


グースダウンをおススメしたい!!
ダウンが大きく、保温性が高い
全ての面において、ダック＜グース

羽毛ふとんの中身（ダウン）は、２種類!!
一般的にはグースの方がダウンが
大きいため暖かく、耐久性に優れ、
鳥独特の臭いもしないため、当店では
グースをおススメしています。
一般の基準では表示のダウン率は【±３～５％】まで認められていますが、
当店では90％表示の羽毛ふとんには93％のダウンを入れています。

ふわふわな羽毛がたっぷり1.2kg入れ!!
羽毛（ダウン）価格高騰で中の羽毛を減らして、
1.0kg入れの羽毛ふとんも増えてきましたが、
新潟の冬は寒く、最低でも1.2kgは必要です。
たかが200gと思うかもしれませんが、
右の女性が持っている羽毛が100gです!!
暖かさ・耐久性が違いますよ♪

あたたかく

シングル
サイズ

良質な水と洗剤で丁寧に洗浄された羽毛
不純物を徹底的に排除します!!

独自の片寄り防止キルティング（キルト）採用!!
長く使っても羽毛が片寄らない

国内基準の２倍の透明度になるまで洗浄

丁寧に洗浄された羽毛は、羽毛独特の臭いを消し、さらに不純物を
除去するため、同じ重さでもダウンの量は多く充填できるのです。

一般的なキルトは、寝返りをする
たびに、羽毛が片寄りやすいの
ですが、西川で開発した独自の
キルトは、移動しません。
そのため長く安心して使えます。

いつまでも

こんなに多く
の

不純物が…!!
こんなに多く

の

不純物が…!!

びっくり!!びっくり!!びっくり!!

確かな品質でお届けするための
独自の厳しい西川羽毛基準

さらに長く、安心して使っていただくため
専門店の万全なアフターフォロー

使うのは本気を出したダウンだけ!!
確かな品質をお客様にお
届けするために、業界基準
を超える西川独自の厳しい
検査に合格した羽毛だけ
を使用しているため、同じ
品質表示羽毛でも暖かさ・
耐久性が違います。

長くご使用の羽毛ふとんを羽毛診断士が
無料診断します。丸洗いやリフォームなど
も行っています。羽毛ふとんの事でお困り
の際は、お気軽にご相談ください。

安全・安心
こだわりの

暖かさ
他社にはない

技術
西川と当店の

信頼

※キルトは、全部で6種類。片寄り防止キルトは赤色表示。良くなるにつれ、フィット感UP!!
ノーマル ＜ ユニステーク ＜ ソリッドステーク ＜サイエンス（3種類）
※キルトは、全部で6種類。片寄り防止キルトは赤色表示。良くなるにつれ、フィット感UP!!
ノーマル ＜ ユニステーク ＜ ソリッドステーク ＜サイエンス（3種類）

各種クレジットカード・新潟市商品券などもご利用頂けます。

秋葉区新津本町2-10-27
TEL：0250-22-0808

駐車6台可能
毎週水曜定休

しあわせは眠りから。

売出
期間
売出
期間

12/12/本日より本日より 33（火）
日
（火）
日

お客様に本物をお届けするため、
世界の原産地から良質羽毛を

直接仕入れています!!
「より暖かく」「より末永く」「より安心して」使える西川の
羽毛ふとんは、上質な羽毛の原産国に自ら足を運び、
直接購入しています。生産者との信頼関係を築き、
自分達の目で見て、品質を見極めているのです。
選び抜かれた羽毛（ダウン）は、
宇都宮にある西川羽毛専用
工場【西川レベックス】にて
厳しい品質管理の元、洗浄・
精製・加工を施されて、皆様
の元に届けられています。

西川チェーン専門店の代表として、

現地視察＆直接契約

　　　　寝室環境・体質にもよりますが、毛布を掛ける場合、当店では【天然素材】をおススメしているので、下に掛けること
　　　　をご提案いたしております。体と羽毛ふとんとの隙間をなくし、冷気が入らず暖かい・ふとんを汚さない、傷めにくい
　　　　などの理由と天然素材ならではの湿度管理が一定に出来るからです。
上に掛ける毛布は多少の重みと滑りにくい毛布をお使いください。冷え症でお困りの方は、両方（上下）使うと良いでしょう!!

毛布は羽毛ふとんの上・下どっちに掛けると良いの！？

140×200cm　カシミヤ：100％140×200cm　カシミヤ：100％

78,000円78,000円+税+税

カシミヤ毛布カシミヤ毛布
店内にある最高級毛布!!　軽さが別格!!店内にある最高級毛布!!　軽さが別格!!

140×200cm
綿：99％　ポリウレタン1％
140×200cm
綿：99％　ポリウレタン1％

10,000円10,000円+税+税

シール織り 綿毛布シール織り 綿毛布
毛玉になりにくく、洗っても硬くなりにくい毛玉になりにくく、洗っても硬くなりにくい

使って初めてわかる掛け心地!!

ご使用中のお客様から喜びの声を

一番頂ける毛布です!!

使って初めてわかる掛け心地!!

ご使用中のお客様から喜びの声を

一番頂ける毛布です!!

使って初めてわかる掛け心地!!

ご使用中のお客様から喜びの声を

一番頂ける毛布です!!

140×200cm　絹：100％140×200cm　絹：100％

35,000円35,000円+税+税

ちきり織り シルク毛布ちきり織り シルク毛布
肌触りとフィット感が比べ物になりません!!肌触りとフィット感が比べ物になりません!!

寒くなったから羽毛ふとんを出してみたものの…!!

1マス　20ｇ1マス　20ｇ

2,500円2,500円+税+税
※約15分  当日お持帰り可能!!

足し羽毛
薄くなった部分に

気になる部分に
足し羽毛します!!

40g足し
羽毛ペッチャンコな

羽毛ふとんが…!!

ペッチャンコな
羽毛ふとんが…!!

5％還元
（550円相当）

5％還元
（1,925円相当）

5％還元
（4,290円相当）

足し羽毛で、ふっくら甦る!!足し羽毛で、ふっくら甦る!!
※写真は、衿元２か所に羽毛を足しました。（１マス20ｇ）

ポーランド産
ホワイトグースダウン90％ポーランド産
ホワイトグースダウン90％ポーランド産
ホワイトグースダウン90％ ポーランド産

ホワイトグースダウン93％ポーランド産
ホワイトグースダウン93％ポーランド産
ホワイトグースダウン93％中国産吉林省マザー

ホワイトグースダウン93％中国産吉林省マザー
ホワイトグースダウン93％中国産吉林省マザー
ホワイトグースダウン93％

コウダ・ヴィエルカ研究所認定コウダ・ヴィエルカ研究所認定 コウダ・ヴィエルカ研究所認定コウダ・ヴィエルカ研究所認定

ウクライナ産マザー
シルバーグースダウン95％ウクライナ産マザー
シルバーグースダウン95％ウクライナ産マザー
シルバーグースダウン95％ ダックダウン羽毛ふとん来客用におススメ!!来客用におススメ!!

ダウン
85％
ダウン
85％

ダウン
90％
ダウン
90％

19,800円19,800円+税+税
シングル：150×210cm
側生地：綿15％ ポリエステル85％
ノーマルキルト（一般的なキルト）

シングル：150×210cm
側生地：綿15％ ポリエステル85％
ノーマルキルト（一般的なキルト）

5％還元
（1,089円相当）

29,800円29,800円+税+税
シングル：150×210cm
側生地：綿15％ ポリエステル85％
ユニステークキルト

シングル：150×210cm
側生地：綿15％ ポリエステル85％
ユニステークキルト

5％還元
（1,639円相当）

毎日ご使用になると暖かみを失うのが早いですが、羽毛ふとんは使っただけ
痛むので、年に数回しか使わないのであれば、軽くて・暖かく、収納がラク!!

セミダブル・クィーン
サイズも作れます
セミダブル・クィーン
サイズも作れます

セミダブル・クィーン
サイズも作れます
セミダブル・クィーン
サイズも作れます

※グレー色のみ※グレー色のみ「安すぎても不安…でもあまり
高いのはね」と羽毛ふとん選びに
迷われている方はコレ!!

「安すぎても不安…でもあまり
高いのはね」と羽毛ふとん選びに
迷われている方はコレ!!

一般のグースと違いマザー（親鳥）
のダウンを入れました。
保温力・耐久性が違います!!

一般のグースと違いマザー（親鳥）
のダウンを入れました。
保温力・耐久性が違います!!

当店で一番売れている羽毛ふとん
保温力・耐久性・掛け心地
頑張れる価格も人気の理由!!

当店で一番売れている羽毛ふとん
保温力・耐久性・掛け心地
頑張れる価格も人気の理由!!

中身はもちろんのこと、キルトも
こだわり、フィット感を高め、
暖かい空気を逃がしません!!

中身はもちろんのこと、キルトも
こだわり、フィット感を高め、
暖かい空気を逃がしません!!

ポーランド産マザー
ホワイトグースダウン95％ポーランド産マザー
ホワイトグースダウン95％ポーランド産マザー
ホワイトグースダウン95％

コウダ・ヴィエルカ研究所認定コウダ・ヴィエルカ研究所認定

当店が一番おススメする羽毛ふとん
15年以上前からお使いの方も
今も、喜んで使っていただいています。

当店が一番おススメする羽毛ふとん
15年以上前からお使いの方も
今も、喜んで使っていただいています。

シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル50％ 綿50％
スーパーサイエンスキルト（羽毛片寄り防止キルト）
シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル50％ 綿50％
スーパーサイエンスキルト（羽毛片寄り防止キルト）

5％還元
（11,000円相当）

200,000円200,000円+税+税
シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル55％ 綿45％
ドレスサイエンスキルト（羽毛片寄り防止キルト）
シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル55％ 綿45％
ドレスサイエンスキルト（羽毛片寄り防止キルト）

5％還元
（7,425円相当）

135,000円135,000円+税+税
※当社内比較です。※当社内比較です。

シングル：150×210cm　　側生地：綿65％ ポリエステル35％
ユニステークキルト（羽毛片寄り防止キルト）
シングル：150×210cm　　側生地：綿65％ ポリエステル35％
ユニステークキルト（羽毛片寄り防止キルト）

5％還元
（4,389円相当）

79,800円79,800円+税+税

※当社内比較です。※当社内比較です。※当社内比較です。※当社内比較です。

シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル55％ 綿45％
ソリッドステークキルト（羽毛片寄り防止キルト）
シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル55％ 綿45％
ソリッドステークキルト（羽毛片寄り防止キルト）

5％還元
（5,500円相当）

100,000円100,000円+税+税
シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル70％ ポリエステル30％
ソリッドステークキルト（羽毛片寄り防止キルト）
シングル：150×210cm　　側生地：リヨセル70％ ポリエステル30％
ソリッドステークキルト（羽毛片寄り防止キルト）

5％還元
（3,289円相当）

59,800円59,800円+税+税

肩口から冷たい

空気が入らず、

あったかい!!

肩口から冷たい

空気が入らず、

あったかい!!

肩口から冷たい

空気が入らず、

あったかい!!

カラダにフィット!!

寝返りをうっても

はだけにくい!!

カラダにフィット!!

寝返りをうっても

はだけにくい!!

カラダにフィット!!

寝返りをうっても

はだけにくい!!

※当社内比較です。※当社内比較です。

※当社内比較です。※当社内比較です。

※当社内比較です。※当社内比較です。※当社内比較です。※当社内比較です。

従来のカシミヤ毛布と違い、

この毛布はカシミヤ100％

軽さ・風合い・保温力は別格です!!

従来のカシミヤ毛布と違い、

この毛布はカシミヤ100％

軽さ・風合い・保温力は別格です!!

従来のカシミヤ毛布と違い、

この毛布はカシミヤ100％

軽さ・風合い・保温力は別格です!!

薄くなった部分に

羽毛を補充できます。
薄くなった部分に

羽毛を補充できます。


