plus ソファプラス

ソファー・ベッドへの切り替えを簡単に行えます。ソファー時の座面はクッションですが、ベッ

ド時は座下に収納されたマットレスでお休みになれます。ソファーベッドでありながら寝心地は

快適です。袖の形は、R・M・Uの3タイプからお選びいただけます。

ベッド時/メイキング例

ISP-R ISP-M ISP-U

背のクッション部を少し前に
倒し、手かけ用の脚部をもち
そのままゆっくりと手前に引
出します。

設置方法

フット側の脚になるパイプを手前に起こし
静かに降ろせばベッドの完成です。

手かけ用の脚部が中央の脚と
なって立ちます。
座のクッションはベッドの下
に自動的に収納されます。

袖の形・厚みを3タイプからお選びいただけます。

※マットレスサイズ W1000×L2000×H120mm

マットレス布地
M-391

■ノックダウン（組立）方
　式により、布地の補修は
　部分的な張替も可能です。

■オプション
　クッション・円柱ボルス
　タークッション（布地を
　ご指定いただけます。）
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Sofa Bed ソファーベッド

座下収納

ベッド時

ソファー・ベッドへの切り替えを簡単に行えます。通気性・耐久性・寝心地向上のために、コイ

ルスプリングを採用しました。座下の収納スペースには、ピローやベッドパッドなどの用品を収

納可能です。
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Studio Couch スタジオカウチ

ソファー時

ソファー時

ベッド時

ベッド時

ヘッドボードは
ベルトで固定します。サイドテーブル

カバーは取り外し可能です。

マットレスをカバーリング
しているため通常のベッド
と同じ寝心地を得られます。

※H100mmデュアルキャスターの取付けも可能です。

ソファーとしてもベッドとしてもご使用いただけます。サイドテーブルは、ベッド時には足元に

収納されるため、客室内のみで組み換え作業が行えます。マット部には、ビーズポケットマット

レスを採用しているため、従来のソファーベッドに比べて寝心地は快適です。
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Extra Bed

※マットレスサイズ　W900×L1950×H150mm

片側だけで自立します。

展開時は片側は自立する構造であるため、1人でも安全に展開作業が行えます。(マットレスは、

ボンネルタイプ・ポケットコイルタイプのどちらもお選びいただけます。)片側だけで自立可能

です。
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Baby Bed ベビーベッド

折り畳み時

枠下げ時

※ベビーサイズの寝装品もお取り扱いしています。
（上掛け，上掛けカバー，ピロー，ピローケース，
　ウールブランケット，ベッドパッド，シーツ）

従来のベビーベッドを改良し、更に移動し易くしました。折り畳み時はマットレスもフレームに

収納されるため、保管場所にも困りません。

※ベビーベッド専用マットレス　W590×L1140×H91
（ノンスプリングのウレタンマットレス）

※乳児限定でご使用下さい。

290

床板1138

全長1194

1050
795

255

664 290

664



Head Board ヘッドボード

※「ビューティボトム」への取付は不可。

PH-1

S :W1050×D35×H800mm
E :W1200×D35×H800mm
SD:W1280×D35×H800mm
D :W1470×D35×H800mm
天然木・天然木化粧板・ポリ合板/ナチュラル色・ウレタン樹脂塗装

PH-2

S :W1020×D40×H700mm
E :W1170×D40×H700mm
SD:W1250×D40×H700mm
D :W1440×D40×H700mm
天然木・天然木化粧板・ポリ合板/モカ色・ウレタン樹脂塗装

PH-3

S :W1050×D200×H800mm
E :W1200×D200×H800mm
SD:W1280×D200×H800mm
D :W1470×D200×H800mm
天然木・天然木化粧板・ポリ合板/ミドル色・ウレタン樹脂塗装
機能：コントロールパネル・フットライト
コントロールパネル機能：時計・入口灯・エアコンスイッチ

（※ご希望により、種々のコントロールパネルの取付けを承ります。）

３デザイン・３色・自立式ｏｒ取り付け式、の全１２種

類よりお選びいただけます。

ご要望に応じてカスタムデザインを承っております。
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ナチュラル ブラウン ダークブラウン
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Pillow ピロー

Bed Pad ベッドパッド

ピローフェザー　大・小
【大】500×700mm
詰　物：フェザー1.7kg
表布地：ポリエステル80%，綿20%
【小】430×630mm
詰　物：フェザー1.2kg
表布地：ポリエステル80%，綿20%

ピローファイバー　大・小
【大】500×700mm
詰　物：ポリエステル0.9kg
表布地：ポリエステル80%，綿20%
【小】430×630mm
詰　物：ポリエステル0.6kg
表布地：ポリエステル80%，綿20%

ピローファイバー＆そば殻　大・小
【大】500×700mm
詰　物：ポリエステル0.6kg，そば殻1.3kg
表布地：ポリエステル80%，綿20%
【小】430×630mm
詰　物：ポリエステル0.4kg，そば殻1.0kg
表布地：ポリエステル80%，綿20%

難燃ベッドパッド（カラー：アイボリー）
中わた：ポリエステル100%
（難燃ハイム50%，レギュラーポリエステル50%）
表布地：ポリエステル100%
サイズ展開：S　:1000×2000mm
 　　 E  :1150×2000mm
 　　 SD :1250×2000mm
 　　 D　:1400×2000mm

ベッドパッド（カラー：ホワイト）
中わた：ポリエステル100%
表面布地素材：綿100%
サイズ展開：S　:1000×2000mm
 　　 E  :1150×2000mm
 　　 SD :1250×2000mm
 　　 D　:1400×2000mm

フェザー そば殻

ピローは、マットレスや布団以上に肩や首の筋肉に負担をかけることなく、可能な限り自然な寝

姿勢を得るために適度なやわらかさ、吸湿発散性、通気性、放熱性、そして高さを保つ素材が必

要です。理想的なピローを用途やお好みに合わせてお選びいただけます。

弾力性、吸湿、発散性に富み、
軽く柔らかい肌ざわりが特徴
のスモールフェザーピローで
す。

軽く、繊維の中に空気穴を持
ち、透湿性にも優れた高性能
素材を使用したピローです。
アレルギーが少ないのも化学
繊維ならではの特徴です。

ピローファイバーの持つ優れ
た透湿性と、放熱性が特徴の
そば殻を組み合わせたピロー
です。

ベッドパッドは、心地良い睡眠を支える寝具の一つです。また同時に、マットレスを清潔かつ快

適に保つという大切な役割も持っています。

ベッドパッドは、裏表を定期的にローテーションすることで、長持ちします。



北九州銀行
福岡支店
北九州銀行
福岡支店

日本ベッド

福岡ショールーム・九州営業所

(呉服町ビジネスセンター３階)

日本ベッド

福岡ショールーム・九州営業所

(呉服町ビジネスセンター３階)

〒１０７-００６２　東京都港区南青山１-１-１

新青山ビル東館１Ｆ(青山通り沿い)

TEL  ０３-３４２３-１８８６

FAX  ０３-３４２３-１８８７

定  休  日／水、年末年始

営業時間／ＡＭ１０：００～ＰＭ６：００

■地下鉄　銀座線・半蔵門線・都営大江戸線

「青山一丁目駅」4番出口(赤坂郵便局方面)

青山ショールーム

〒１４６-００８２　東京都大田区池上５-６-３

TEL  ０３-３７５４-６７８２

FAX  ０３-３７５５-７６７２

定  休  日／火、水、年末年始

営業時間／ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００

駐車場完備

■東急・池上線　「池上駅」下車徒歩７分
■ＪＲ大森駅よりバス山王出口バス停
　 １,２番乗車「堤方橋」下車

池上ショールーム　－日本ベッド本社－

〒４６０-０００２

愛知県名古屋市中区丸の内１-１５-２０

ｉｅ丸の内ビルディング１Ｆ(桜通沿い)

TEL  ０５２-２１８-２６６３

FAX  ０５２-２１８-２６６４

定  休  日／火、水、(木曜日不定休)

　　　　　　　　夏期休暇、年末年始

営業時間／ＡＭ１１：００～ＰＭ６：００

■地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」
　 ３番出口より徒歩２分

名古屋ショールーム

〒５４０-００１１　大阪市中央区農人橋１-４-３３

アメリカーナビル９Ｆ

TEL  ０６-６９４７-１５２６

FAX  ０６-６９４７-１５２７

定  休  日／水、祝日、年末年始

営業時間／ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００

■地下鉄谷町線、中央線「谷町四丁目駅」
　 ８番出口より徒歩２分

大阪ショールーム

〒９８０-００１３　仙台市青葉区花京院２-１-６５

花京院プラザ１Ｆ

TEL  ０２２-３９５-８４０２

FAX  ０２２-３９５-８４０３

定  休  日／水、年末年始

営業時間／ＡＭ１０：００～ＰＭ６：００

■ＪＲ仙台駅西口より徒歩７分
■東北自動車道宮城ＩＣより車で１５分

仙台ギャラリー　（仙台花京院ショールーム）

【本社・営業本部】〒146-0082　東京都大田区池上5-6-3
                  TEL: 03-3752-3241  FAX: 03-3755-7672
【営業所】仙台・北関東・名古屋・大阪・広島・九州

福岡ショールーム
〒８１２-００３６　福岡県福岡市博多区上呉服町１

０-１０

呉服町ビジネスセンター３F

TEL　０９２-２７２-１３１５

FAX　０９２-２７２-１３１６

定休日／火、水、年末年始（木曜不定休）

営業時間／AM１０：００～PM６：００

■福岡市地下鉄箱崎線「呉服町駅」５番出口

ショールーム

仙台市役所

三越

藤崎

ダイエー

イービーンズ ヨドバシロフト

アエル

花京院スクエア

さくら野

広瀬通

青葉通

仙台合同庁舎 日本ベッド
仙台ギャラリー
(仙台花京院ショールーム)

東北電力本社

広瀬通駅

あおば通駅
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納入実績

北海道 
ＫＫＲホテル札幌
ニューオータニイン札幌
ベストウェスタンホテルフィーノ札幌
ホテルオークラ札幌
ホテル京阪札幌
ホテルノースシティ
ホテルレオパレス札幌
中殿ホテル
ハイパーホテル千歳
函館国際ホテル
ヒルトンニセコビレッジ
テラッツェニセコ
旭川ターミナルホテル
ドーミーインプレミアム小樽
湯の川温泉花びしホテル
ドリーム苫小牧ＧＣ
星野リゾート　リゾナーレ　トマム

青森県 
星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル
星野リゾート　青森屋
ハイパーホテルズ　パサージュ
ホテルサンルート青森
ホテルJogakura
弘前プラザホテル
三沢プリンセスホテル
アルファホテル青森

秋田県 
グランドパークホテル大館
ホテルアイリス
ホテルガーデンかわむら
雪沢山荘
プラザホテル山麓荘

岩手県 
ホテルメトロポリタン盛岡
ホテル東日本盛岡
フォルクローロいわて東和
フォルクローロ高畠
ホテルニューカリーナ
盛岡グランドホテル
湯の杜ホテル志戸平
渚亭たろう庵

宮城県 
ホテルメトロポリタン仙台
ホテル白萩
江陽グランドホテル
第一インパーク
ベストウェスタンホテル仙台
ホテルシーラックパル仙台
ホテル松島大観荘
大江戸温泉物語　ホテル壮観

山形県 
ホテルメトロポリタン山形
チェリーパークホテル
天童荘

福島県 
ホテルハマツ
ホテル辰巳屋
ホテルプリシード郡山
郡山ビューホテル
ザ・セレクトン福島
福島リッチホテル
ホテルミルニュイ福島
ブライダル＆ホテルラフィーヌ原ノ町
相馬ステーションホテル
大丸あすなろ荘
会津アストリアホテル
羽鳥湖高原レジーナの森
大江戸温泉物語　あいづ
スパリゾート　ハワイアンズ　　

新潟県 
ホテルオークラ新潟
万代シルバーホテル
新潟グランドホテル
ホテル日航新潟
ホテルイタリア軒
ホテルニューオータニ長岡
長岡グランドホテル
ビジネスイン長岡
ビジネスイン上越
湯沢東映ホテル
シーユース雷音
ホテルサンシャイン
越後湯沢HATAGO井仙
奥胎内ヒュッテ
新潟東映ホテル
 
富山県 
富山第一ホテル
第一イン新湊
宇奈月ニューオータニホテル
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　　　　　　　　　

福井県 
ユアーズホテルフクイ 

長野県
上高地帝国ホテル
ホテルメトロポリタン長野 
星野リゾート　星のや軽井沢
長野ホテル犀北館
ホテル長野国際２１
松本丸の内ホテル
ホテルニューステーション
ホテルモンターニュ松本
松本ホテル花月
ファインデイズホテル
ホテルシェラリゾート白馬
リゾリックスホテル車山高原
斑尾高原ホテル
万平ホテル
松本東急RELホテル
上高地五千尺ホテル

岐阜県 
ホテルくさかべアルメリア
ホテルクックラ
岐阜グランドホテル
高陽社ホテルコーヨー
本陣平野屋　花兆庵
下呂温泉　冨岳

石川県 
金沢ニューグランドホテル
グランドホテル白山
彩の庭ホテル
大江戸温泉物語　山代温泉山下家
大江戸温泉物語　あわら

茨城県 
オークラフロンティアホテルつくば
ホテルシーラックパル水戸
ホテルつくばヒルズ
水戸プリンスホテル
竜ヶ崎プラザホテル
浜田館
里海邸　　　

栃木県 
星野リゾート界　日光
星野リゾート界　川治
ホテルアールメッツ宇都宮
那須高原ホテルレジーナ那須
ホテルシーラックパル宇都宮
ホテル丸治
日光金谷ホテル
チサンホテル宇都宮
大江戸温泉物語　鬼怒川観光ホテル
大江戸温泉物語　那須塩原かもしか荘
大江戸温泉物語　ホテルニュー塩原

群馬県 
メトロポリタン高崎
高崎アーバンホテル
高崎ビューホテル
ホテルシーラックパル高崎
岩鞍リゾートホテル
奥伊香保旅邸　諧暢楼
大江戸温泉物語　伊香保

埼玉県 
パレスホテル大宮
パイオランドホテル
プラザホテル浦和
ホテル・ヘリテイジ
ホテルメイン
マロウドイン大宮
所沢パークホテル
デイリーホテル各店
ブリランテ武蔵野

千葉県 
ザ・クレストホテル柏
ホテルメッツ津田沼
ホテルニューツカモト
船橋グランドホテル
サングランドホテル船橋
ヒルトン東京ベイ
ホテルニューオータニ幕張
成田ビューホテル
ウィシュトンホテル・ユーカリ
五井キャピタルホテル
ホテルマイグラント
サンライズ九十九里

神奈川 
青葉台フォーラム
オークラフロンティアホテル海老名
小田急ステーションホテル本厚木
小田急箱根ハイランドホテル
小田急山のホテル
ホテルニューグランド
横浜ベイホテル東急
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
横浜国際ホテル
横浜平和プラザホテル
コートホテル新横浜
新横浜グレイスホテル
ナビオス横浜
ベイサイドマリーナホテル横浜
グランドホテル神奈中
パレスホテル箱根
箱根ホテル小涌園
吉池旅館
箱根路開雲
富岳群青
ホテル南風荘
富士屋ホテル
湯本富士屋ホテル
箱根湯本ホテル
星野リゾート　界箱根

静岡県 
星野リゾート　リゾナーレ熱海
アセントプラザホテル浜松
オークラアクトシティホテル浜松
ホテルNANVAN浜名湖
ホテルNANVAN焼津
ホテルシーラックパル焼津
ホテルセンチュリー静岡
サンパレスホテル
ホテルビスタ清水
ホテルジャストワン
玉峰館
富岳群青
熱海後楽園ホテル
淡島ホテル
伊豆湯ヶ島倶楽部
葛城北の丸
柳生の庄
大江戸温泉物語　あたみ
大江戸温泉物語　土肥マリンホテル
大江戸温泉物語　伊東ホテルニュー岡部

山梨県 
ＴＲＩＦ
ホテルシーラックパル甲府
ホテルレジーナ河口湖
四季の宿ぽぷら

愛知県 
熱田の杜ホテル深翠苑
伊良湖ビューホテル
金山プラザホテル
衣浦グランドホテル
クラシックホテル
新瀬戸ステーションホテル
第一ホテル
名古屋ガーデンパレス
名古屋サミットホテル
ニュー東洋ホテル
ビジネスホテルスターナゴヤ
ヒルトン名古屋
ホテルシーパレスリゾート
ホテル末広
ホテル東海園
ホテルルブラ王山 
猿投温泉ホテル金泉閣
東京第一ホテル錦
東洋イン刈谷
名古屋ビーズホテル
名古屋観光ホテル
名古屋東急ホテル
名鉄小牧ホテル 

全国公的施設
赤坂迎賓館
京都迎賓館
高エネルギー加速器研究機構　（つくば市）
国立一橋大学　小平キャンパス
国立女性教育会館　（埼玉県　嵐山）
国立東京外国語大学　学生寮　
国立東京外国語大学　田沢湖研修施設
最高裁判所　司法研修所　（和光市）
市町村職員中央研修所　市町村アカデミー　（幕張）
自動車安全運転センター　
　　　　　　　　　安全運転中央研修所　（ひたちなか市）
独立行政法人　日本スポーツ振興センター　
　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター　（戸田市）
独立行政法人　日本スポーツ振興センター　
　　　　　　　　　味の素ナショナルトレーニングセンター
農林水産技術会議　筑波事務所（国内研修生宿泊施設）
柏 税関研修所
法務省　法務総合研修所　（浦安市）
理化学研究所　外国人研究者用宿舎　（和光市）
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東京都 
帝国ホテル東京
ホテルオークラ
ホテルニューオータニ
ホテルグランドパレス
ホテルグランパシフィックLE DAIBA
セルリアンタワー東急ホテル
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
第一ホテル東京シーフォート
第一ホテル両国
吉祥寺第一ホテル
東武ホテルレバント東京
ホテルイースト２１東京
赤坂エクセルホテル東急
渋谷エクセルホテル東急
浅草ビューホテル
アグネスホテルアンドアパートメンツ東京
庭のホテル東京
ホテルグランドアーク半蔵門
グランドヒル市ヶ谷
京急ＥＸイン品川駅前
京急EXイン高輪
ホテル日航立川　東京
パレスホテル立川
山の上ホテル
ニューオータニイン東京
東京ドームホテル
銀座クレストンホテル
パークハイアット東京
ハイアットリージェンシー東京
ヒルトン東京
ANAインターコンチネンタルホテル東京
ソラリア西鉄ホテル銀座
西鉄イン蒲田
レム秋葉原
レム日比谷
ホテル京阪浅草
ホテルメッツ国分寺
ホテルメッツ田端
大森東急REIホテル
吉祥寺東急REIホテル
渋谷東急REIホテル
ヴィラフォンテーヌ汐留
東京ガーデンパレス
東京グリーンホテル後楽園
アリエッタホテル
サクラ・フルール青山
サットンプレイスホテル上野
新宿ニューシティホテル
シティホテルロンスター
ホテルヴィンテージ新宿
ホテルサンライト新宿
日比谷シティホテル
ホテルピュリッツァー自由が丘
ホテルエクセレント恵比寿
ホテルコンチネンタル　
ホテルサンシティ池袋
ホテルサンルート浅草
ホテルサンルート有明
ホテルサンルートステラ上野
ホテルベルクラシック
ホテルグランドシティ
赤坂陽光ホテル
第一イン池袋
ホテルルートイン五反田
ホテルパークサイド
チサンホテル上野
ホテル松本屋1725
シティホテル高幡
麻布コート
銀座キャピタルホテル

大阪府 
大阪帝国ホテル大阪
ザ・リッツ・カールトン大阪
ヒルトン大阪
大阪新阪急ホテル
新阪急ホテルアネックス
ホテル阪神
大阪第一ホテル
梅田ＯＳホテル
レム新大阪
ホテルニューオータニ大阪
リーガロイヤルホテル
アルモニーアンブラッセ大阪
ホテルビスタプレミオ堂島
大阪キャッスルホテル
ホテル京阪京橋
新大阪ステーションホテル
ホテル大阪ベイタワー
ホテルシーガルてんぽーざん大阪

三重県 
ウィスタリアンライフクラブ鳥羽
ホテル志摩スペイン村
鈴鹿サーキットホテル
伊勢シティホテル
ホテルグリーンパーク津
大江戸温泉物語　伊勢志摩

滋賀県 
グリーンホテルYes長浜

京都府 
からすま京都ホテル
リーガロイヤルホテル京都
京都ガーデンパレス
京都新阪急ホテル
京都タワーホテル
京都ホテルオークラ
ホテル京阪京都
ホテルセントノーム京都
ホテル東山閣
ホテルサンルート京都
リノホテル京都
京都糸屋ホテル
ホテルサンセットイン京都
嵐山　花伝抄
福知山サンホテル
京町屋旅館さくら　うるし邸

和歌山県 
新宮ユーアイホテル

兵庫県 
ホテルオークラ神戸
神戸元町東急REIホテル
宝塚ホテル
神戸西神オリエンタルホテル
ホテル竹園芦屋
ホテルクレール日笠
アーバンホテル西脇
海若の宿

奈良県 
ホテルフジタ奈良 

福岡県 
グランド・ハイアット・福岡
ハイアット・リージェンシー・福岡
ザ・ルイガンズ
ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡
ホテルニューオータニ博多
西鉄グランドホテル
ソラリア西鉄ホテル
タカクラホテル福岡
博多東急REIホテル
ホテルクレガ天神
サットンホテル博多シティ
サンライフホテル
福岡東映ホテル
千草ホテル
アイルイン小倉
コクラセントラルイン
ハイネスホテル久留米
大牟田ガーデンホテル

佐賀県 
四季彩ホテル千代田舘 

長崎県 
オリーブベイホテル
ホテル日航ハウステンボス
ホテルローレライ
ホテルニュータンダ
稲佐山観光ホテル
長崎バスターミナルホテル

宮崎県 
ホテルマリックス
ホテルマリックス　ラグーン
日南第一ホテル
ホテルブリスベンズ
菊南温泉ユウベルホテル

熊本県 
ホテルニューオータニ熊本
セレクトロイヤル八代
熊本全日空ホテルニュースカイ
ユウベルホテル菊南

大分県 
ベストウェスタンホテルフィーノ大分 
ホテルフォルツァ大分
ア・スエヒロホテル
亀の井　別荘
湯布院悠ベルホテル

鹿児県 
レム鹿児島
鹿児島東急REIホテル
ゲートイン鹿児島
ホテルタイセイアネックス
妙見石原荘

沖縄県 
星野リゾート　星のや竹富島
サイプレスリゾート久米島
グリーンビュー久米島
石垣島ＪＵＳＡＮＤＩ
はいむるぶし
那覇東急REIホテル
ホテルユクエスタ旭橋

鳥取県 
ホテルモナーク鳥取

島根県 
ホテル玉泉
     
岡山県 
ヴィアイン岡山
倉敷国際ホテル
津山国際ホテル

広島県 
広島東急REIホテル
オリエンタルホテル広島
ホテルグランヴィア広島

山口県 
ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部
下関東急REIホテル
ヴィアイン下関

徳島県 
ホテルグランドパレス徳島
アグネスホテル徳島
マリンパレット徳島

香川県 
高松東急REIホテル
ヴィラ讃岐
ベネッセハウス
ニューグランデみまつ
大江戸温泉物語　ホテルレオマの森
トレスタ白山

愛媛県 
松山東急REIホテル
宇和島第一ホテル

高知県 
高知新阪急ホテル 



ご注意　■製品改良のため予告なく、デザイン変更及び仕様変更することがございますのでご了承下さい。
　　　　■表示寸法はミリメートル単位です。また、表示寸法と実物で多少誤差を生じる場合がありますので、ご了承下さい。
　　　　■印刷インクの性質上実際の商品の色と多少異なることがありますのでご了承下さい。　　　 1706

特販部　TEL: 03-3753-4382  FAX: 03-3755-7672
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