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2021年３月９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  堀 越  宏 

 （TEL 03-6741-5501） 

 

 

2021 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、2021 年３月期（第 18 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．2021年３月期（第 18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

グループの事業や製品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、

年１回の株主優待を実施しております。 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象株主様 

  2021 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（2021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 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１個＋ライン＆アースピロケース２枚」 

② アージスクロスセット：掛けふとんカバー(S)１枚＋ピロケース１枚 

③ キュリエス Ag除菌商品セット：クールマスク２個入×２セット、ピロ

ケース×２枚 

④ クールデオドケットⅡ ハーフサイズ 

⑤ 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（LC-01～

LC-08）」 

⑥ ＬＥＤ ＳＴＩＣＫ（充電式懐中電灯） 

⑦ 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」 

⑧ 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」 

⑨ 横向き寝枕 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 横向き寝枕 旅先でのいびきが気になる方に「スリープバンテージ ト

ラベルピロー２個セット」 

⑪ 横向き寝枕 スリープバンテージドクター ピロー「ロー PI」または「ハ

イ BL」 

⑫ どの子が来るかはお楽しみ デオド抱き枕「Ⅼ」＋「Ｍ」サイズのセッ

ト 

⑬ ノルディックウォークで健康維持「アドバンスポールＮ＋専用ラバーチ

ップ」のセット 

⑭ 傘と杖がひとつになった「傘なるステッキ ロングタイプ」 

⑮ 体圧を分散する低反発クッション「ＳＣ－１ 車いすシートクッション

＋専用カバー２枚」のセット 

⑯ ３段階の高さの調整が可能「インテグラ カスタマイザブルネックピロ

ー」 

⑰ 抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き枕「銀の匠」 

⑱ 三次元構造体くねくね抱き枕「クリンピー」 

⑲ 家具職人がつくる「コーナーラック」 

⑳ 家具職人がつくる「木製ハンガーラック」 

㉑ 家具職人がつくる「ペット用ハンモックベッド」 

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。 
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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⑥～㉑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。） 

㉒ 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」 

㉓ アージスクロスセット：掛けふとんカバー(S)１枚＋ピロケース２枚 

㉔ ５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」 

㉕ キュリエス Ag除菌商品セット：ピロー＋（ⒶピロケースまたはⒷクール

マスク２個入） 

㉖ キュリエス Ag除菌商品セット：掛けふとんカバー(S)＋（Ⓐピロケース

またはⒷクールマスク２個入） 

㉗ らくピタ羊毛２点パックⅡ（羊毛ベッドパッド＋専用シーツ）(S)または

(M) 

㉘ クールデオドパッド（S） 

㉙ クールセット：クールデオドケットⅡハーフサイズ＋エッフェクールマ

ットレスカバー（S） 

㉚ 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（LC-09・10）」 

㉛ キュリエス・エージー消臭肌掛けふとん 

㉜ かぶせるだけで、清潔・安心・節約「マットレスプロテクター プレミア

ムＤＸ＋ピロケースプロテクター プレミアムＤＸ」のセット 

㉝ プロテクター３点セット 

㉞ ビーズチェア「ルーフィット」 

㉟ 家具職人がつくる「木製オーバーナイター小物入れ」 

㊱ 家具職人がつくる「収納付きスツール」 

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。（同一株主番号であることに限ります） 
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（３）優待品の特長等 

特長／仕様等 画像 

①㉒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。 

・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。 

※①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。 

※㉒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㎝ 

 ・ピロケース（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） 

 

 

 

②㉓アージスクロスセット：掛けふとんカバー(S)＋ピロケース

のセット(※) 

【特長】 

・ソフトなサテン生地の肌ざわりとシンプルモチーフが魅

力の「アージスクロス UR-021」のセットです。 

・掛けふとんカバーは、ファスナーがＵ字に開き、ふとん

の出し入れが容易なＵ字ファスナー仕様です。 

・掛けふとんカバー、ピロケースともにシングルサイズの

みとなります。 

・掛けふとんカバー、ピロケースは同色セットを選択いた

だけます。 

※②の場合は、掛けふとんカバー１枚およびピロケース１

枚のセットになります。 

※㉓の場合は、掛けふとんカバー１枚およびピロケース２

枚のセットになります。 

 

 

  

 

ピロケース 

フェザーピロー 

＋ 

ブラウンのセット例 

キナリ ブラウン 
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【サイズ】 

・掛けふとんカバー（シングル）：横 150×縦 210㎝ 

・ピロケース（シングル）：横 70×縦 50㎝ 

【素材】 

（掛けふとんカバー・ピロケース）  

・素材：綿 100％（サテン） 

 【カラー】 

 （掛けふとんカバー＋ピロケース）キナリ、ブラウン 

 

③キュリエス Ag除菌商品セット：クールマスク２個入×２セッ

ト＋ピロケース×２枚 

【特長】 

  ・合計でマスク４個とピロケース２枚のセットです。 

  ・除菌機能糸アグリーザ®を使用したシリーズです。銀イ 

オンの力で付着した菌を除菌します。 

  ・快適さと衛生面を高める３層構造（クールマスク） 

   外側地：除菌機能糸使用生地 

   中側地：コットンガーゼ 

   内側地：クールファブリック（吸水涼感キシリトール加

工） 

【サイズ】 

  ・クールマスク（中）：横 17×縦 12㎝ 

  ・ピロケース（シングルサイズ）：横 70×縦 50㎝ 

 【素材】 

 （クールマスク） 

  ・本体表面：ポリエステル 65％、綿 31％、アクリル 4％ 

    本体中面：綿 100％、本体内面：ポリエステル 100％ 

   耳ひも：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 

 （ピロケース） 

  ・素材：ポリエステル 65％、綿 31％、アクリル 4％ 

 【カラー】 

 （クールマスク）グリーン 

 （ピロケース）グリーン 

 

 

 

 

 

④クールデオドケットⅡ ハーフサイズ 

 【特長】 

・  ・接触冷感と消臭機能を兼ね備えたハーフサイズの肌掛け

ふとん 

・夏の寝苦しい夜でも、掛けるだけで涼感が得られる冷感

生地と二重ガーゼのリバーシブルタイプ 

・吸汗性と肌ざわりに優れた二重ガーゼは、コットン素材

なのに高消臭機能で、いやな臭いを中和消臭します。 

  ・ご家庭で水洗いが可能（手洗い） 

 【サイズ】 

  ・ハーフ：横 150×縦 100㎝ 

 
 

構造イメージ図 

ピロケース 

マスク着用イメージ 

ケット使用イメージ 

＋ 

除菌機能糸使用生地 

コットンガーゼ 

クールファブリック 
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 【素材】 

  ・表地：ポリエチレン 100％ 

   中わた：ポリエステル 100％ 

   裏地：綿 100％（高消臭機能繊維使用） 

 

 

 

 

⑤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

（LC-01～LC-08）」 

【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 

お出かけいただけます。 

    ・ご自宅の中でも、夜間トイレに行く際などに足元を照 

らして便利です。 

  ・７段階で長さの調節が可能です。 

  ・LC-07Lは左手用、LC-08Rは右手用です。 

【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：ポリカーボネート・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-07L、08R 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 
 

 

LC-05 LC-06 

クールデオドケットⅡ折り畳み時 

LC-01 LC-02 
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⑥ＬＥＤ ＳＴＩＣＫ（充電式懐中電灯） 

【特長】 

  ・デザイン性のある形状 

  ・ネオジム磁石付きなので、スチール面に貼り付けて使用

可能 

  ・充電器付で、残量が少なくなると電源スイッチ長押し後

に青色 LEDが点滅してお知らせ 

 【サイズ】 

  ・幅 22.5×高さ 2.7×奥行 3.7㎝ 

 【材質】 

  ・ＡＢＳ、ポリカーボネート 

 【重量】 

  ・本体：130ｇ 

  ・充電器：75ｇ 

 【電源】 

  ・リチウムイオン充電池 

  ・連続点灯時間約８時間 

  ・充電時間約３時間 

 

 

 

 

 

⑦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＞ 

LED STICK 箱（上）および本体（下） 
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⑧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」 

 【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】 

 （本体） 

  ・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％ 

 

⑨横向き寝枕 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。 

  ・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 

 

 

 

 
 

 

クイーンメモリーピロー本体 

サイレントナイトピローⅡ 

＜ご使用例＞ 

＜横から見た構造＞ 
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⑩横向き寝枕 旅先でのいびきが気になる方に「スリープバンテ

ージ トラベルピロー２個セット」 

 【特長】 

  ・横向き寝専用枕「スリープバンテージ」を旅先でも使 

用できるようにコンパクトにしました。 

  ・エアバックで自分に合った高さに調整可能 

  ・エアを抜けばコンパクトに収納でき持ち運びも簡単 

 【サイズ】 

  ・横 34×縦 44×高さ 9 ㎝ 

 【素材】 

・本体側地：ポリエステル 100％ 

・本体詰物：上層_ポリウレタン 

      中層_エアクッション／ＰＶＣ 

      下層_ポリウレタン 

・枕カバー：ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％ 

 【カラー】 

  ・ブラウン、ピンク 

  ・各色１個ずつのセットとなります。 

 

 
 

⑪横向き寝枕 スリープバンテージドクター ピロー「ローPI」

または「ハイ BL」 

【特長】 

・横向き姿勢の体にフィットし、横向き寝の維持をサポ

ート。 

・気になるにおいを抑える、強力消臭機能テープ「デオパ

ワー®」を採用。 

・体型に合わせてＭサイズ（ローPI）・Ｌサイズ（ハイ BL）

からお選びいただけます。 

【サイズ】 

 ・Ｍサイズ（ローPI）：幅 43×長さ 65×高さ 12㎝ 

 ・Ｌサイズ（ハイ BL）：幅 45×長さ 65×高さ 14㎝ 

【素材】 

 ■枕本体 

 ・側地：ポリエステル 100％（メッシュ生地含む） 

・詰物：ポリウレタンフォーム 100％（チップウレタン） 

■カバー 

・表面：ポリエステル 94％、ポリウレタン 6％ 

・側面：ポリエステル 88％、ポリウレタン12％ 

【カラー】 

・Ｍサイズ（ローPI）：ピンク 

・Ｌサイズ（ハイ BL）：ブルー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラウン ピンク 

畳んで･･･ 

収納できます 

（専用ケース付） 

 

Ｍサイズ 

（ローPI） 

 

Lサイズ 

（ハイ BL） 

＜ご使用例＞ 

ロングテイル(長い)部分を 

前面にすることで、「抱き枕」

としてもお使いいただけます 
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⑫どの子が来るかはお楽しみ デオド抱き枕「Ｌ」＋「Ｍ」の

セット 

 【特長】 

  ・消臭機能を備えた抱き枕 

  ・気になる臭いを抑える強力消臭テープ「デオパワー®」付 

  ・お腹部分に使用する生地は、冷感生地もしくは温感生地

を使用 

 【材質】 

  ・表地：ポリエステル 95％、ポリウレタン 5％ 

  ・裏地：冷感素材の場合_ポリエチレン 64％、ポリエステ

ル 20％、ナイロン 16％ 

      温感素材の場合_ポリエステル 100％（光電子®フ

ァブリック） 

  ・中わた：ポリエステル 100％ 

 【サイズ】 

  ・Ｌサイズ：約幅 24×長さ 63×高さ 20㎝ 

  ・Ｍサイズ：約幅 22×長さ 49×高さ 15㎝ 

   ※サイズはキャラクターにより個体差がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ノルディックウォークで健康維持「アドバンスポールＮ＋専

用ラバーチップ」のセット 

【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。 

  ・専用ラバーチップをセットでお届けいたしますので、交

換することで長くお使い頂けます   

 【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 

【カラー】 

  ・シルバー（AD-03）、ブラック（AD-04） 

 

 

AD-03 シルバー 

AD-04 ブラック 

「Ｌ」＋「Ｍ」のセット 

ラブちゃん 

マロンくん クランちゃん 

※上記の抱き枕のうちＬサイズとＭサイズ

の抱き枕１個ずつのセットとなります。 

※組合せを選択いただくことはできません。

また、ラッキーくんＬとラッキーくんＭとい

った重複した組合せはございません。 

ラッキーくん 
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⑭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。 

  ・対応身長の目安：158㎝～174㎝ 

 【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】 

  ・傘袋 

【模様】 

  ・ウィンドウペン、ギンガムチェック 

        

 

⑮体圧を分散する低反発クッション「ＳＣ－１ 車いすシートク

ッション＋専用カバー２枚」のセット 

 【特長】 

  ・長時間座っていても疲れにくい低反発ウレタンフォーム

を使用 

  ・座布団の代わりに普段使いも可能です。 

  ・洗替用カバー２枚付 

 【サイズ】 

  ・幅 40×奥行 40×厚さ 7㎝ 

 【素材】 

  ・詰物：ウレタンフォーム ・カバー：ポリエステル 

 

 

⑯３段階の高さの調整が可能「インテグラ カスタマイザブルネ

ックピロー」 

【特長】 

・丸洗い可能 

・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可能 

・ピロケースに入った状態でお届け 

・横幅は大きめ 74㎝ 

 

ウィンドウペン ギンガムチェック 

＜ご使用例＞ 

＜枕本体＞ 

クッション本体見本 

※本体（カバー付）1 個と洗替用カバー２枚のセットにな

ります。 
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【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） 

 

 

 

⑰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 

  ・枕カバーのみ洗濯ネットを使用して洗濯可能。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） 

 

 

 

⑱三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 

・枕カバーのみ洗濯ネットを使用して洗濯可能。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。 

 

 

 

 

「銀の匠」枕本体 

（銀イオンカバー装着時） 

くねくね抱き枕「クリンピー」 

＜ご使用例＞ 

「銀の匠」枕内部構造 

＜専用ピロケース装着時＞ 



- 13 - 

 【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） 

⑲家具職人がつくる「コーナーラック」 

 【特長】 

・組み立て式のコーナーラックです。 

・横に置くと本棚としてもご利用いただけます。 

【サイズ】 

・幅 23.7×奥行 23.6×高さ 89.3㎝（立てて使用した場合） 

【材質】 

・化粧板 

【重量】 

・約 9.5㎏ 

【構造】 

  ・組み立て式家具 

 

 

 

 

 

⑳ 家具職人がつくる「木製ハンガーラック」 

 【特長】 

・木製のハンガーラックです。 

・玄関に置いて花粉やウイルス対策のために、一時置きと

して上着やコート掛けにもご利用いただけます。 

 【サイズ】 

・幅 56.6×奥行 44.5×高さ 115.3㎝ 

 【材質】 

・本体：バーチ合板 

・丸棒：タモ材（ウレタン塗装仕上） 

 【重量】 

  ・約 6㎏ 

【構造】 

・組み立て式家具 

 

 

 

家具職人がつくる「コーナーラック」 

家具職人がつくる「木製ハンガーラック」 

横にすると本棚として利用可能 
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㉑家具職人がつくる「ペット用ハンモックベッド」 

 【特長】 

  ・猫および超小型犬用のハンモックベッドです。 

・交換用として冬用の温かい生地をセット致します。（交換

用冬用生地付き） 

・耐荷重は約 6㎏ 

 【サイズ】 

・幅 54.6×奥行 48×高さ 21㎝ 

【材質】 

・木材：バーチ合板 

・丸棒：タモ材（ウレタン塗装仕上） 

・生地：ポリエステル 

  【重量】 

  ・約 2㎏ 

 

 

 

 

㉔５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」 

【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】 

 ・側カバー 

  [表層キルト部] 

  ・表地：ポリエステル 100％（吸汗速乾ニット生地） 

  ・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） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具職人がつくる「ペット用ハンモックベッド」 

ボディテクト ピロー本体 

芯材：ブリーズレイ 

冬用生地装着時 
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㉕キュリエス Ag除菌商品セット：ピロー＋（Ⓐピロケースまた

はⒷクールマスク２個入）  

【特長】 

（ピロー） 

 ・三次元立体構造体「ブリーズレイ」は抜群の通気性と吸

湿発散性で、熱がこもらずムレずに、いつでもさらっと

した感触です。 

 ・中央部をソフトに、両サイドを硬め仕様にする事で仰向

き・横向き寝に対応します。 

 ・枕の前後で高さが異なるので、高さ調整シートの組合せ

で４段階の高さが選べます。 

【サイズ】 

（ピロー） 

 ・横 64×縦 44×高さ 9.5㎝ 

【素材】 

（ピロー） 

 ・芯材：ポリエチレン 100％（ブリーズレイ） 

 ・側地：表地_ポリエステル 65％、綿 31％、アクリル 4％

（アグリーザ®糸使用：除菌機能） 

     裏地・側面_ポリエステル 100％（メッシュ地） 

※ピロケース、クールマスクの詳細については、③をご参

照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

㉖キュリエス Ag 除菌商品セット：掛けふとんカバー(S)＋（Ⓐ

ピロケースまたはⒷクールマスク２個入） 

【特長】 

（掛けふとんカバー） 

  ・除菌機能糸アグリーザ®を使用したシリーズです。銀イ 

オンの力で付着した菌を除菌します。 

  ・ミネラルを豊富に含んだ富士山の湧き水を使用し、「か 

せ染め」という甲斐絹（かいき）の時代から培われた 

高い技術を活かし、日本国内の工場で丁寧に作り上げ 

ています。 

  ・表地と裏地が分離し、ふとんの出し入れが容易なＵ字 

ファスナータイプです。 

 【サイズ】 

（掛けふとんカバー） 

・シングル：横 150×縦 210㎝ 

 

 

  

キュリエス・エージーピロー本体 

表面の構造 

側面の構造 

キュリエス・エージーピロー本体（側面） 

ピロケース または マスク２個入をセット 

＋ 

キュリエス・エージー掛けふとんカバー 

（グリーン） 

ピロケース または マスク２個入をセット 
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【素材】 

（掛けふとんカバー） 

 ・ポリエステル 65％、綿 31％、アクリル 4％（アグリー 

ザ®糸使用：除菌機能） 

【カラー】 

  ・グリーン 

  ※ピロケース、クールマスクの詳細については、③をご参

照ください。 

㉗らくピタ羊毛２点パックⅡ（羊毛ベッドパッド＋専用シーツ）

(S)または(M) 

 【特長】 

  ・すべりにくい生地を使用したマットレスに置くだけのベ

ッドパッドです。 

・英国羊毛 100％使用。冬は暖かく、夏も快適。１年中お

使いいただけます。 

  ・らくピタ専用シーツと洗濯ネット付 

 【サイズ】 

  ・シングル：横 97×縦 195㎝ 

  ・セミダブル：横 122×縦 195㎝ 

 【素材】 

 （ベッドパッド） 

  ・表 地：ポリエステル 80％、綿 20％ 

  ・裏中地：ポリエステル 100％ 

  ・裏 地：ポリエステル 60％、ポリウレタン 40％（防滑生

地） 

 （専用シーツ） 

  ・綿 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２点パック本体 

らくピタ羊毛ベッドパッドⅡ折り畳み時 

らくピタ使用イメージ 

※こちらは、らくピタパッドの使用イメージです。商

品の画像は対象商品と異なります。 
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㉘クールデオドパッド(S) 

 【特長】 

  ・綿の２倍以上の接触冷感効果を実現 

  ・汗のにおいや加齢臭、アンモニア臭などの臭いに優れた

効果を発揮する「デオパワー®テープ」を縫着 

  ・熱をすばやく拡散・放熱する３層構造編み 

  ・ご家庭で水洗いが可能 

  ・シングルサイズのみとなります。 

 【サイズ】 

  ・シングル：横 97×縦 195㎝ 

 【素材】 

  ・ポリエチレン 60％、ポリエステル 20％、ナイロン 20％ 

 

 

 

 

㉙クールセット：クールデオドケットⅡハーフサイズ＋エッフ

ェクールマットレスカバー(S) 

【特長】 

（エッフェクールマットレスカバー） 

 ・やさしい涼しさの接触冷感効果のあるマットレスカバー 

 ・マットレスカバーはシングルサイズのみとなります。 

【サイズ】 

（エッフェクールマットレスカバー）  

・シングル：横 97×縦 195×高さ 28㎝ 

【素材】 

（エッフェクールマットレスカバー） 

・ナイロン 70％、ポリエステル 30％ 

【カラー】 

（エッフェクールマットレスカバー） 

 ・ブルー 

※クールデオドケットⅡハーフサイズの詳細については、④

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クールデオドパッド 

生地表面（拡大） 

クールデオドケットⅡ折り畳み時 

 

エッフェクールマットレスカバー 

パッケージ 
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㉚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

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】 

  ・グリップ ：木材 

・シャフト ：カーボンファイバー 

  ・足元ライト ：ポリカーボネート・ＬＥＤ 

・杖先ゴム ：天然ゴム 

【重量】 

・約 320g 

 【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 

  

㉛キュリエス・エージー消臭肌掛けふとん 

 【特長】 

  ・除菌機能糸アグリーザ®を使用。銀イオンの力で付着した

菌を除菌します。 

  ・ミネラルを豊富に含んだ富士山の湧き水を使用し、「か 

せ染め」という甲斐絹（かいき）の時代から培われた 

高い技術を活かし、日本国内の工場で丁寧に作り上げて

います。 

  ・夏は肌掛け、冬はお手持ちの羽毛ふとんをセットしてご

使用いただけます。 

【サイズ】 

 ・横 150×縦 210㎝ 

【素材】 

 ・側地（表）：ポリエステル 80％、綿 20％ 

・側地（裏）：ポリエステル 65％、綿 31％、アクリル 4％ 

・ポケット部（頭側表）：ポリエステル 80％、綿 20％ 

・ポケット部（頭側裏）：ポリエステル 60％、 

ポリウレタン 40%（防滑生地） 

・ポケット部（足側）：ポリエステル 80％、綿 20％ 

・詰物：ポリエステル 100％ 

【重量】・詰物重量：0.5㎏ 

【カラー】・グリーン 

  

 

 

 

 

LC-09 LC-10 

キュリエス・エージー消臭肌掛けふとん 

外側 内側 

※夏は肌掛け、冬はお手持ちの羽毛ふとんをセットしてご使

用いただけます 
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㉜かぶせるだけで、清潔・安心・節約「マットレスプロテクタ

ー プレミアムＤＸ＋ピロケースプロテクター プレミアム

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。（お一人でのご使用を想定） 

 *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。（お二人でのご使用を想定） 

【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℃)。 

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） ：横 97×縦 195×高さ 35㎝ 

  ・Ｍ（セミダブル） ：横 122×縦 195×高さ 35㎝ 

  ・Ｄ（ダブル） ：横 140×縦 195×高さ 35㎝ 

  ・ＷＤ（ワイドダブル） ：横 154×縦 195×高さ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マットレスプロテクター プレミアムＤＸ（装着時） 

マットレスプロテクター プレミアムＤＸ（非装着時） 

マットレスプロテクター プレミアムＤＸ（表面） 

パッケージ見本 



- 20 - 

㉝プロテクター３点セット 

【特長】 

 ・マットレスプロテクタークラシックＤＸ、ボックスシー

ツ、ポリエステルパッドの３点セット 

 ・マットレスに被せることで、長持ちさせることができる

優れもの。 

① 防水性：表側から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お休みいただけ 

ます。 

④ 節 約：ご自宅の洗濯機で洗えて、乾燥機（60℃）  

の使用も可能です。 

⑤ 厚 み：マチ幅 35 ㎝仕様なので、厚めのマットレ 

スにも対応可能です。 

 【サイズ】 

（マットレスプロテクター クラシックＤＸ） 

 ・Ｓ（シングル） ：横 97×縦 195×高さ 35㎝ 

 ・Ｍ（セミダブル） ：横 122×縦 195×高さ 35㎝ 

 ・Ｄ（ダブル） ：横 140×縦 195×高さ 35㎝ 

 ・ＷＤ（ワイドダブル） ：横 154×縦 195×高さ 35㎝ 

（ボックスシーツ） 

 ・Ｓ（シングル） ：横 100×縦 200×高さ 35㎝ 

 ・Ｍ（セミダブル） ：横 122×縦 200×高さ 35㎝ 

 ・Ｄ（ダブル） ：横 140×縦 200×高さ 35㎝ 

 ・ＷＤ（ワイドダブル） ：横 154×縦 200×高さ 35㎝ 

（ポリエステルパッド） 

 ・Ｓ（シングル） ：横 97×縦 195㎝ 

 ・Ｍ（セミダブル） ：横 122×縦 195㎝ 

 ・Ｄ（ダブル） ：横 140×縦 195㎝ 

 ・ＷＤ（ワイドダブル） ：横 154×縦 195㎝ 

【素材】 

（マットレスプロテクター クラシックＤＸ） 

 ・表面：ポリエステル 100％ 

 ・側面：ポリエステル 100％ 

（ボックスシーツ） 

 ・綿 100％ 

（ポリエステルパッド） 

 ・表生地：綿 35％、ポリエステル 65％ 

 ・詰物：ポリエステル 100％ 

 ・４隅ゴム付 

 

 

 

 

 

 

プロテクター３点セット内容 

ポリエステルパッド折り畳み時 

パッケージ見本 
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 【カラー】 

 （ボックスシーツ） 

  ・アイボリー 

㉞ビーズチェア「ルーフィット」 

 【特長】 

  ・安らぎを感じるしずく型 

・使い方は自由自在 

  ・体勢に合わせて体にフィットします。 

  ・日本製 

 【サイズ】 

  ・約横 65×縦 100㎝ 

 【素材】 

  ・表生地：ポリエステル 100％ 

  ・クッション材：ポリエチレンビーズ 

 【重量】 

  ・3.8㎏ 

 【カラー】 

  ・ブラック、テラコッタ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クッション本体 

ブラック  テラコッタ 

ご使用例① 

ご使用例② 
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㉟家具職人がつくる「木製オーバーナイター小物入れ」 

【特長】 

  ・引出し付の木製小物入れです。 

・上段がトレー、下段が引出しになります。毎日持ち歩く

鍵や腕時計、財布、携帯電話、またリビングのリモコン

などの小物や書類を入れてご使用いただけます。 

・上下段ともにＡ４サイズの用紙が入ります。（下段収納内

寸 幅 22.2×奥行 31.2×高さ 50㎝） 

 【サイズ】 

  ・幅 28×奥行 37×高さ 10㎝ 

 【材質】 

  ・化粧板 

 【重量】 

  ・約 2㎏ 

 

 

 

㊱家具職人がつくる「収納付きスツール」 

 【特長】 

  ・収納ボックス（コロ引出し）付のスツールです。 

  ・玄関や脱衣室等での腰掛けとして、またリビングや子供

部屋等での収納用としてご使用いただけます。（収納内

寸 幅 51.5×奥行 21.5×高さ 20㎝） 

【サイズ】 

 ・幅 59×奥行 29×高さ 42.4㎝ 

【材質】 

 ・本体：化粧板 

 ・クッション 詰物：ブレスエアー 

        生地：ポリエステル（撥水仕様） 

 

 

 

 

 

 

引出しを開けた状態 

引出しを閉めた状態 

引出しを開けた状態 

引出しを閉めた状態 
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※優待品は一部仕様が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※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 

2021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 18 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、2021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、2022年３月 31日までといたします（年度繰越はいた

しません）。 

 

 

 

 

以 上 


