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BED FRAME 

DONAU  ドナウ

特徴
■オーストリア製ナラ無垢の木製ベッドフレーム
■色：無塗装のため製品誤差があります。
■ RERAX社のウッドスプリングを落としこめるRELAX 専
用シングル2連のベッド
■ナチュールフレックスを置く場合は別売りの受け板が必要で
す。
■別サイズは3～ 6ヶ月輸入にかかります。（時価）

ヘッド付ワイドキングサイズ（シングル×２）
S　　ワイドキング W2100×L2160×H1120 330,000 円 マット面43㎝

RELAX2000・マットレスセット ＋231,000円＋165,000円各2 1,122,000 円 床下隙間28.5㎝

ナチュールフレックス・下板セット ＋165,000円+22,000円各2 704,000 円 マットレス別売り

その他のマットレスをセット用 ロール式受け板：S×2台 44,000 円 落とし込み20cm

サイドフレームまでの高さは 50cm　低くしたい場合はご相談ください。

注意事項
ヨーロッパサイズ（100×200cm）のウッドスプリング、マットレスを落とし込みで使用できるベッドです。
当店在庫価格です。次回入荷時は価格が変更となります。

RELAX専用ベッド
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WN1　ウォルナット１

ヘッド付　フレームのみ・すのこオプション

マット面　35cm ヘッドなし ヘッド有り
S　　シングル W1055×L2115×H720 要見積り 要見積り
SD　セミダブル W1255×L2115×H720 要見積り 要見積り
WK　ワイドキング W2055×L2115×H720 要見積り 要見積り

 すのこ（杉板）　シングル　18,000 円　セミダブル　22,000　ワイドキング　36,000 円
Relax ナチュールフレックス用のオプション　シングル　下板またはロール式受け板　22,000 円

セミダブル　下板　27,500 円
ワイドキングには、下板 2 セット必要。また、サイドフレームの幅が変わります。

注意事項
ヨーロッパサイズ（100×200cm）のウッドスプリング、マットレスを落とし込みで使用できるベッドです。
バイタルウッド・エルゴフレックス・ヒュスラーネスト等には、すのこ、又はロール式受け板が必要です。
基本的に注文製作で納期は約30日です。

眠りのプロショップオリジナルベッド

特徴
■無垢のウォルナット材を使った
　オリジナルベッドフレーム
■地元・滋賀県長浜で製造
■ひのきシリーズと同じデザイン
　棚・コンセント付きもできます。
■ひまわり油の自然油仕上げ
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HINOKI-01　ひのき-01

特徴
■無垢のひのき材を使ったオリジナルベッドフレーム
■ヘッドレスのシンプルなベッド
■地元・滋賀県長浜市産のひのき材使用
　製造も地元木工メーカー
■ひまわり油の自然油仕上げ
■高さサイズ変更可能（基本無料）

ヘッド無し 単体価格はフレームのみで、すのこは含みません。

RELAX2000 ナチュールセット ミルフィセット すのこセット
シングル W1055×L2115×H350 319,000 円 275,000 円 205,000 円 106,000 円
セミダブル W1255×L2115×H350 391,000 円 341,500 円 248,000 円 127,000 円
ワイドキング W2055×L2115×H350 650,000 円 562,000 円 422,000 円 224,000 円

セット内容

ベッドフレーム単体
RELAX2000
S：231,000

SD：286,000

ウッドスプリング
S：165,000

SD：209,000

エレメント
S:99,000

SD:121,000
すのこ

S：18,000
SD:22,000

WK:36,000

S：88,000
SD：105,000 専用下板

S:22,000
SD:27,500

すのこ
S：18,000
SD:22,000WK：188,000

※別途マットレスが必要です。ワイドキングはサイドフレームの幅が変わります。
ミルフィエレメントセットは、ベッド幅が 30mm 狭くなります。

※ワイドキングのセット価格には、各シングルサイズ 2 セット分の価格が含まれます。
注意事項
ヨーロッパサイズ（100×200cm）のウッドスプリング、マットレスを落とし込みで使用できるベッドです。
基本的に注文製作で納期は約30日です。

眠りのプロショップオリジナルベッド

節が少ないものをご希望の場合は別途
お見積りいたします

通常は節があります
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HINOKI-02　ひのき-02
眠りのプロショップオリジナルベッド

特徴
■無垢のひのき材を使ったオリジナルベッドフレーム
■ヘッドボード付きのシンプルなベッド
■地元・滋賀県長浜市産のひのき材使用
　製造も地元木工メーカー
■ひまわり油の自然油仕上げ
■ヘッドボードサイズ・高さサイズ変更可能（基本無料）
■簡単なデザイン変更も可能（基本無料）

ヘッド無し 単体価格はフレームのみで、すのこは含みません。

RELAX2000 ナチュールセット ミルフィセット すのこセット
シングル W1055×L2115×H350 330,000 円 286,000 円 216,000 円 117,000 円
セミダブル W1255×L2115×H350 406,000 円 356,500 円 263,000 円 142,000 円
ワイドキング W2055×L2115×H350 692,000 円 604,000 円 464,000 円 266,000 円

セット内容

ベッドフレーム単体
RELAX2000
S：231,000

SD：286,000

ウッドスプリング
S：165,000

SD：209,000

エレメント
S:99,000

SD:121,000
すのこ

S：18,000
SD:22,000

WK:36,000

S：99,000
SD：120,000 専用下板

S:22,000
SD:27,500

すのこ
S：18,000
SD:22,000WK：230,000

※別途マットレスが必要です。ワイドキングはサイドフレームの幅が変わります。
ミルフィエレメントセットは、ベッド幅が 30mm 狭くなります。

※ワイドキングのセット価格には、各シングルサイズ 2 セット分の価格が含まれます。
注意事項
ヨーロッパサイズ（100×200cm）のウッドスプリング、マットレスを落とし込みで使用できるベッドです。
基本的に注文製作で納期は約30日です。

節が少ないものをご希望の場合は別途
お見積りいたします

通常は節があります
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ヘッド無し 単体価格はフレームのみで、すのこは含みません。

RELAX2000 ナチュールセット ミルフィセット すのこセット
シングル W1055×L2115×H350 351,000 円 307,000 円 237,000 円 138,000 円
セミダブル W1255×L2115×H350 431,000 円 381,500 円 288,000 円 167,000 円
ワイドキング W2055×L2115×H350 732,000 円 644,000 円 504,000 円 306,000 円

セット内容

ベッドフレーム単体
RELAX2000
S：231,000

SD：286,000

ウッドスプリング
S：165,000

SD：209,000

エレメント
S:99,000

SD:121,000
すのこ

S：18,000
SD:22,000

WK:36,000

S：120,000
SD：145,000 専用下板

S:22,000
SD:27,500

すのこ
S：18,000
SD:22,000WK：270,000

※別途マットレスが必要です。ワイドキングはサイドフレームの幅が変わります。
ミルフィエレメントセットは、ベッド幅が 30mm 狭くなります。

※ワイドキングのセット価格には、各シングルサイズ 2 セット分の価格が含まれます。
注意事項
ヨーロッパサイズ（100×200cm）のウッドスプリング、マットレスを落とし込みで使用できるベッドです。
基本的に注文製作で納期は約30日です。

節が少ないものをご希望の場合は別途
お見積りいたします

通常は節があります

HINOKI-03　ひのき-03

特徴
■無垢のひのき材を使ったオリジナルベッドフレーム
■地元・滋賀県長浜市産のひのき材を使用
	 製造も地元木工所でオーダーメイド
■ひまわり油の自然油仕上げ
■ヘッド部棚にスライドカバー式コンセントを
　オプションで付けられます。
　（有料※1か所につき＋11,000 円：WKは 2ヶ所が標準）
■棚・コンセントのサイズ・位置は変えられます（基本無料）

眠りのプロショップオリジナルベッド
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INTIME TRUST

注意事項
マットレス巾97cm×長さ195cm専用。100×200cmマットレスは使用不可。
手すり等の別売り専用オプションはご相談下さい。畳の部屋の場合は、重量にご注意ください。

S　　シングル W1100×L2060×H690mm 244,200 円 マット面 25 ㎝

組み立て設置費 お届け先により金額が変わります 25,300 円より 組み立て設置料は必須

ハイトスペーサー 高さ　+10cm 13,200 円
キャスター 高さ　+5cm 14,520 円

おすすめセット
ジェルトロン
　スーパーエクシードH150
+ビラベック羊毛ベッドパッド

+223,500 円

インタイム　トラスト電動リクライニングベッド

特徴
■パラマウント社の電動ベッド
■ハイロー機能を省いたローコストベッド
■オプションで楽匠シリーズの手すりがつけられます。
■フレーム：MDF、オレフィン系シート、PVC
	 	 　　メルクシーパイン集成材、パーティクルボード
■ベッド本体：スチール製（一部樹脂成形品）
■質量：76kg　（マットレス別）
■色：ミディアムブラウン・ダークブラウン
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POINT SUPPORT BED
ポイントサポートベッド　フローリ・ビアド

ポイントサポートベッド Viado
S　　シングル W990×L1980×H38　20kg 151,800 円 メーカー直送料込み

　 
注意事項：沖縄及び離島への配達はできません。

特徴
■衝撃吸収と柔軟性に加え、反発弾性を併せ持つ、特殊な樹脂製スプリングエレメントで構成されます。
■ 66個のスプリングエレメントが人体工学に基づき配列、身体状況に応じ、個別に硬さの調整が可能
■レッドドットデザインアワード、IF デザインアワード、ドイツデザインアワード (ノミネート)、また、人体工
学知見から開発した商品に付与される「IGR」認定も受けております。
■パーツ一個から硬さ調節可能　破損・劣化時には取り外し交換可能
■肩部 2列はダブルクッション仕様
◆スプリング部：ポリアミド樹脂
◆フレーム部：ブナ材ラミネート加工

硬さ調節：ソフト 硬さ調節：ミディアム 硬さ調節：ハード
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ひのきすのこベッド

ヘッド無　お客様組み立て価格 色＝ナチュラル

Ｓ　　シングル W1000×L2000×H300 特価 86,900 円 マット面 30 ㎝

ＳＤ　セミダブル W1200×L2000×H300 特価 90,200 円 床下隙間 23 ㎝

Ｄ　　ダブル W1400×L2000×H300 特価 99,000 円
ナイトテーブル W500×L250×H500 特価 37,400 円

注意事項
お客様組み立て　組み立て工賃・送料は有料（※マットレス同時お買い上げで送料のみ無料）

特徴
■広島府中のシンプルでしっかりした6足の国産ベッド
です。伝統的なアリ桟組で仕上げています。
■高地産ひのき材を使った純国産品の無垢集成材です。
安全なエコウレタン塗装をしています。F ☆☆☆☆
■スノコ裏面には、通常処分する節のある木を使って材
料を余さず使っています。
■市販の収納ボックスがうまく収まります。
■簡単に組立が可能で、工具付きです
■ナイトテーブルも揃っています
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桐すのこベッド

ヘッド無　お客様組み立て価格 色＝ナチュラル

Ｓ　　シングル W1000×L2000×H300 特価 72,600 円 マット面 30 ㎝

ＳＤ　セミダブル W1200×L2000×H300 特価 79,200 円 床下隙間 23 ㎝

Ｄ　　ダブル W1400×L2000×H300 特価 84,700 円
注意事項
お客様組み立て　組み立て工賃・送料は有料（※マットレス同時お買い上げで送料のみ無料）

特徴
■広島府中のシンプルでしっかりした6足の国産ベッド
です。伝統的なアリ桟組で仕上げています。
■中国産桐材と一部ポプラ材を使った無垢集成材です。
安全なエコウレタン塗装をしています。F ☆☆☆☆
■スノコ裏面には、通常処分する節のある木を使って材
料を余さず使っています。
■市販の収納ボックスがうまく収まります。
■簡単に組立が可能で、工具付きです
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HUSLER NEST　コーチ　ブナ

商品には各サイズの下記商品が含まれております
■ベッドフレーム
■リフォーマエレメント
■マットレス厚み 5cm 又は 7.5cm

素材：ブナ材
ヘッドボードなし

サイズ マット 7.5cm マット 5cm リフォーマエレメント

Ｓ　　シングル W1080×L2070×H405 562,100 円 545,600 円 182,600 円
ＳＤ　セミダブル W1280×L2070×H405 617,100 円 598,400 円 203,500 円
Q　　クイーン W1680×L2070×H405 878,900 円 848,100 円 225,500 円
K　　キング W1880×L2070×H405 936,100 円 905,300 円 249,700 円

ヘッドボード付き
サイズ マット 7.5cm マット 5cm リフォーマエレメント

Ｓ　　シングル W1080×L2070×H405 653,400 円 636,900 円 182,600 円
ＳＤ　セミダブル W1280×L2070×H405 716,100 円 697,400 円 203,500 円
Q　　クイーン W1680×L2070×H405 991,100 円 960,300 円 225,500 円
K　　キング W1880×L2070×H405 1,052,700 円 1,021,900 円 249,700 円

注意事項
手動リクライニング機能付きもあります。後付け不可。
シングル＋70,400 円・セミダブル+70,400 円・クイーン＋138,600 円・キング139,700 円
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素材：アルダー材
ヘッドボードなし

サイズ マット 7.5cm マット 5cm リフォーマエレメント

Ｓ　　シングル W1080×L2070×H405 482,900 円 466,400 円 182,600 円
ＳＤ　セミダブル W1280×L2070×H405 533,500 円 514,800 円 203,500 円
Q　　クイーン W1680×L2070×H405 774,400 円 743,600 円 225,500 円
K　　キング W1880×L2070×H405 825,000 円 794,200 円 249,700 円

ヘッドボード付き
サイズ マット 7.5cm マット 5cm リフォーマエレメント

Ｓ　　シングル W1080×L2070×H405 546,700 円 530,200 円 182,600 円
ＳＤ　セミダブル W1280×L2070×H405 599,500 円 580,800 円 203,500 円
Q　　クイーン W1680×L2070×H405 847,000 円 816,200 円 225,500 円
K　　キング W1880×L2070×H405 900,900 円 870,100 円 249,700 円

注意事項
手動リクライニング機能付きもあります。後付け不可。
シングル＋70,400 円・セミダブル+70,400 円・クイーン＋138,600 円・キング139,700 円

HUSLER NEST　コーチ　アルダー

商品には各サイズの下記商品が含まれております
■ベッドフレーム
■リフォーマエレメント
■マットレス厚み 5cm 又は 7.5cm



www.sleep-natura.jp

価格は10％の消費税込表示です

p.13

BED FRAME 

お客様組み立て価格 色：ナチュラル・ブラウン
才数 サイズ ウッドスプリング すのこ

メーカー定価 メーカー定価
Ｓ　 8.6 W1007×L2050×H860 81,400 円 62,150 円 
ＳＤ 10.0 W1207×L2050×H860 114,400 円 75,900 円
Ｄ　 11.8 W1407×L2050×H860 132,000 円 93,500 円

マット面25/30㎝ 床下隙間　12/17cm

注意事項
配達・組み立て工賃＋ 3,000 円 （※長浜市・米原市・彦根市以外の地域は要相談）
マットレス同時購入で配達・組み立て設置料サービス（※上記地域に限る）
長さ195cmマットレス用のため、200cmマットレスは、はみ出ます。

Caprice　クルーセⅡ

■	ベッドフレームについて
このベッドフレームは、日本国内でデザイン・設
計され、きちんと品質管理された、中国の提携
工場で生産されています。
安心してお使いいただける「F ★★★★」の製品
です。

・素材：タモ突板
・塗装　ポリウレタン塗装 F ★★★★

特徴
■２カ所の棚に2口コンセントとライト付き
■ねじの位置を変更することで、
　高さを2段階に調節できます

ウッドスプリングは、しなやかさ、反発力
に優れたビーチ材を幾層にも重ねて軽くて
丈夫なスラットで形成しています。積層材
のスラットには、隙間から湿気を逃がす働
きもあり、板にかかる負荷はサイドのホル
ダーが吸収してくれます。一番負荷がかか
る腰の部分はスラットを２枚にして体型・
好みによりアジャスター（つまみ）で硬さを
調整することが可能です。センベラ ラテッ
クスマットレスと併用することで体圧分散
がスムーズになり、正しい寝姿勢を保ち快
適な寝心地をお約束します。
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ウッドスプリングは、しなやかさ、反発力
に優れたビーチ材を幾層にも重ねて軽くて
丈夫なスラットで形成しています。積層材
のスラットには、隙間から湿気を逃がす働
きもあり、板にかかる負荷はサイドのホル
ダーが吸収してくれます。一番負荷がかか
る腰の部分はスラットを２枚にして体型・
好みによりアジャスター（つまみ）で硬さを
調整することが可能です。センベラ ラテッ
クスマットレスと併用することで体圧分散
がスムーズになり、正しい寝姿勢を保ち快
適な寝心地をお約束します。

■ベッドフレームについて
このベッドフレームは、日本国内でデザイン・設計され、
きちんと品質管理された、中国の提携工場で生産され
ています。
安心してお使いいただける「F ★★★★」の製品です。

Rusk 　ラスク ヘッドレス

特徴
■ヘッドなしの省スペースデザイン
■脚を交換することで、高さを2段階に調節できます

・素材：タモ突板
・塗装　ポリウレタン塗装 F ★★★★

お客様組み立て価格 色：ナチュラル・ブラウン
才数 サイズ ウッドスプリング すのこ

メーカー定価 メーカー定価
Ｓ　 5.7 W1007×L2010×H300/220 76,450 円 57,200 円 
ＳＤ 6.7 W1207×L2010×H300/220 104,500 円 66,000 円
Ｄ　 7.9 W1407×L2010×H300/220 118,250 円 79,750 円

マット面25/30㎝ 床下隙間　12/17cm

注意事項
配達・組み立て工賃＋ 3,000 円 （※長浜市・米原市・彦根市以外の地域は要相談）
マットレス同時購入で配達・組み立て設置料サービス（※上記地域に限る）
長さ195cmマットレス用のため、200cmマットレスは、はみ出ます。
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価格は10％の消費税込表示です
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ウッドスプリングは、しなやかさ、反発力
に優れたビーチ材を幾層にも重ねて軽くて
丈夫なスラットで形成しています。積層材
のスラットには、隙間から湿気を逃がす働
きもあり、板にかかる負荷はサイドのホル
ダーが吸収してくれます。一番負荷がかか
る腰の部分はスラットを２枚にして体型・
好みによりアジャスター（つまみ）で硬さを
調整することが可能です。センベラ ラテッ
クスマットレスと併用することで体圧分散
がスムーズになり、正しい寝姿勢を保ち快
適な寝心地をお約束します。

■ベッドフレームについて
このベッドフレームは、日本国内でデザイン・設計され、
きちんと品質管理された、中国の提携工場で生産され
ています。
安心してお使いいただける「F ★★★★」の製品です。

Rusk 　～ラスク～

特徴
■かどを大きく削って丸くしたヘッドがかわいい
　デザインのフレーム
■脚を交換することで、高さを2段階に調節できます

・素材：タモ突板
・塗装　ポリウレタン塗装 F ★★★★

お客様組み立て価格 色：ナチュラル
才数 サイズ ウッドスプリング すのこ

メーカー定価 メーカー定価
Ｓ　 7.6 W1007×L2035×H840/760 85,250 円 66,000 円 
ＳＤ 8.9 W1207×L2035×H840/760 115,500 円 77,000 円
Ｄ　 10.3 W1407×L2035×H840/760 132,000 円 93,500 円

マット面25/30㎝ 床下隙間　12/17cm

注意事項
配達・組み立て工賃＋ 3,000 円 （※長浜市・米原市・彦根市以外の地域は要相談）
マットレス同時購入で配達・組み立て設置料サービス（※上記地域に限る）
長さ195cmマットレス用のため、200cmマットレスは、はみ出ます。
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■	ベッドフレームについて
このベッドフレームは、日本国内でデザイン・
設計さ　れ、きちんと品質管理された、中国
の提携工場で生産されています。
安心してお使いいただける「F ★★★★」の製
品です。

ウッドスプリングは、しなやかさ、反発力
に優れたビーチ材を幾層にも重ねて軽くて
丈夫なスラットで形成しています。積層材
のスラットには、隙間から湿気を逃がす働
きもあり、板にかかる負荷はサイドのホル
ダーが吸収してくれます。一番負荷がかか
る腰の部分はスラットを２枚にして体型・
好みによりアジャスター（つまみ）で硬さを
調整することが可能です。センベラ ラテッ
クスマットレスと併用することで体圧分散
がスムーズになり、正しい寝姿勢を保ち快
適な寝心地をお約束します。

Demir Ⅲ～デミールⅢ～

お客様組み立て価格 色：ナチュラル・ブラウン
才数 サイズ ウッドスプリング すのこ

メーカー定価 メーカー定価
Ｓ　 7.5 W1006×L2070×H870 99,000 円 79,750 円 
ＳＤ 8.9 W1206×L2070×H870 132,000 円 93,500 円
Ｄ　 10.5 W1406×L2070×H870 148,500 円 110,000 円

マット面25/30㎝ 床下隙間　13/18cm

注意事項
配達・組み立て工賃＋ 3,000 円 （※長浜市・米原市・彦根市以外の地域は要相談）
マットレス同時購入で配達・組み立て設置料サービス（※上記地域に限る）
長さ195cmマットレス用のため、200cmマットレスは、はみ出ます。


