
「日本橋駅」より直結！ 配送料無料! 引き取り無料!
■ 掲載の価格は税抜き表示となっております。　■ 掲載の写真は実際の商品とは色が異なっている場合がございますので、あらかじめご了承ください。　
■ 数量に限りがございます。万一品切れの節は何卒、ご容赦ください。　■ 店舗によって一部取扱い商品・サービス内容が異なります。

〒103-0027　東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋1丁目三井ビルディング コレド日本橋地下1階

0120-543-443
期間中、本チラシご持参の上
30,000円（＋税）以上お買い上げで

期間中、本チラシご持参の上
10,000円（＋税）以上お買い上げで

※一部地域・離島を除きます。 ※ご希望の方はお申し出ください。 ※一部条件がございます。　
※関東圏内対象です。

営業時間 平　日／11：00→20：00
土日祝／11：00→19：00

東京メトロ 銀座線・東西線

C 1 出口

ホームページ
リニューアルしました!
または

大 典特2
特典.1 特典.2

本日より 73/ 日迄

期　間
店 舗 情 報

日本橋西川

セミダブル・ダブルサイズもございます。 セミダブル・ダブルサイズもございます。

プレミアムモデル
［エアーSI］マットレス
レギュラータイプ
シングル（9×97×195cm）

80,000円（＋税）

プレミアムモデル
［エアーSI-H］マットレス
ハードタイプ
シングル（9×97×195cm）

95,000円（＋税）
セミダブル・ダブルサイズもございます。

ゼロスリーモデル
［エアー03］マットレス

シングル（9×97×195cm）

60,000円（＋税）
セミダブル・ダブルサイズもございます。

スタンダード01モデル
［エアー01］SEマットレス

シングル（8×97×195cm）

40,000円（＋税）

体感サポートで、
さらにプレミアムな寝心地。
［エアーSI］は、日々のセルフケアのために開発された特殊
立体構造。横向き、仰向け、どちらの寝姿勢でも、身体にム
リのない快適な寝心地を実現します。

持ち運び用［エアーポータブル］
薄型・コンパクトになってどこでも移動が可能。
この1枚をプラスすることで［エアー］の優れた機能を
発揮し快眠をサポート。

点で支える高機能ウレタンによって体圧を分散。ずっと座って
いても疲れにくく、デスクワークや長時間のドライブ、フライト
など、さまざまなシーンで活躍します。

快適な座り心地が持続する［エアー］のクッション。

バッグ付き

温度上昇を抑え、通気性の高い構造と素材の一体化により、
爽やかな使用感が得られる4D感覚ピローの進化版です。

最先端のプロダクトを搭載した
ハイエンドモデル。

次世代の眠りを
カタチにしたニューモデル。
従来の波形凹凸構造を進化させ、
クッション性や通気性を高めた次世代モデルが誕生。

店頭限定モデル店頭限定モデル

店頭限定モデル

4層の異なる素材による
特殊立体クロススリット構造
［エアーSX］は、新たな調整スリットと、両サイドのエッジを
強化したカッティングにより、眠りのフォームを繊細かつタ
フにサポート。横向きでの寝心地もより快適に、眠りの質を
更なる高みへ導きます。

あなたの眠りを
深化させる、一枚がある。

シングル（9×97×195cm）

130,000円（＋税）

エスエックスモデル

［エアーSX］マットレス
レギュラータイプ

セミダブル・ダブルサイズもございます。セミダブル・ダブルサイズもございます。

シングル（9×97×195cm）

150,000円（＋税）

エスエックスモデル

［エアーSX-H］マットレス
ハードタイプ

［エアー01］は快適な眠りへと導く特殊立体波形構造。
表面の凹凸が体圧を分散、ベース部が身体をしっかり支
えます。 硬さは選べる2タイプ。

［エアーポータブル］
モバイルマットレス

［エアーポータブル］
クッション／L

（3.5×97×195cm）

33,000円（＋税）
（5×40×80cm）

10,000円（＋税）

クッション／スクエア
（5×40×40cm）

5,000円（＋税） Low （62×38×11cm）  High（62×38×13cm） 28,000円（＋税）

クッション／S
（5×40×40cm）

6,000円（＋税）

コンディショニングピロー
［エアー4DX］ピロー



持ち運びも
ラクラク!

背骨まっすぐ寝姿勢

その他のタイプの
&Fr e eマットレスも
ご用意しております。

私にぴったり合ったまくらがここにある。
オーダーメイドまくら

いい眠りで、強いカラダへ。

健康応援キャンペーン

寝返りしやすい
心地よいマットレス

No.1
当社売上

※当社調べ

自分の寝姿勢をキープし、寝返りしやすいことがポイントです。
敷きふとん選びのポイント

自分の頭や首の高さに合わせることがポイントです。

肩こりがひどく、いくつ枕を替
えてもダメで探していました
が、私に合った枕を選んでも
らったおかげでよく眠れるよ
うに、本当にありがとう。　　
　　　         （女性30代）

この枕を使用してから、眠り
が深くなりました。身体もいい
感じです。枕は大切です。
　　　　　　 （女性40代）

枕にこだわって色々買いまし
たが、やっと良い枕に出会え
て本当に感謝しております。
　　　　　　 （女性50代）

横向きに寝ても肩と
腰が痛くないので
気にいってます。
       （60代・男性）

使いはじめて半年がたちまし
た。腰痛は軽くなったように
感じます。また、すぐに入眠
できるようになり、満足して
います。        （30代・女性）

使用して一カ月程たちました
が、寝返りが楽になり、腰の負
担が軽くなったような気がしま
す。やはりふとんのおかげかな
あと思います。   （50代・女性）

たった5mmの高さが眠りを変える。

&Freeマットレス 一般的な敷きふとん

圧迫が少ない 圧迫が大きい

寝心地がよい
適度なクッショ
ン性と1,680個
もの点で支え、
体への圧力を
分散し、血行を
妨げません。

特殊立体構造にカットされたウレタン
が理想の寝姿勢を保ってくれます。

寝返りの際に肩・腰に負担が
かかりません。

1 腰がラク2 寝返りがラク3

（中身の交換は有料となります）

体圧を分散して、
体への圧迫が少なくてラク

仰向きも
横向きもラク

西川の&Freeマットレスが選ばれている3つの理由

購入後の高さ調節が
何度でも無料！だから安心！

1 眠りのプロ
『スリープマスター』と
一緒に作るから納得！

2 固さの素材が選べて、
高さ調節が細かいから
まくら探しのお悩み解消！

3

西川のオーダーまくらが選ばれている3つの理由

店頭にてさまざまなタイプの商品をご用意しております!
ご体感することが

一番の
近道です！

本日より 73/ 日迄

期  間

スマホ・PCから
店内を3Dで体験できます。さらに

眠りのプロ
スリープマスター多数在席!
お気軽にご相談ください!

&Free 
マットレス SG
［シングル］ 
9×97×195cm
表地：消臭加工  3つ折

［シングル］ 
★ハードタイプもございます

ブラウンブラウン

あなたにぴったり合った
オーダーメイドまくらをご提案します。

さらにワンランク上の
寝心地へ

オーダーメイドまくら
プライムシリーズ

70×43cm
オーダーメイドまくら

25,000円（＋税） 35,000円（＋税）

150,000円（＋税）（＋税）（＋税） 170,000円（＋税）（＋税）

身体に優しくフィットする
マットレスをご提案します。

日本橋西
川の

眠りのプロ

スリープマ
スターが

日本橋西
川の

眠りのプロ

スリープマ
スターが

●整圧 ●羽毛＆粒わた
●真綿＆粒わた

選べる素材

最大14ヵ所調整3層式

柔軟性と弾力性を
兼ね備えた
ハイブリッド仕様

春の健康応援キャンペーン
※応募ハガキでの抽選となります。 
※詳しくは店頭またはお電話ください。

3/31水
まで

2021年

期間中、＆F r e eブランド商品をお買い上げの方に、
抽選で5 0名様に健康応援グッズをプレゼント！

まくら選びのポイント

または 日本橋西川 検 索

私だけの
いちばんラクな

寝 姿 勢 へ

詳しくは
コチラ


