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■  銀座線 銀座駅  徒歩5分／有楽町線 銀座1丁目駅・浅草線 東銀座駅  徒歩2分
■  お車でお越しの方はお近くの有料駐車場をご利用ください。

OPEN 11:00 - CLOSE 20:00

TEMPUR® GINZA Showroom

TEL 03-6226-5868
定休日：年末年始

〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-8
ラウンドクロス銀座2丁目 1F
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［ テンピュール® 銀座ショールーム ］

■  みなとみらい線  元町・中華街 徒歩1分
■  お車でお越しの方はお近くの有料駐車場をご利用ください。

OPEN 11:00 - CLOSE 20:00

TEMPUR® YOKOHAMA Showroom

TEL 045-664-0003
定休日：火・水曜日・年末年始

〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町1-11-1
第二タイヨウビル 1F・2F

［ テンピュール® 横浜ショールーム ］

■  地下鉄 天神駅  徒歩5分
■  お車でお越しの方はお近くの有料駐車場をご利用ください。

OPEN 11:00 - CLOSE 20:00

TEMPUR® FUKUOKA Showroom

TEL 092-714-1233
定休日：水曜日・年末年始

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-12-8
Cesio Daimyo 1F

［ テンピュール® 福岡ショールーム ］Cesio Daimyo  1F
福岡ショールーム
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テンピュール® 製品カタログ

A sleep like no other
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テンピュール® が、僕の挑戦を支えてくれた。

これまでも、これからも。

A sleep like no other
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テンピュール® のある暮らし

TEMPUR®　Hygge
心地よい北欧の暮らし  H y g g e

全てのテンピュール®  素材が製造されているデンマークでは、
H y g g e（ヒュッゲ）というライフスタイルが根付いています。

ヒュッゲは“心地よい”を表すデンマーク語の概念。
ヒュッゲには、明確な定義はなく、人それぞれの感じ方にゆだねられています。

夜が長く、寒い冬が続くデンマークでは、自分だけのお気に入りのものに囲まれ、
自分がほっとする場所をとても大切にしています。

自然と屋内で過ごす時間が長くなり、
なかでも寝室は、誰もが1日の始まりと終わりを過ごす大切な場所。

デンマークの人々にとって、心地よさを感じるくつろぎの空間となっています。

お気に入りのものに囲まれ、穏やかな灯りをともし、
ほっこり温かい飲み物を飲んで、気持ちのよいベッドに横たわるヒュッゲな暮らし。

さあ、テンピュール®  と一緒にヒュッゲな暮らしを
はじめてみませんか。
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テンピュール® 素材は、体圧を分散、軽減します。オープンセル
（穴開きの細胞）構造で設計されたこの素材は、身体の重量
を吸収して均等に分散。究極の快適さを実現します。

圧迫感を最大まで軽減
テンピュール®素材は、柔らかくあってほしいところは柔ら
かく、硬さが必要なところは硬く、平均的な寝室の温度で身体
の形や重さに最適の状態で馴染むよう設計されています。
最も快適な姿勢がどのような姿勢でも、テンピュール® はその
姿勢に適応して、快適さをお届けします。

一人ひとりの身体に沿ったサポート

最大
3%

最大
20% 一般的な低反発素材の

最大リバウンド

テンピュール® 素材の
リバウンド

粘弾性セルが重さを吸収

テンピュール® のマットレスで体圧が分散・軽減された様子

体圧が集中しやすいポイント

テンピュール® 素材は、衝撃を吸収します。したがって、隣で
寝ているパートナーの動きに眠りを妨げられにくくなります。
衝撃の吸収は、リバウンド現象を通じて測定でき、吸収力が
高いほどリバウンドが少なくなります。一般的な低反発
素材に重いボールを落とすと最大20%リバウンドしますが、
テンピュール® の場合は、最大3%に留まります。

優れた衝撃の吸収
業界の専門家の多くが最高の睡眠を手に入れるためには
7年ごとにマットレスの状態をチェックすることを推奨してい
ますが、テンピュール®  マットレスは長期保証されています。
その間、マットレスの高さは95%以上維持され、へたること
なく、毎晩最高の品質を提供し続けます。

耐久性を保証

業界の 
買い換え推奨期間

テンピュール® の
保証期間

7年

10年

一人ひとりに適応し馴染む設計

リバウンド効果が実証する衝撃の吸収 テンピュール® マットレスの優れた耐久性

テンピュール® ヒストリー

TEMPUR®　NASA TEMPUR®

Sleep Technology™

テンピュール® の特長

NASAがロケット打ち上げ時の宇宙

飛行士にかかる重力を緩和しサポート

するため、高性能な素材を開発。

テンピュール® の歴史のはじまり1970

スウェーデンの研究者たちが、NASA

発明の素材を技術研究し、一般向けに

発展させる。

NASAの技術を研究1980

一般向けに、テンピュール® 製品を販売。

医療施設へのマットレスの導入が、

瞬く間に評判となり、オリジナル

マットレスやピローが誕生。

テンピュール® 素材の製品化1991

NASAより米国宇宙財団を通じて

「認定技術」ロゴの使用を許可される。

NASA承認1998

テンピュール® は、米国宇宙財団より
「認定技術」ロゴの使用を許可された、
唯一のマットレスとピローブランドです。

テンピュール® の物語は、NASAがロケット打ち上げ時の

宇宙飛行士にかかる強烈な加速重力を緩和するための

素材を開発した時に始まります。体重と体圧を均一に

分散するこのユニークな素材が、後のテンピュール® となり、

最高の眠りをお届けするマットレス、ピローが

生み出されました。

睡眠テクノロジーのパイオニア

私たちはイノベーションに対する熱い 想い、そしてできる限り最 上の
睡眠を提 供したいという熱意を原動力に日々努力を重ねています。

一人ひとりの身体に沿ったサポートと卓越した快 適性を届けるため、
睡眠の専門家、設 計者、技術者たちは長年に渡り素材を開発し、
その完成度を高めています。
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TEMPUR®

Mattress Collection

マットレスは数多くありますが、テンピュール® 素材ほど身体に沿い、フィットして

サポートしてくれるものは他にありません。テンピュール®  素材は、体温や体重、

体形に合わせ、最適な寝姿勢に導き快適にサポートし、一晩中妨げられることの

ない最高の眠りをお届けします。

テンピュール® の特長

米国宇宙財団より「認定技術」ロゴ
の使用を許可された唯一のマット
レス・ピローブランド。

NASA承認

テンピュール®  は、長期間最高の
品質を提供。長く安心してお使い
いただけます。

多くのテンピュール® 製品は、OEKO-
TEX®、LGA、CEマーク認証を受け
世界の安全基準をクリア。
※製品によって異なります。

安心の長期保証

世界基準の品質
環境先進国デンマークの自社工場
より環境に配慮した高品質の製品
をお届け。
※マットレス&ピロー。

デンマーク製※

Technology
& Safety

10
YEAR

GUARANTEE

10年保証
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やわらかめ
クラウドコレクション

 Soft

ふつう
オリジナルコレクション

Medium

かため
センセーションコレクション

Firm

かため
ファームコレクション

Firm

マットレスコレクション

※カタログ表記のマットレスの硬さ表示は、テンピュール® 製品の序列や特性によるものであり、マットレス本体に貼付された家庭用品品質表示とは一致しない場合がございます。

きっと見つかる最高の寝ごこち

お好みのかたさからあなたにフィットする

最高の寝ごこちをお選びいただけます。

安心の10年保証。その間、マットレス
の厚み95％以上保ち、へたることなく、
毎晩最高の品質を提供し続けます。

10年保証10
YEAR

GUARANTEE

10年保証

世界的に著名なアメリカのデザイン
コンサルティング会社IDEOとともに、
生み出したデザインのカバー。

革新的なデザイン

コレクションごとに異なるプレミア
感のあるカラーラベルが、マットレス
を引き立てます。

マットレスラベルデザイン

体温や体重、体形に反応し、カスタム
メイドのように寝姿勢にぴったり沿う
心地よさとサポートを実現します。

テンピュール® 素材

クイックリフレッシュ™  カバーと
インナーカバーに機能性素材を用い、
一年中快適な眠りを提供します。

クールタッチ™ テクノロジー

※リュクス 30モデルのみ

※エリート 25、リュクス 30モデルのみ
※写真はリュクス 30モデル。
　エリート 25モデルのインナーカバーは
　ホワイトです。

幾何学模様のカバーは、中央のファス
ナーで簡単に着脱し、洗濯できます。

クイックリフレッシュ™ カバー

P11

P13

P15

P17
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Soft Firm

マットレスコレクション

10
YEAR

GUARANTEE

10年保証

上質のサポートを望むと同時に、やわらかいマットレスで睡眠を楽しみたい方におすすめの

テンピュール® クラウドコレクション。

特別に開発したテンピュール®  エクストラソフト素材を最上層に用い、ふわっとやわ

らかな感触とともに包み込まれるようなサポートをもたらします。

テンピュール®
クラウドコレクションやわらかめ Soft

やわらかさとサポート力の抜群のバランス。特別に開発
されたテンピュール®  エクストラソフト素材が身体を
包み込み、やわらかな寝ごこちと安定したサポート力を
提供。カバーは取り外して洗濯可。

カラー ： ホワイト

カバー生地：
表面（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
側面（ポリエステル 98％、ポリウレタン 2％）
底面（ポリエステル 100％）

5cm テンピュール® エクストラソフト層
5cm テンピュール® サポート層
11cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

TEMPUR® Cloud Supreme 21
【 クラウド スプリーム 21 】

※イメージ

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19%、
　　  レーヨン 10％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

7cm テンピュール® エクストラソフト層
7cm テンピュール® サポート層
11cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

厚みを持たせたテンピュール® エクストラソフト層とサポート
層がより包み込まれる感触をもたらし、身体にしっかりフィット
しサポート。クイックリフレッシュ™ カバーは取り外して洗濯可。

TEMPUR® Cloud Elite 25
【 クラウド エリート 25 】

テンピュール®  クラウドコレクション史上、最も贅沢に
包み込まれるようなやわらかな寝ごこち。さらに、クイック
リフレッシュ™ カバーにクールタッチ™ テクノロジーを採用し
リニューアル。より快適で心地よい眠りをもたらします。
カバーは取り外して洗濯可。

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 66％、ポリエチレン 33％、
     ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19%、
　　  レーヨン 10％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

7cm テンピュール® エクストラソフト層
9cm テンピュール® サポート層
6.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

TEMPUR® Cloud Luxe 30
【 クラウド リュクス 30 】

※サイズオーダーも可能となりますが、カバーデザインは異なります。詳しくはお問合せください。（お見積りからご注文、お届けまで３～４ヶ月かかります。）
※マットレスは床に直置きせず、必ずベッドフレームをご使用ください。汗をかいたりお部屋の湿度が高いと感じられる場合は、換気などを行ってください。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。湿度が気になる方にはドライプロテクター（除湿シート）のご使用をおすすめいたします。　※表示価格は全て参考価格です。

※クラウド スプリーム 21およびクラウド リュクス 30のクイーンサイズは受注生産となります。 ご注文からお届けまで3～4ヶ月かかります。
*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）

*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H21cmS 税込209,000 円 
税込231,000 円 
税込264,000 円 
税込308,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H21cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H21cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H21cmQ

価  格

*

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H25cmS 税込242,000 円 
税込286,000 円 
税込341,000 円 
税込396,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H25cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H25cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H25cmQ

価  格

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H30cmS 税込275,000 円 
税込319,000 円 
税込374,000 円 
税込429,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H30cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H30cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H30cmQ

価  格

*
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Soft Firm
※イメージ

マットレスコレクション

※サイズオーダーも可能となりますが、カバーデザインは異なります。詳しくはお問合せください。（お見積りからご注文、お届けまで３～４ヶ月かかります。）
※マットレスは床に直置きせず、必ずベッドフレームをご使用ください。汗をかいたりお部屋の湿度が高いと感じられる場合は、換気などを行ってください。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。湿度が気になる方にはドライプロテクター（除湿シート）のご使用をおすすめいたします。　※表示価格は全て参考価格です。

すべての原点となり、テンピュール® ならではの特長を最も感じられるコレクション。

ロケット打ち上げ時に宇宙飛行士にかかる加速重力を緩和するために開発された素材は、

マットレスへと進化し、今もなお世界中の人々に愛され続けています。

体圧分散に優れた素材がカスタムメイドされるかのように、寝姿勢にぴったりと沿い、

無重力状態のような心地よさと身体全体へのサポートをお楽しみください。

テンピュール®
オリジナルコレクション

※イメージ

高耐久性ベースを2層に分けることで、よりサポート力のある
寝ごこちに。クイックリフレッシュ™ カバーは取り外して洗濯可。

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19%、
　　  レーヨン 10％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

3cm テンピュール® コンフォート層
9cm テンピュール® サポート層
6.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
6.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

高耐久性ベースとテンピュール® コンフォート層に厚みを
持たせ、より身体にしっかりフィットする寝ごこち。さらに、
クイックリフレッシュ™ カバーにクールタッチ™ テクノロジー
を採用しリニューアル。より快適で心地よい眠りをもたら
します。カバーは取り外して洗濯可。

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 66％、ポリエチレン 33％、
     ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19%、
　　  レーヨン 10％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

5cm テンピュール® コンフォート層
9cm テンピュール® サポート層
8cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
8cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）

テンピュール® 素材の本質的な利点である、抜群の心地よさと
サポート力を提供。カバーは取り外して洗濯可。

カラー ： ホワイト

カバー生地：
表面（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
側面（ポリエステル 98％、ポリウレタン 2％）
底面（ポリエステル 100％）

2cm テンピュール® コンフォート層
8cm テンピュール® サポート層
11cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H21cmS 税込209,000 円 
税込231,000 円 
税込264,000 円 
税込308,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H21cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H21cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H21cmQ

価  格

TEMPUR® Original Supreme 21
【 オリジナル スプリーム 21 】

TEMPUR® Original Elite 25
【 オリジナル エリート 25 】

TEMPUR® Original Luxe 30
【 オリジナル リュクス 30 】

10
YEAR

GUARANTEE

10年保証

*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）
*

※オリジナル スプリーム 21およびオリジナル リュクス 30のクイーンサイズは受注生産となります。 ご注文からお届けまで3～4ヶ月かかります。

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H25cmS 税込242,000 円 
税込286,000 円 
税込341,000 円 
税込396,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H25cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H25cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H25cmQ

価  格

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H30cmS 税込275,000 円 
税込319,000 円 
税込374,000 円 
税込429,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H30cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H30cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H30cmQ

価  格

*

ふつう Medium
Best
Seller
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Soft Firm

※サイズオーダーも可能となりますが、カバーデザインは異なります。詳しくはお問合せください。（お見積りからご注文、お届けまで３～４ヶ月かかります。）
※マットレスは床に直置きせず、必ずベッドフレームをご使用ください。汗をかいたりお部屋の湿度が高いと感じられる場合は、換気などを行ってください。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。湿度が気になる方にはドライプロテクター（除湿シート）のご使用をおすすめいたします。　※表示価格は全て参考価格です。

※センセーション スプリーム 21およびセンセーション リュクス 30のクイーンサイズは受注生産となります。 ご注文からお届けまで3～4ヶ月かかります。

高耐久性ベースを2層に分けることで、よりサポート力のある
寝ごこちに。高い弾力性と瞬時に感じる気持ちよさを提供。
さらに、クイックリフレッシュ™ カバーにクールタッチ™ 
テクノロジーを採用しリニューアル。より快適で心地よい
眠りをもたらします。カバーは取り外して洗濯可。

TEMPUR® Sensation Luxe 30
【 センセーション リュクス 30 】

上層部にあるテンピュール® 素材が体圧を分散し、ダイナミック
サポートテクノロジー層が動きやすさとサポートを提供。
カバーは取り外して洗濯可。

カラー ： ホワイト

カバー生地：
表面（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
側面（ポリエステル 98％、ポリウレタン 2％）
底面（ポリエステル 100％）

TEMPUR® Sensation Supreme 21
【 センセーション スプリーム  21 】 2cm テンピュール® コンフォート層

4cm テンピュール® サポート層
4cm ダイナミックサポートテクノロジー層
11cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

3cm テンピュール® コンフォート層
4cm テンピュール® サポート層
4cm ダイナミックサポートテクノロジー層
14cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H21cmS 税込209,000 円 
税込231,000 円 
税込264,000 円 
税込308,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H21cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H21cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H21cmQ

価  格

*

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H25cmS 税込242,000 円 
税込286,000 円 
税込341,000 円 
税込396,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H25cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H25cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H25cmQ

価  格

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H30cmS 税込275,000 円 
税込319,000 円 
税込374,000 円 
税込429,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H30cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H30cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H30cmQ

価  格

*

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19%、
　　  レーヨン 10％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

高耐久性ベースとコンフォート層に厚みを持たせ、動きやす
さに加え心地よさがさらにアップ。クイックリフレッシュ™ 
カバーは取り外して洗濯可。

TEMPUR® Sensation Elite 25
【 センセーション エリート 25 】

テンピュール® の無重力状態のような心地よさは欲しいけれど、従来のスプリングマットレスの

ような感触も楽しみたいとお考えの方におすすめ。

テンピュール® センセーションコレクションは、ダイナミックサポートテクノロジーによる

上質の心地よさと動きやすさ、そしてサポートをお約束します。

テンピュール®
センセーションコレクションかため Firm

※イメージ

10
YEAR

GUARANTEE

10年保証

マットレスコレクション

*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）

*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 66％、ポリエチレン 33％、
     ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19%、
　　  レーヨン 10％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

7cm テンピュール® コンフォート層
8cm ダイナミックサポートテクノロジー層
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
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Soft FirmSoft Firm

*クイーンサイズは、受注生産となります。（お届けまで3～4ヶ月かかります。）
Q*

※イメージ

初めてテンピュール® マットレスをご使用になられる方に
おすすめのエントリーモデル。ライトで手軽な使い心地。
カバーに機能糸を使用し、1年を通して快適な眠りを提供。

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 59％、ポリエチレン 40％、
　　　　　　  ポリウレタン 1％）
側面（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

5cm テンピュール® コンフォート層
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 
トップカバー（ポリエステル 99％、ポリウレタン 1％）
インナーカバー（ポリエステル 88％、ポリウレタン 12％）
側面（ポリエステル 70％、アクリル系 19％、レーヨン 10%、
　　  ポリウレタン 1％）
底面（ポリエステル 100％）

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H25cmS 税込242,000 円 
税込286,000 円 
税込341,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H25cmSD
S

税込396,000 円 約Ｗ160×Ｌ195×H25cm

約Ｗ140×Ｌ195×H25cmD

価  格

10
YEAR

GUARANTEE

10年保証

10
YEAR

GUARANTEE

10年保証

5cm テンピュール® サポート層
5cm テンピュール® エクストラファームサポート層
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）
7.5cm 高耐久性ベース（デュラベース™）

※マットレスは床に直置きせず、必ずベッドフレームをご使用ください。汗をかいたりお部屋の湿度が高いと感じられる場合は、換気などを行ってください。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。湿度が気になる方にはドライプロテクター（除湿シート）のご使用をおすすめいたします。　※表示価格は全て参考価格です。

ふつうかため Firm

※サイズオーダーも可能となりますが、カバーデザインは異なります。詳しくはお問合せください。（お見積りからご注文、お届けまで３～４ヶ月かかります。）
※マットレスは床に直置きせず、必ずベッドフレームをご使用ください。汗をかいたりお部屋の湿度が高いと感じられる場合は、換気などを行ってください。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。湿度が気になる方にはドライプロテクター（除湿シート）のご使用をおすすめいたします。　※表示価格は全て参考価格です。

TEMPUR® Firm Elite 25
【 ファーム エリート 25 】

ONE™ BY TEMPUR®

【 ワン™ バイ テンピュール® 】

NEWNEW

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H20cmS 税込176,000 円 
税込198,000 円 
税込231,000 円 

約Ｗ120×Ｌ195×H20cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H20cmD

価  格

税込231,000 円 
税込264,000 円 
税込297,000 円 

ベッドセット価格 
［ ONE™ BY TEMPUR® + Ergo ONE ］

※Ergo ONEの
　詳細はP32をご覧ください。

クイーンサイズは受注生産となります。 ご注文からお届けまで3～4ヶ月かかります。

2020年5月発売予定

一部店舗と公式ネットストア限定

テンピュール® マットレスコレクションの中で最もかための
寝ごこち。身体全体が沈み込みすぎずしっかりサポートしな
がらも、心地よくフィット。クイックリフレッシュ™ カバーは
取り外して洗濯可。

マットレスコレクション

※イメージ

Medium
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テンピュール®
センセーションコレクション

かため Firm

テンピュール®
オリジナルコレクション

ふつう Medium

テンピュール®
クラウドコレクション

やわらかめ Soft

テンピュール®
ファームコレクション

ワン™
バイ テンピュール®

ふつう Mediumかため Firm

マットレスコレクション

マットレスコレクション比較一覧

センセーション
スプリーム  21

センセーション
エリート  25

センセーション
リュクス  30

21 25 30

ダイナミック
サポート
テクノロジー
素材

ダイナミック
サポート
テクノロジー
素材

ダイナミック
サポート
テクノロジー
素材

クイック
リフレッシュ™
カバー

洗濯可 洗濯可 洗濯可

クイック
リフレッシュ™
カバー

10年 10年 10年

ファーム 
エリート 25 

25

テンピュール®
エクストラファームサポート

素材

クイック
リフレッシュ™
カバー

洗濯可

10年

ワン™
バイ テンピュール®

20

テンピュール® コンフォート
素材

洗濯可

10年

CoolTouch™

オリジナル
スプリーム  21

オリジナル
エリート  25

オリジナル
リュクス  30

21 25 30

テンピュール®
コンフォート

素材

テンピュール®
コンフォート

素材

テンピュール®
コンフォート

素材

クイック
リフレッシュ™
カバー

洗濯可 洗濯可 洗濯可

クイック
リフレッシュ™
カバー

10年 10年 10年

CoolTouch™

クラウド
スプリーム  21

モデル

主な素材

厚　み

マットレス断面

機　能

特　長

※取り外し可
カバー

保　証

マットレス断面の特長

テンピュール® コンフォート素材

クラウド
エリート  25

クラウド
リュクス  30

21 25 30

テンピュール® 
エクストラソフト

素材

テンピュール® 
エクストラソフト

素材

テンピュール® 
エクストラソフト

素材

クイック
リフレッシュ™
カバー

- -- - --

洗濯可 洗濯可 洗濯可

クイック
リフレッシュ™
カバー

10年 10年 10年

CoolTouch™

身体にぴったりと沿い、体圧を分散し、
寝返りなどによる振動を吸収します。

テンピュール® サポート素材
体圧を分散しながら、体形や体重に
合わせて身体をしっかり支え、最適な
サポートを提供します。

テンピュール® エクストラソフト素材
身体に沿いふわっとやわらかな感触を
もたらし、包みこまれるようにサポート
します。

ダイナミックサポートテクノロジー素材
テンピュール® 素材と連動し、マットレス
上での動きやすさをサポートします。

テンピュール® エクストラファームサポート素材
テンピュール® 素材の心地よさとかため
のサポートを提供します。

高耐久性ベース（デュラベース™）
上層と連動し、長期間最適な心地よさ
とサポート力を発揮します。

P11 P13 P15 P17 P18

-

- ---
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TEMPUR®

Futon  /  Topper

A mattress like no other

※イメージ

テンピュール®  素材は、一般的な低反発素材ではありません。

研究開発を重ね、独自の開発製法により、世界の眠りを変えたテンピュール®。

さあ、あなたもテンピュール®  の眠りを体験してみませんか。

身体に正確に適応

体温や体重、体形に反応し、

寝姿勢にぴったりと沿う

心地よさとサポートを

実現します。

不要な寝返りの減少

身体にぴったりと沿い

体圧を分散し、不要な寝返りを

減らすことで、安らかな眠りを

提供します。

妨げられることのない眠り

寝返りなどの振動を吸収し、

隣で寝ている相手の動きに

妨げられることなく、ぐっすりと

お休みいただけます。

マットレスコレクション
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すっきりと三つ折り + 収納
フトンシリーズは、三つ折りができますので押し入れ等へすっきりと収納が可能。お部屋を広く使えて便利です。

税込52,800円
税込60,500円

フトンフトン

カラー ： グレー  ※クールカバー使用時はホワイト

カバー生地 ： 
表面 ウォームカバー（綿 75％、ポリエステル 25％）
 クールカバー（ポリエステル 67％、ポリエチレン 33％）
側面 （ポリエステル 100％）
底面 （ポリエステル 100％）

季節に合わせて選べる４つの寝ごこち

● 両面仕様
　季節に応じてフォーム上下を入れ替えて使用
　季節に合わせた選べる寝ごこち
● 2層カバー
　春夏はクールカバー、秋冬はウォームカバー
　使用で快適な寝ごこち
● 付属ベルト使用で三つ折り収納も簡単
● カバーは取り外して洗濯可
※ウォームカバーは必ずタンブル乾燥を行ってください。

TEMPUR® Futon All Seasons™

【 フトン オールシーズンズ™ 】
TEMPUR® Futon Simple
【 フトン シンプル 】

税込96,800円
サイズ

約Ｗ  95×Ｌ195×H7cmS
価  格

※ご使用中以外は通気の良い場所で保管してください。冷たい床の上などに敷いたままにされますと、汗や水分が放出されずカビが発生する原因となります。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。　※表示価格は全て参考価格です。

テンピュール® の特性を備えたスタンダードモデル
テンピュール® 素材の寝ごこちや
サポートを感じられる、3分割された
折りたたみやすいデザインです。

● スタイリッシュでさらっとした
　肌ざわりのカバー

● スリムで折りたたみやすく、収納に便利

● カバーは取り外して洗濯可

カラー ： ライトグレー 

カバー生地 ： 表面（ポリエステル 100％）
  底面（ポリエステル 100％）

※ご使用中以外は通気の良い場所で保管してください。冷たい床の上などに敷いたままにされますと、汗や水分が放出されずカビが発生する原因となります。カビの発生は
　保証対象外となりますので十分ご注意ください。　※表示価格は参考価格です。

※イメージ ※イメージ

外装イメージ ベルト装着イメージ

［折りたたみ時のサイズ］
約 W95×L66×H24cm

5
YEAR

GUARANTEE

5年保証

1cm ウォームカバー
  （テンピュール® エクストラソフト素材）

2cm テンピュール® コンフォート層
2cm サポートウレタン層
2cm テンピュール® TCM層

カバーとフォームの組み合わせで
異なる4種類の寝ごこちをお楽しみいただけます。

3cm テンピュール® サポート層
3cm 高耐久性ベース

厚さ 6cm

テンピュール® エクストラソフト素材を
カバーにキルティング。
より柔らかな感触。

ウォームカバー ［秋・冬用］

通気性に優れ、ひんやりとした   
爽やかな肌ざわり。 

クールカバー ［春・夏用］

抜群の心地よさとサポート力。
コンフォート面 ［冬・春用］

テンピュール® クライメイト素材™
（TCM）を用い、より爽やかで快適な眠り。

ブリーズ面 ［夏・秋用］

折りたたみ時イメージ

［折りたたみ時のサイズ］
S 約 W 95×L65×H18cm
SD 約 W120×L65×H18cm

サイズ

約Ｗ  95×Ｌ195×H6cmS
約Ｗ120×Ｌ195×H6cmSD

価  格

外装イメージ

2
YEAR

GUARANTEE

2年保証

厚さ 7cm
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TEMPUR®

Bed

税込 99,000円
税込116,600円
税込134,200円
税込154,000円

トッパー

カラー ： A面／ホワイト、 B面／クリーム

カバー生地 ： A面（ポリエステル 100％）
 B面（綿 73％、ポリエステル 22％、ポリウレタン 5％）

※サイズオーダーも可能となっております。 （お見積からご注文、お届けまで３～４ヶ月かかります。）

夏に適した涼しげで
滑らかな肌ざわり［Ａ面］

冬に適した温かみの
ある肌ざわり［Ｂ面］

※表示価格は全て参考価格です。

15
YEAR

GUARANTEE
LIMITED

15年限定保証

TEMPUR® Topper 7
【 トッパー 7 】

素材の異なるカバーを両面に使用した
スタイリッシュで実用的なトッパー

● 厚さ7cmのボリュームの
    ある寝ごこちにグレードアップ

● お好みに応じて使用面を選べる両面仕様

● カバーは取り外して洗濯可

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195×H7cmS
約Ｗ120×Ｌ195×H7cmSD
約Ｗ140×Ｌ195×H7cmD
約Ｗ160×Ｌ195×H7cmQ

価  格

※イメージ

テンピュール® の寝ごこちはそのままに、
お使いの布団やマットレスに重ねるだけ。
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ベッド

理想の睡眠姿勢「Zero -G®  ポジション」と体圧分散に優れた「テンピュール®」で
進化した、極上のスリープスポット。これまでにない新たな眠りを提供します。

極上の眠りパーフェクトスリープシステム

フラットポジション時 リクライニング時 Zero-G®ポジション時

リモコンのボタンを押すだけの簡単な操作
で無段階に調節可能。お好みの姿勢にぴっ
たりとフィットします。

● 背・脚２モーターで角度調節も自在● Zero-G® ポジション機能

OKIN社製のモーターを使用。

● OKINモーター

ワイヤーがないので場所を気にせずにリモ
コンをお使いいただけます。

肩部と脚部の2箇所のバイブレーション
機能は、異なるレベルを選べます。タイマー
付きで10分、20分、30分の選択可能。

※Ergo ONE の製品仕様は、P34（電動リクライニングベッド比較一覧）をご覧ください。

バイブレーション

USBジャック搭載。スマートフォンやタブ
レットなど、もっと広がるくつろぎデジ
タルライフ。

● USBジャック

※Zero-G® Elevate KD のみの機能です。

モーター
OKIN

※Zero-G® Curve® のみの機能です。

ボタン1つでフットライトがON。夜間の
足元も安心。

● フットライト

リクライニング時にフレーム全体が後ろ
にスライドするため、フラット時と頭の
位置が変わりません。

● 後ろにスライド移動するバックスライド 

脚側にマットレスのズレを防止する
ホルダー付き。

● マットレスホルダー

リラックスしてお過ごしいただける３つの
ポジションをプリセット。

● レスト／リラックス／リフレッシュポジション 

一度押すと押し続けなくてもフラットポジ
ションに戻る機能付き。

ボタン1つで、身体に圧力がかからず無重力
のような状態を実現する「Zero-G®（ゼロ グラ
ビティ）」ポジションにリクライニング。
※ Zero-G® ポジションとは、膝が心臓の位置より若干高く持ち
　 上げられた 心身ともにくつろぐことのできるポジションです。

事前に登録された3つのポジション（レスト
/リラックス/リフレッシュ）をお好みのポジ
ションに調整、記憶させることができます。

● ワイヤレスリモートコントロール● バイブレーション機能● フラットポジション機能● ポジションメモリー機能

【 ゼロジー® コレクション 】
TEMPUR®  Zero-G®  Collection

※イメージ
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税込236,500 円
税込258,500円
税込280,500円

価  格

ベッドはただ眠るだけのものではない。そんな発想から、電動リクライニングベッドの概念を覆す
スタイリッシュなデザイン美を追求。従来のZero - G®機能に加え、スリムでシャープなフォルム、
流線的で美しい曲線を持つデザインにこだわったモデルです。

柔軟かつかたくて丈夫な素材をベース部に使用。美しい曲線を
描きながら身体をきちんと支え、3Dメッシュ素材の床面は、
通気性に優れ快適な寝ごこちを実現。

モダンスタイリッシュなZero-G®

フレックスコンポジット™
+ 3Dブリーザブルメッシュ 音波で振動するバイブレーションユニット。振動音を軽減。

ソニックバイブレーション（音波振動）
ヘッド側とフット側で
分割ができ、様々な居住
空間への設置を可能に。

フレーム分割タイプ

TEMPUR® Zero-G® Curve®

【 ゼロジー® カーヴ® 】

カラー ： ミッドナイトブラック
材　質 ： 
［フレーム］ 炭素鋼・アルミニウム合金・ポリウレタンフォーム
［フレームカバー］ ポリエステル　［レッグ］ スチール、プラスチック
［ベッドボトム］ ポリエステル・繊維強化熱可塑性プラスチック
モーター ： 2モーター　レッグ ： 4本

5
YEAR

GUARANTEE

5年保証

※ベッドの保証内容に関しては、製品の取扱説明書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問い合わせください。　※表示価格は参考価格です。

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195cmS
約Ｗ120×Ｌ195cmSD
約Ｗ140×Ｌ195cmD

税込330,000 円
税込352,000円
税込374,000円

価  格

対応マットレスサイズ ： S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm） D（約W140×L195cm）

※上記はおおよそのサイズです。 フレーム

195cm
SD 120cm
S 97cm

D 140cm

29～36cm

（ベッドボトム部 16cm + 付属レッグ 約13～20cm）

※イメージ

※ベッドの保証内容に関しては、製品の取扱説明書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問い合わせください。　※表示価格は参考価格です。

リクライニングやバイブレーション、Zero -G®ボタンやフラットボタンなどZero -G®  の
主要な機能を継承しながらも、フレームが分割可能なので、電動リクライニングベッドでありながらも様々な
居住空間にも柔軟に対応できます。さらに、USBジャック搭載でベッドでの時間をより充実したものに。

空間に合わせてフィットするZero-G®

TEMPUR® Zero-G® Elevate KD
【 ゼロジー® エレベート ケーディー 】

※上記はおおよそのサイズです。 フレーム

195cm
SD 120cm
S 97cm

D 140cm

27cm

（ベッドボトム部 22cm + 付属レッグ 5cm）

※イメージ

カラー ： グレー
材　質 ： 
［フレーム］ 炭素鋼・ポリエチレンフォーム
［フレームカバー］ ポリエステル　［レッグ］ ウッド
［ベットボトム］ 有孔ボード・ポリウレタンフォーム
モーター ： 2モーター　レッグ ： 6本

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195cmS
約Ｗ120×Ｌ195cmSD
約Ｗ140×Ｌ195cmD

対応マットレスサイズ ： S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm） D（約W140×L195cm）

5
YEAR

GUARANTEE

5年保証

ベッド

ヘッド側裏面に U S B ジ ャックを搭載。
スマートフォンやタブレットなど、デジ
タルライフも広がります。

USBジャック
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税込231,000 円 
税込264,000 円 
税込297,000 円 

ベッド

※ベッドの保証内容に関しては、製品の取扱説明書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問い合わせください。　※表示価格は参考価格です。※ベッドの保証内容に関しては、製品の取扱説明書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問い合わせください。　※表示価格は参考価格です。

195cm
SD 120cm
S 97cm

D 140cm

24cm

（ベッドボトム部 19cm + 付属レッグ 5cm）

カラー ： ダークグレー
材　質 ： 
［フレーム］ 炭素鋼・ポリウレタンフォーム
［フレームカバー］ ポリエステル　［レッグ］ スチール・プラスチック　
［ベッドボトム］ 有孔ボード・ポリウレタンフォーム
モーター ： 2モーター　レッグ ： 4本

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195cmS
約Ｗ120×Ｌ195cmSD
約Ｗ140×Ｌ195cmD

税込209,000 円
税込231,000円
税込253,000円

価  格

対応マットレスサイズ ： S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm） D（約W140×L195cm）

フレーム※上記はおおよそのサイズです。 ※上記はおおよそのサイズです。

カラー ： ブラック
材質：
［フレーム］ スチール
［レッグ］ スチール・プラスチック
［ベッドボトム］ 合板・ポリエステル・ポリプロピレン
  　 ポリエチレンフォーム
モーター ： 1モーター　レッグ ： 6本 対応マットレスサイズ ： S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm） D（約W140×L195cm）

フレーム

NEW

様々な居住空間にフィット。
模様替えや引越しにも便利。

軽量＆コンパクト

基本設計にこだわったシンプル設計で、電動リクライニングベッドを初めてお使いいただく方におすすめ。
軽量かつフレームが折りたたみ可能なコンパクトデザインなので、お部屋を選ばず設置していただけます。
※ 1モーターで頭側の昇降に連動して、脚側が昇降します。脚側の単独昇降はできません。

折りたたみ可能なエントリーモデル

TEMPUR® Ergo ONE
【 エルゴ ワン 】

※イメージ ※イメージ

2
YEAR

GUARANTEE

2年保証

お好みに応じてレッグの高さを
お選びいただけます。
※7.5cmレッグ使用の場合は、レッグ底に短レッグ
　保護パーツ（0.5cm）を装着してお使いください。

選べるレッグ

SD 120cm
S 97cm

D 140cm

（ベッドボトム部 11cm + 付属レッグ 22.5cm）

195cm

33.5cm

サイズ

約Ｗ  97×Ｌ195cmS
約Ｗ120×Ｌ195cmSD
約Ｗ140×Ｌ195cmD

税込110,000 円
税込121,000円
税込132,000円

価  格

Zero-G® シリーズのスタンダードモデル。

頭部と脚部のリクライニングや、異なるレベルが選べるタイマー付きバイブレーション機能も搭載。

その他にもワンタッチで実現する無重力ポジションのZero-G®ボタン、

フラットボタンも装備され操作もスムーズです。

パーフェクトスタンダードなZero-G®

TEMPUR® Zero-G® Lifestyle
【 ゼロジー® ライフスタイル 】

5
YEAR

GUARANTEE

5年保証

15cm22.5cm 7.5cm※

※ONE™ BY TEMPUR® の詳細はP18をご覧ください。

ベッドセット価格 
［ ONE™ BY TEMPUR® + Ergo ONE ］
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○
（1ポジション）

275,000円税込

319,000円税込

374,000円税込

242,000円税込

286,000円税込

341,000円税込

○
（リラックスのみ）

Zero-G® ポジション

ポジションメモリー

バックスライド

ワイヤレスリモコン

マットレスホルダー

フットライト

USBジャック

分割フレーム

折りたたみフレーム

耐荷重

保 証

フローティングヘッドボード 

ベッド脚

176,000円税込

198,000円税込

231,000円税込

Zero-G® Curve®

330,000円税込

352,000円税込

374,000円税込

価  格 （4本）

税込22,000 円
税込11,000 円

Zero-G® Curve®  /  Zero-G® Lifestyle

96,800円税込

S

SD

D

そ
の
他

ミッドナイト
ブラック

○

○

○

○

○

-

○

○

○

○

○

○

○
（キャスター/レッグ）

385kg

5年

-

-

-

カラー

Zero-G®

Curve®

リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ

オ
プ
シ
ョ
ン

バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン

オプションでレッグをお選びいただくことで、高さを変えることもできます。

フローティングヘッドボード 

ベッド脚

S
SD
D

価  格

税込 49,500
税込 55,000

円

円

税込 60,500 円

約Ｗ  97×H 90×D 8cm

約Ｗ120×H 90×D 8cm

約Ｗ140×H 90×D 8cm

サイズ

※Zero-G®Curve®  ： 設置時、床からの高さ約103㎝（レッグ高13㎝の場合）
※Zero-G®Elevate KD / Zero-G®Lifestyle  ： 設置時、床からの高さ約95㎝

材　質 ： ［表面材］ ポリエステル
 ［主　材］ 合板・高弾性ポリウレタンフォーム

床から浮いたすっきりとしたデザインで、
フレームと同じ色の布製ヘッドボードが
取り付け可能です。

対象製品

キャスター

レッグ

価  格 （6本）

税込33,000 円
税込16,500 円

Zero-G® Elevate KD  /  Ergo One

約13cm約13cm

キャスター レッグ

S

ベッドフレーム 価格

SD

D

サイズ

タイプ
Zero-G® Elevate KD

236,500円税込

258,500円税込

280,500円税込

Zero-G® Lifestyle

209,000円税込

231,000円税込

253,000円税込

Ergo One 

110,000円税込

121,000円税込

132,000円税込

型 番

電動リクライニングベッド比較一覧

※ Ergo Oneは、1モーターで頭側の昇降に連動して、脚側が昇降します。脚側の単独昇降はできません。

S

SD -

Futon All Seasons™

フトン 価格

サイズ

タイプ 

52,800円税込

60,500円税込

Futon Simple

マットレス 価格

サイズ

タイプ ・ 厚さ

209,000円税込

231,000円税込

264,000円税込

グレー

○

○

○

○

-

-

○

○

○

○

○

○

○

○

385kg

5年

-

Zero-G®

Elevate KD

ダークグレー

○

○

○

○

-

-

○

○

○

○

○

○

385kg

5年

-

-

-

Zero-G®

Lifestyle

ブラック

○※

-

-

-

-

-

-

○

○

○

○

294kg

2年

キャスター［6本］

-

-

-

Ergo One

Zero-G® Curve® 用
カラー ： ミッドナイトブラック

Zero-G® Elevate KD 用
カラー ： グレー

Zero-G® Lifestyle 用
カラー ： ダークグレー

ヘッド/フット
リクライニング

レスト/リラックス/
リフレッシュポジション

バイブレーション
（3段調節）

バイブレーション
（6段調節）

バイブレーション
タイマー

ワンタッチフラット
ボタン

製 品

※エルゴ ワンはキャスターのみの対象となります。

［4本］ ○
（キャスター/レッグ）

［6本］ ○
（キャスター/レッグ）

［4本］

リュクス 30

30cm
エリート 25

25cm
ワン™ バイ テンピュール®

20cm
スプリーム 21

21cm

○
（3ポジション）

○
（3ポジション）

○
（3ポジション）

オプション

ベッド
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55,000円税込

66,000円税込

77,000円税込

88,000円税込

143,000円税込

165,000円税込

187,000円税込

209,000円税込

198,000円税込

220,000円税込

242,000円税込

264,000円税込

-

209,000円税込

231,000円税込

253,000円税込

-

110,000円税込

121,000円税込

132,000円税込

-

236,500円税込

258,500円税込

280,500円税込

-

330,000円税込

352,000円税込

374,000円税込

フレームデザインを選ぶ

価 格 :  レザー

※機能詳細はP27~をご覧ください。
※K（キング）サイズをお選びの方は、S（シングル）サイズ2台が、必要となります。

※Kサイズをお選びの方は、Sサイズ2台が必要となります。

※フレーム単体の価格です。ベッドベース（パネルフレーム/電動リクライニングベッド）の価格は含まれておりません。　※受注生産のため、お届けまで約3週間程度かかります。
※ベッドの保証内容に関しては、同梱の保証書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問合せください。　※表示価格は参考価格です。

※上記はおおよそのサイズです。

材　質 ： 
合板・ウレタンフォーム

包みこまれるようなヘッドボード両サイドの独特なフォルムが印象的なベッドフレーム。
重厚感のあるデザインでくつろぎの時間をお過ごしいただけます。

100通り以上の豊富なバリエーションを取り揃えたテンピュール® ベッドコレクション。
フレーム、マテリアル / カラー、ベッドベースをお選びいただき、
あなただけの特別なベッドフレームをお届けします。

包みこまれるような安定感のあるプレミアムデザイン

きっと見つかるあなただけの特別なベッドフレーム

TEMPUR® Rhea

Rhea 【 レア 】 Ibis 【 アイビス 】 Plover 【 プローバー 】 

【 レア 】

ベッド

フレーム
【ファブリック / A-2 チャコールグレー】

※イメージ

サイズ

約Ｗ137×Ｌ221×HB108cmS
約Ｗ160×Ｌ221×HB108cmSD
約Ｗ180×Ｌ221×HB108cmD
約Ｗ200×Ｌ221×HB108cmQ

価 格 :  ファブリック

ベッドフレーム

253,000円税込308,000円税込約Ｗ235×Ｌ221×HB108cmK

31cm

221cm

31cm

K 235cm

108cm

【 ベッドコレクション 】
TEMPUR®  Bed Collection

オーダー手順

STEP 01

A-1
シルバーグレー

A-2
チャコールグレー

A-3
ブラウン

B-1
グレー

B-2
ブラウン

B-3
ネイビー

カバー生地 ： ポリエステル 100％ カバー生地 ： 合成皮革（PVC）

Frame Design

ベースとなる基本デザインをお選びください。

マテリアル / カラーを選ぶSTEP 02 Material / Color

マテリアル /  カラーをお選びください。

ベッドベースを選ぶSTEP 03 Bed Base

ライフスタイルに合ったベッドベースをお選びください。

1
YEAR

GUARANTEE

1年保証

ファブリック

S

ベッドベース価格
パネルフレーム Zero-G® Curve® Zero-G® Elevate KD Zero-G® Lifestyle Ergo One

SD
D
Q

サイズ
タイプ

C-1
ホワイト

C-2
ブラック

C-3
ブラウン

レザー（合成皮革）

パネルフレーム
スタンダードなベッドベース

※1年保証 電動リクライニングベッド

パネルフレーム
または

電動リクライニング
ベッド

をお選びください。

+

ベッドベース

様々な機能を搭載した電動リクライニングベッドベース

対応マットレスサイズ ：
S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm）
D（約W140×L195cm） Q（約W160×L195cm）

Zero-G® Curve®

サイズ ：
S（約W97×L195×H25cm） SD（約W120×L195×H25cm）
D（約W140×L195×H25cm） Q（約W160×L195×H25cm）
材 質：［フレーム］ MDF、合板、LVL（単板積層材）、不織布　［レッグ］ 木

お届けまで約3週間
受注生産

Zero-G® Elevate KD Zero-G® Lifestyle Ergo One

NEW

SD 160cm
S 137cm

D 180cm
Q 200cm

お届けまで約3週間
受注生産

35 36



121,000円税込

143,000円税込

165,000円税込

187,000円税込

165,000円税込

187,000円税込

209,000円税込

231,000円税込

132,000円税込

154,000円税込

176,000円税込

198,000円税込

176,000円税込

198,000円税込

220,000円税込

242,000円税込

パネルフレーム
または

電動リクライニング
ベッド

をお選びください。

パネルフレーム
または

電動リクライニング
ベッド

をお選びください。

※フレーム単体の価格です。ベッドベース（パネルフレーム/電動リクライニングベッド）の価格は含まれておりません。　※受注生産のため、お届けまで約3週間程度かかります。
※ベッドの保証内容に関しては、同梱の保証書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問合せください。　※表示価格は参考価格です。

どんなインテリアにも調和する、すっきりとした印象を与えるベーシックなベッドフレーム。
マテリアル /  カラー次第でお好みの空間を演出します。

飽きのこないシンプルなデザイン

TEMPUR® Plover
【 プローバー 】

ベッド

※イメージ※イメージ

1
YEAR

GUARANTEE

1年保証

※フレーム単体の価格です。ベッドベース（パネルフレーム/電動リクライニングベッド）の価格は含まれておりません。　※受注生産のため、お届けまで約3週間程度かかります。
※ベッドの保証内容に関しては、同梱の保証書をご確認いただくかテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問合せください。　※表示価格は参考価格です。

シンプルなヘッドボードにアクセントとなるラインを施し、デザインにこだわったベッドフレーム。
洗練されたデザインで、お部屋をモダンに彩ります。

スリムなフォルムにアクセントを加えたモダンデザイン

TEMPUR® Ibis
【 アイビス 】

1
YEAR

GUARANTEE

1年保証

約Ｗ119×Ｌ221×HB108cmS
約Ｗ142×Ｌ221×HB108cmSD
約Ｗ162×Ｌ221×HB108cmD
約Ｗ182×Ｌ221×HB108cmQ

約Ｗ105×Ｌ215×HB102cmS
約Ｗ128×Ｌ215×HB102cmSD
約Ｗ148×Ｌ215×HB102cmD
約Ｗ168×Ｌ215×HB102cmQ

価 格 :  レザー

材　質 ： 
合板・ウレタンフォーム

サイズ
価 格 :  ファブリック

ベッドフレーム
ベッドベース

対応マットレスサイズ ：
S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm）
D（約W140×L195cm） Q（約W160×L195cm）

+

※上記はおおよそのサイズです。

221cm

31cm

SD 142cm
S 119cm

D 162cm
Q 182cm

108cm

価 格 :  レザー

材　質 ： 
合板・ウレタンフォーム

サイズ
価 格 :  ファブリック

ベッドフレーム
ベッドベース

対応マットレスサイズ ：
S（約W97×L195cm） SD（約W120×L195cm）
D（約W140×L195cm） Q（約W160×L195cm）

+

※上記はおおよそのサイズです。

215cm

31cm

SD 128cm
S 105cm

D 148cm
Q 168cm

102cm

フレーム
【レザー /  C-2 ブラック】

フレーム
【ファブリック / B-2 ブラウン】

お届けまで約3週間
受注生産

お届けまで約3週間
受注生産
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ピローコレクション

適切なピローを選ぶと、睡眠の質に影響を及ぼす寝姿勢を改善することができます。

テンピュール® は、あらゆるお好みの睡眠姿勢に対応できるように、

幅広いラインナップのピローをご用意しています。

どのピローもテンピュール® 素材の最適な心地よさとサポート力を提供しますが、

各々があなたのお好みに合うように、それぞれ特色ある技術、デザイン、

そして特別な機能をもっています。

特別な形状をしたピローが、
お好みの寝姿勢にパーフェクトフィット
高さも豊富に揃えており、お好みの寝姿勢にあった
パーフェクトなピローが見つかります。

あなたにぴったりの
テンピュール® ピローをお選びください

エルゴノミックコレクション

なじみある形のピローで、
どんな寝姿勢でも万能な心地よさ
小さくカットされたチップ状のテンピュール® 素材を使用
することにより、フリーサイズでもお好みの形に整えて
お使いいただけます。  ※チップ内包タイプは、保証内容が異なります。

トラディショナルコンフォート
コレクション

P41へ

P43へ

TEMPUR®

Pillow Collection
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18,700税込 円

19,800税込 円

20,900税込 円

18,700税込 円

19,800税込 円

20,900税込 円

22,000税込 円

16,500税込 円

17,600税込 円

18,700税込 円

19,800税込 円

チップ内包
タイプ

両面使いの”もっちりふわふわ”なやわらかさ
テンピュール® スーパーソフトを使用したピロー。フラットな面は横寝に、
反対側は仰向け時に気分に合わせてお楽しみいただけます。

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： ポリエステル 99％、ポリウレタン 1%

約  幅63×奥行43×高さ9.5cmXS

約  幅63×奥行43×高さ11cmS

約  幅63×奥行43×高さ12.5cmM

約  幅63×奥行43×高さ14cmL

TEMPUR® Symphony Pillow
【 シンフォニーピロー 】

やわらかめ

B面 Side

A面 Side
Top

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： 表面・裏面（ポリエステル 99%、ポリウレタン 1％）
 側面（ポリエステル 100％）

24,200税込 円約  幅60×奥行50cm

「うつ伏せ寝」でも身体に負担がかかりにくい
うつ伏せ寝のために開発されたユニークな形のピロー。もちろん
他の寝姿勢でも快適にお使いいただけます。カバー側面は
メッシュ素材で通気性に優れています。

TEMPUR® Ombracio Pillow
【 オンブラシオピロー 】

やわらかめ

Top Side

首や肩にフィットする三日月型
シンフォニーピローから進化した形のピロー。十人十眠の寝ごこちを
追求し、より形にこだわって誕生したピローです。

約  幅61×奥行40×高さ9.5cmS

約  幅61×奥行40×高さ11cmM

約  幅61×奥行40×高さ12.5cmL

TEMPUR® Sonata Pillow
【 ソナタピロー 】

やわらかめ

B面 Side

A面 Side
Top

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： ポリエステル 99％、ポリウレタン 1%

側面：メッシュ素材

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

ピロー / エルゴノミックコレクション

テンピュール® の名を世界に広めたスタンダードデザイン
波形の独特な形状が、頭部から首筋に沿うようにフィットしながらサポート。

理想的な安眠スタイルを生み出す絶妙なバランスが、世界中で愛されて

いる定番ピローです。

約  幅50×奥行31×高さ7cmXS

S

M

L

XS

S

M

L

Jr

約  幅50×奥行31×高さ8cm

約  幅50×奥行31×高さ10cm

約  幅50×奥行31×高さ11.5cm

14,300税込 円

15,400税込 円

16,500税込 円

17,600税込 円

9,900税込 円約  幅40×奥行26×高さ7cm

TEMPUR® Original Neck Pillow
【 オリジナルネックピロー 】

SideTop

TEMPUR® Millennium Neck Pillow

より理想的な安眠を追求した凹型立体フォルム
仰向け時のフィット感を高め、さらに横寝へスムーズな移動ができるよう、

両サイドに厚みを持たせました。首筋の安定性に優れ、寝姿勢のベスト

ポジションを実現したピローです。

【 ミレニアムネックピロー 】

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

約  幅54×奥行32×高さ8cm

約  幅54×奥行32×高さ9.5cm

約  幅54×奥行32×高さ11cm

約  幅54×奥行32×高さ12.5cm
SideTop

かため

かため

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： ポリエステル 99％、ポリウレタン 1%

カラー ： ホワイト

カバー生地 ： ポリエステル 99％、ポリウレタン 1%
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TEMPUR®

Home & Travel

22,000税込 円

17,600税込 円

23,100税込 円

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。

ピロー / トラディショナルコンフォートコレクション

“かため”と“やわらかめ”選べる２つの寝ごこち
お好みの形に作りやすく心地よいサポートが得られます。
なじみある形で、愛され続ける心地よさです。

TEMPUR® Traditional Pillow
【 トラディショナルピロー 】

選べる  かため・やわらかめ

チップ内包
タイプ

対応カバーサイズ  約  幅63×奥行43cm
Side

断面図（イメージ）

Top

カラー ： ホワイト
カバー生地 ： 綿 100％

チップ内包
タイプ

ピロー本体が洗濯でき清潔な使いごこち
テンピュール®  の最新テクノロジーで、ピロー本体を洗濯機、
乾燥機にかけられ、ピローを清潔に保てます。

選べる  かため・やわらかめ

対応カバーサイズ  約  幅63×奥行43cm

TEMPUR® Easy Clean™ Pillow
【 イージークリーン™ ピロー 】

Side

※お洗濯は2～3ヶ月おきをお勧めします。 
※洗濯後は2時間のタンブルドライが必要です。（カバーは乾燥機のご使用はできません。）
※洗濯機の機種によっては、洗濯およびタンブル乾燥ができない場合がございます。
　洗濯機の取扱説明書をご確認ください。

断面図（イメージ）

Top

カラー ： ホワイト
カバー生地 ： 綿 100％

Easy Clean™

● チップとチップの間に空気を含んでいます。
● 袋内でチップを寄せたり広げたりしてボリューム（厚み）を調整することができます。（内包されているチップを取り出すことはできません。）
※チップ内包タイプの製品に関しましては他のピローと違い、中身が固形ではありませんので保証内容が異なります。

【チップ内包タイプ】

TEMPUR® Comfort Pillow CoolTouch™

【 コンフォートピロー クールタッチ™ 】

チップ内包
タイプ

対応カバーサイズ  約  幅70×奥行50cm
Side

断面図（イメージ）

Top

ゆったりサイズ

カラー ： ホワイト
カバー生地 ： ポリエステル 62％、ポリエチレン 37%、ポリウレタン 1%

かため

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

NEW

ホテル仕様のゆったりサイズ
カバーに熱伝導率の高い機能糸を使用したクールタッチ™
テクノロジーを採用。1年を通して快適で、上質な眠りを
お届けします。
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9,680税込 円

26,400税込 円

9,900税込 円

27,500税込 円

14,300税込 円

9,350税込 円

ホームアクセサリー

チップ内包
タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

約  幅50×奥行37.5×高さ1～5cmスモール

11,550税込 円約  幅70×奥行40×高さ2～6cmレギュラー

カラー ： グレー

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

背中や腰をサポートするのに最適。腰への負担がか
かる妊娠中の方など、補助的なクッションとしてご
使用ください。

ベッドバックサポート

脚を乗せて一日の疲れを癒してください。ウエーブ
状のカーブがここちよくフィットし、脚のむくみを
解消してくれます。

ベインピロー

首や腰・脚など、支えが欲しい部分に置いてリラッ
クス。多目的にお使いいただける、便利な半円柱形
のピローです。

ユニバーサルピロー

約  幅50×奥行75×高さ11～9～15cm

カラー ： グレー

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

約  幅50×奥行20×高さ10cm

カラー ： グレー

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

薄型タイプで、クッション、肘かけ、背もたれ、抱き枕
など、さまざまなシーンで活躍する、まさにマルチな
ピローです。

マルチピロー

プチサイズのチップ内包タイプのピロー。お子様用
やちょっとしたクッションに最適です。旅のお供に
もどうぞ。

コンフォートピロー トラベル

使い方自在の超ロングタイプ。しっかりとボリュームの
あるピローなので抱き枕として使えます。

ロングハグピロー

約  幅40×奥行26cm

カラー ： クリーム

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

※チップ内包タイプの製品に関しましては他のピローと違い、
　中身が固形ではありませんので保証内容が異なります。
※別売りでカバーも販売しております。【 P51をご覧ください。】

チップ内包
タイプ

約  幅120×奥行37cm

カラー ： クリーム

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

約  幅68×奥行30×高さ1～8cm

※チップ内包タイプの製品に関しましては他のピローと違い、
　中身が固形ではありませんので保証内容が異なります。
※別売りでカバーも販売しております。【 P51をご覧ください。】

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。

カラー ： グレー

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%
3

YEAR
GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。

中央部分は
取り外し可能

理想的な背骨のカーブが描けるように設計された
背面用クッション。シートクッションとセットで使えば、
さらに快適。 ※高さ調整板付き

ランバーサポート

あらかじめ傾斜がついているので、パソコン操作など
のデスクワーク時に自然に背筋が伸び、正しい姿勢
を維持します。

シートウェッジ

約  幅36×奥行36×厚さ7cm

約  幅40×奥行40×厚さ1～9cm

カラー ： ダークブルー

カバー生地 ： 表面/側面（ポリエステル 100%）
 裏面（ポリエステル 50％、綿 50％、
 　　  コーティング ポリウレタン 100％）

オフィスや自宅で、あるいは車のシートなどに。
あらゆるチェアーに使えるコンパクトサイズのクッ
ションです。

シートクッション-S

オフィスのチェアー用に設計されたシートクッション。
快適な座りごこちが、長時間のデスクワークをサポ
ートします。

シートクッション

スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し
可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。

ドーナツクッション

約  幅35×奥行35×厚さ4cm

カラー ： ダークブルー

カバー生地 ： 表面/側面（ポリエステル 100%）
 裏面（ポリエステル 50％、綿 50％、
 　　  コーティング ポリウレタン 100％）

約  幅40×奥行42×厚さ5cm

カラー ： ダークブルー

カバー生地 ： 表面/側面（ポリエステル 100%）
 裏面（ポリエステル 50％、綿 50％、
 　　  コーティング ポリウレタン 100％）

約  幅40×奥行42×厚さ5cm

カラー ： ダークブルー

カバー生地 ： 表面/側面（ポリエステル 100%）
 裏面（ポリエステル 50％、綿 50％、
 　　  コーティング ポリウレタン 100％）

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

カラー ： ダークブルー

カバー生地 ： 表面/側面（ポリエステル 100%）
 裏面（ポリエステル 50％、綿 50％、
 　　  コーティング ポリウレタン 100％）

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

9,900税込 円

13,200税込 円

14,300税込 円

13,200税込 円

15,950税込 円

※イメージ

45 46



9,900税込 円7,920税込 円

8,800税込 円3,850税込 円

5,500税込 円25,300税込 円

ホームアクセサリー / トラベル

わずか3cmの厚さで、座りごこちがグレードアップ。
椅子だけでなく、フローリングや畳でも座布団感覚で
どうぞ。

マルマルクッション

ベッドウェッジ
上半身を起こして読書やテレビ鑑賞を楽しみたい
ときや、壁にもたれてくつろぎたいときに。横にしても
お使いいただけます。

マイセレクション スリッパ
中敷にテンピュール® 素材を使った履きごこちのよい
スリッパ。甲裏と中底に抗菌防臭加工を施し、一年中
清潔にお使いいただけます。

スリープマスク
軽量でやさしいフィット感。しっかり光を遮断する
ので、旅先への移動や音楽鑑賞、集中したいときなど
にも活躍します。

トランジットピロー
首をやさしく支え、座ったままでも安眠できるネック
ピローは旅行のマストアイテム。仮眠などの休養タイム
にもぜひどうぞ。

トランジットランバーサポート
車の運転時や乗り物での移動などに伴う、腰や背中
にかかる疲労を軽減。背中とシートの間に挟んで
ご使用ください。

トラベルピロー
テンピュール® の心地よさを旅先でも、という声から
誕生したピロー。専用ポーチに収納すれば、コンパ
クトに持ち運びも楽々です。

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

2
YEAR

GUARANTEE

2年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

約  幅40×奥行38×厚さ3cm

カラー ： 右記写真をご参照ください。

カバー生地 ： ［定番カラー］ ポリエステル 100％
 ［デニム］ 綿 100％
 ［北欧］リネン 100%

ボルドー ブラウン グレー デニム 北欧

約  幅45×奥行30×高さ45cm

カラー ： グレー

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

カラー ： グレー

カバー生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

※専用ポーチは保管用ではありません。変形の恐れがあるため専用ポーチ
　から出して保管してください。

S / M / L

カラー ： ネイビー / グレー

生　地 ： 甲表（ポリエステル 100％）
 甲裏（中底/綿 75%、ポリエステル 25%［抗菌防臭加工］）
 底面（人工皮革）

フリーサイズ

カラー ： グレー

表面生地 ： 綿 75％、ポリエステル 25%

約  幅28×奥行30×高さ8cm

カラー ： グレー

カバー生地 ： 表地（綿 75％、ポリエステル 25%）
 裏地（ナイロン 100%）
 詰物（ウレタンフォーム 100%）

約  幅30×奥行25×厚さ1～6cm 約  幅25×奥行31×高さ7～10cm

※洗濯できません。

【トランジットランバーサポート用
ストラップ付カバー】 税込2,640円 

※装着例

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。

カラー ： ダークブルー

カバー生地 ： 表面（ポリエステル 100%）

8,800税込 円

ケア

車椅子用として、また日常のケアにも役立つシンプル
な縫製タイプのクッションです。

ホームケアや介護の現場に最適な、防水加工を

施したPUカバーをセットしたサポートグッズ。

ピローをはじめ、サポートクッション、

車椅子用クッションも

ご用意しています。

テンピュール-MED®
ケアクッション

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証
約  幅40×奥行40×厚さ5cm

カラー ： グレー

テンピュール-MED®
ケアクッション スーパーソフトタイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証
約  幅40×奥行40×厚さ7.5cm

カラー ： グレー

※上層部は5cmのスーパーソフトタイプのテンピュール® 素材、
　下層部は2.5cmのテンピュール® 素材です。

底面のセンター部分が沈み込みがちな折り畳み式の
車椅子を想定して、裏側をV字にカットした縫製タイプ
のクッションです。

テンピュール-MED®
ケアクッション・V字タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証
約  幅40×奥行40×厚さ5～9cm

カラー ： グレー

体重50 kg以下の方にお使いいただくためにさらに
ソフトなテンピュール® 素材を上層に採用。下層には通常
のテンピュール® 素材を用いて安定感を保っています。

裏面

固定枠の
車椅子用レギュラー底

固定枠の
車椅子用レギュラー底

折り畳み式
車椅子用アーチ底

テンピュール®ではホームケアや介護の現場でお使いいただくのに最適な、PUカバー（※）をセットした
マットレスやクッション等をご用意いたしております。上記以外にもホームケア製品を取り揃えており
ます。詳しくは『テンピュール-MED® ホームケアカタログ』をご覧ください。

（※）防水加工を施したカバー。通気性や伸縮性にも優れ、接合部分は縫製仕上げになっております。車椅子クッション、
　　マットレスに関しましては、接合部分を溶着仕上げにしたタイプもご用意しております。

ホームケアカタログのご請求は

TEL.078-335-2277 または jp.tempur.com まで

16,500税込 円

20,900税込 円 19,800税込 円
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マットレスプロテクター

ドライプロテクター

ネオ アイスブリーズ™ 抗菌プラス

S 約 W95～100×L195～200cm
SD     約 W120×L195～200cm
D 約 W140×L195～200cm
Q 約 W160×L195～200cm

接触冷感素材と優れた吸水速乾性の
素材を組み合わせ、ひんやり快適。
一晩中清潔で快適な使い心地。

TEMPUR® NEO Ice Breeze™

【 ネオ アイスブリーズ™ 抗菌プラス 】

寝返りするたびに、
ひんやりさらさらな肌ざわり

ブルー
/

ベージュ

ブルー
/

ベージュ

カラー

マットレス厚み 3.5～30cm ［四隅ゴム付タイプ］

約 50×50cm

価　格対応マットレスサイズ

カラー価　格サイズ対応ピロー

11,000円税込

9,900円税込

3,190円税込

8,800円税込

7,700円税込

オリジナルネックピロー（Jrを除く）  /  ミレニアムネックピロー
シンフォニーピロー  /  ソナタピロー
63×43cm（トラディショナルコンフォートコレクション）
［2ヶ所ゴム付タイプ］

NEW 夏期限定

接触冷感素材 吸水速乾性 通気性 抗菌防臭加工 吸放湿

ブルー ベージュ

表生地 ： ナイロン 50%、複合繊維（ナイロン/ポリエチレン） 34％、
  レーヨン 16%
裏生地 ： ポリエステル 100％
中　綿 ： ポリエステル 80％、レーヨン 20%

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。 ※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。

ベッドパッド / プロテクター

結露結露結露結露 ※イメージ

※イメージ

湿気 汗 汗湿気 臭臭 汗

湿気を
強力吸収本  品

寝  具

湿気

S     約 W 97×L195～200cm（ 約 W 90×L190cm ）

SD     約 W120×L195～200cm（ 約 W115×L190cm ）

D 約 W140×L195～200cm（ 約 W135×L190cm ）

Q 約 W160×L195～200cm（ 約 W155×L190cm ）

グレー

対応マットレスサイズ （本体サイズ） 価　格 カラー

TEMPUR® Dry Protector
【 ドライプロテクター 】

生  地 ： 表面（ポリエステル 100％）
 中綿（合成繊維［アクリレート系］ 50％、
　　　　　    キュプラ 30％、ポリエステル 20%）
 裏面（ポリエステル 100％）
両面メッシュ加工
洗濯機で洗えます。
※洗濯タグに沿って洗濯ください。

湿気、カビから守る

大切なマットレスを
長く快適にお使いいただくために

マットレスやフトンの下に敷くだけで、
湿気を強力に吸い取り放出します。
両面にメッシュ素材を使用し、高い
通気性を確保。さらに抗菌・消臭・防
カビ機能を兼ね備え、寝具を湿気から
守り、清潔に保ちます。

7,590円税込

8,470円税込

9,570円税込

10,670円税込

さらりとした
触りごこち（表面）

湿気（透湿機能）

汚れからマットレスを守り、蒸れにくい（裏面）

汗、ジュースなどの
水分汚れ

防水・透湿加工

※透湿防水機能のイメージ

※使用例

6D-022E

生  地 ： 表面（ポリエステル 100％）
 裏面（ポリウレタン 100％）
四隅ゴム付
洗濯機で洗えます。
※洗濯タグに沿って洗濯ください。
※脱水は、手で軽くしぼってください。

特殊素材を使用した、湿気は通しなが
らも防水機能をもったシーツです。薄く
て軽く伸縮性があり、お使いの寝具の
上に敷くだけで水汚れや寝汗などから
寝具を守ります。
テンピュール・シーリー･ジャパンと
東洋紡STC株式会社の共同開発品です。

TEMPUR® Mattress Protector
【 マットレスプロテクター 】

水汚れ、汗から守る

S     約 W 97×L195～200cmマットレス
厚み3.5～30cm

マットレス
厚み15～30cm

SD     約 W120×L195～200cm

D 約 W140×L195～200cm

ホワイト

対応マットレスサイズ 価　格 カラー

7,590円税込

8,470円税込

9,570円税込

※イメージ

※四隅ゴム付タイプ

テンピュール®  では、各種寝装品を取り揃えております。
マットレスとご一緒にお使いいただくことで、
より快適にお過ごしいただけます。
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ピローケース / コンフォーターケース

装着タイプ （ピローケース/ピローパッド）

※63×43cm（トラディショナルコンフォートコレクション）は、トラディショナルピロー、イージークリーン™ ピローが対応製品になります。　※表示価格は全て参考価格です。 ※表示価格は全て参考価格です。

フィットタイプ

表面 裏面

筒型

※製品によってファスナー位置は異なります。

ファスナータイプ

表面 裏面

16,500円税込

5,500円税込

※ピローケースはサイズにゆとりがございます。

コンフォーターケース　本体サイズ150×210cm ファスナータイプホワイト
※ステッチ部分：ベージュ

ホワイト

テンピュール® マイセレクション
ピローケース・コンフォーターケース
やわらかくしなやかで、シルクのような
光沢が美しい世界最高峰のエジプシャン
コットン『ギザ88』を使用しました。

生 地 ： 綿 100％

価　格 カラー対応製品／サイズ 装着タイプ

ピローケース 対応製品
オリジナルネックピロー  XS～L用
ミレニアムネックピロー
63×43cm（トラディショナルコンフォートコレクション）
シンフォニーピロー
ソナタピロー

裏合わせタイプホワイト
※ステッチ部分：ベージュ

3,850円税込

ライトグレー

テンピュール® アウトラストピローケース
テンピュール®  と同じくNASAの研究に
よって生まれたアウトラストは、常に快適
な温度帯が得られる温度調節素材です。
オールシーズン快適にご使用いただけます。

生 地 ： 綿 50％、レーヨン 50% 

価　格 カラー対応製品 装着タイプ

オリジナルネックピロー
ミレニアムネックピロー XS～L用 フィットタイプライトグレー

価　格 カラー対応製品 装着タイプ

ナチュラル

テンピュール® リネンピローケース
リネン100％を使用し使うほどにしなや
かさが増し、吸湿性に優れ、サラッと爽や
かな使いごこちが魅力です。

生 地 ： 麻 100％

オリジナルネックピロー
ミレニアムネックピロー XS～L用 裏合わせタイプナチュラル

63×43cm
（トラディショナルコンフォートコレクション）
シンフォニーピロー

裏合わせタイプナチュラル

ファスナータイプナチュラルソナタピロー

ファスナータイプナチュラルオンブラシオピロー

3,850円税込

4,400円税込

4,840円税込

3,850円税込

3,740円税込

3,740円税込

2,640円税込

3,960円税込

価　格 カラー対応製品 装着タイプ

オリジナルネックピロー
ミレニアムネックピロー XS～L用 フィットタイプピンク×ホワイト

グレー×ホワイト

ピンク×ホワイト
グレー×ホワイト

ピンク×ホワイト
グレー×ホワイト

オリジナルネックピロー Jr
コンフォートピロー トラベル ファスナータイプ

ピンク×ホワイト
グレー×ホワイト

ファスナータイプ

63×43cm
（トラディショナルコンフォートコレクション） ファスナータイプ

ロングハグピロー

2,200円税込

3,520円税込

3,300円税込

4,620円税込

オリジナルネックピロー
ミレニアムネックピロー 3,300円税込

3,300円税込

価　格 カラー

XS～L用 フィットタイプ

対応製品 装着タイプ

ベージュ／グレー／ブラウン

オリジナルネックピロー Jr
コンフォートピロー トラベル ファスナータイプベージュ／グレー

63×43cm
（トラディショナルコンフォートコレクション） ファスナータイプベージュ／グレー／ブラウン

ファスナータイプベージュ／グレー／ブラウンXS～L用シンフォニーピロー

ファスナータイプベージュ／グレー／ブラウンS～L用ソナタピロー

ファスナータイプベージュ／グレーオンブラシオピロー

ファスナータイプベージュ／グレーロングハグピロー

3,300円税込

ベージュ グレー ブラウン

テンピュール® スムースピローケース
滑らかでやさしい肌ざわりで人気のピローケース。
抗菌防臭加工を施し、毎日清潔にお使いいただけ
ます。使いやすい3色をご用意しました。

ピンク×ホワイト グレー×ホワイト

テンピュール® ストライプピローケース
丈夫でやわらかい肌ざわりの天竺編みのピロー
ケース。消臭機能糸を使用し、快適な使いごこち
です。

裏合わせタイプ 2ヶ所ゴム付タイプ

生 地 ： 綿 100％ （オンブラシオピローのみ  表生地 ： 綿 100％、メッシュ部分 ： ポリエステル 100％）

生 地 ： 綿 95％、レーヨン 5％
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マットレスカバー

生 地 ： 綿 100％

マットレス 厚み 15～30cm
［ボックスタイプ］

幅 97cm

幅 120cm

幅 140cm

幅 160cm

マットレス厚み 3.5～7cm
［フィットタイプ］

ベージュ／グレー幅 95～97cm

幅 95～97cmマットレス厚み 3.5～7cm
［ファスナータイプ］

幅 120cm

幅 140cm

幅 160cm

対応サイズ 価　格 カラー

テンピュール® スムースマットレスカバー
滑らかでやさしい肌ざわりで人気のマットレスカバー。抗菌防臭加工を
施し、毎日清潔にお使いいただけます。使いやすい2色をご用意しました。

ナチュラル

生 地 ： 麻 100％
マットレス 厚み19～27cm
［ボックスタイプ］

幅 97cm

幅 120cm

幅 140cm

幅 160cm

マットレス厚み 3.5～7cm
［フィットタイプ］

ナチュラル
幅 95～97cm

幅 120cm ※

幅 140cm ※

幅 160cm ※

テンピュール® リネンマットレスシーツ
100％リネンを使用したシーツは、美しい光沢があり、使うほどにしなやかさが
増す上質の麻で織り上げています。優れた吸湿性・速乾性はシーツに最適です。

※マットレス厚み3.5～7cm［フィットタイプ］の120、140、160cmは受注生産となります。（ご注文からお届けまで1～2ヶ月かかります。）
※マットレス厚み30cm［ボックスタイプ］は、受注生産となります。（ご注文からお届けまで1～2ヶ月かかります。）

ホワイト

生 地 ： 綿 100％

※マットレス厚み30cm［ボックスタイプ］は、受注生産となります。（ご注文からお届けまで1～2ヶ月かかります。）

マットレス 厚み19～27cm
［ボックスタイプ］

幅 97cm

幅 120cm

幅 140cm

幅 160cm

ホワイト

テンピュール® マイセレクションマットレスカバー
やわらかくしなやかで、シルクのような光沢が美しい世界最高峰のエジプシャン
コットン『ギザ88』を使用しました。上質な肌ざわりをご体感ください。

ファスナータイプ

表面 裏面

ボックスタイプ

装着タイプ （マットレスカバー/シーツ/ベッドパッド/プロテクター）

表面 裏面

フィットタイプ

表面 裏面

四隅ゴム付タイプ

表面 裏面

※表示価格は全て参考価格です。

対応サイズ 価　格 カラー

対応サイズ 価　格 カラー

カタログ記載内容について
■製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
■カタログ表記のマットレスの硬さ表示は、テンピュール® 製品の序列や特性によるものであり、マットレス本体に貼付された家庭用品
　品質表示とは一致しない場合がございます。

テンピュール® 素材の特性
テンピュール® 製品は独自の素材特性で体温と体圧を感知し、ゆっくり沈み込み身体の一点に集中しがちな圧力を均一に分散させる
ので血行を妨げません。テンピュール® 素材は、オープンセル（穴開きの細胞）構造になっておりますので、ご購入いただいた当初の状態
からしばらくの間は、そのセルひとつひとつの穴の周りに薄い膜のような物が残っており、空気の出入りが少ない為、若干硬く感じら
れます。お使いいただくうちにその膜は徐々に剥がれていき、空気の出入りもしやすくなりますので、素材が変形するスピードがより速く
なり、なじんでまいります。また、温度に敏感ですので、気温が低い時には硬めに、また、気温が高い時にはやわらかく感じられます。
どちらの場合でも、体圧分散効果に影響はございません。

テンピュール® 製品の注意点とお手入れ方法（ピロー・クッション・マットレス等）
■テンピュール® 素材は気温が低くなると硬く、気温が高くなるとやわらかくなりますが、素材の特性ですのでご安心ください。
■新しい製品は、素材のにおいがありますが、人体に影響はありません。しばらくすると自然に軽減します。
　また保管状態によって形状やサイズに若干の差異ができる場合がございますが、ご使用いただくうち元に戻ります。
■火気に近づけないでください。
■テンピュール® 素材は洗濯（洗濯機・手洗い・脱水機・乾燥機・クリーニング）できません。（※イージークリーン™ ピローを除く）
■カバーは、ファスナー内側の洗濯表示に従って洗濯可能です。

■製品のファスナーを開閉の際は、中の生地を引っ掛けないように注意してください。
■テンピュール® 素材は、直射日光に当てると変色や素材硬化の恐れがあります。
■汚れてしまった場合、硬く絞ったタオルなどでたたくようにして汚れを落としてください。（※イージークリーン™ ピローを除く）
■テンピュール® 素材は、濡らさないでください。劣化の原因となる恐れがあります。（※イージークリーン™ ピローを除く）
■湿気が気になった場合、風通しの良い場所で陰干ししてください。
■濡れたり水気を含んだまま放置すると、カビが発生する恐れがあります。カビの発生は保証対象外ですのでご注意ください。
■濡れてしまった場合、乾いた布で押し出すようにして水分をしっかり取り除いてください。その後、陰干しして完全に乾かしてください。
■テンピュール® 素材は、折り畳んだり、つかんだり、ひっぱったりしないでください。亀裂や破損を引き起こします。
※イージークリーン™ ピローについてはピロー本体の洗濯が可能です。詳しくは本体の洗濯表示に従ってください。

・テンピュール® 素材が縫い付けられたカバーは洗えません。上から必ずカバーをかけてご使用ください。
・クッション・小物等のファスナーの付いていないカバーは洗えません。

並行輸入品についてのご注意
テンピュール・シーリー・ジャパンでは、日本のお客様に安心してお使いいただけるよう、責任を持って輸入・販売・サポートをしております。
並行輸入品に関しましては、製品保証・サポート対象外となります。また、ご購入に関するトラブルにつきましても、弊社では対応
致しかねますので、十分にご注意ください。
弊社におきましては、製品保証・サポートを提供することができる、日本国内正規品のご購入をお勧め致します。
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テンピュール® 製品の保証について
製品ご購入時に同封・添付されております保証書に、ご購入製品についての保証規定が記載されておりますので、内容を十分にご確認の上、
大切に保管いただくようお願いいたします。製品ご購入後、warranty.tempur.comからオンライン製品ユーザー登録を必ず行って
ください。ユーザー登録されませんと、保証が適用されない場合がございますので、ご注意ください。（※一部保証のない製品もございます。）
［マットレス10年保証について］
製造工程中もしくは構造的欠陥により不具合が生じたと当社が認めた場合、またはベッドの基礎部、ボックススプリング、基板などの
沈みに起因せず、テンピュール®  素材に深さ2cm以上の明瞭な凹みが生じた場合、保証期間内であれば無償にて製品の
交換をいたします。
［トッパー15年限定保証について］
製造工程中もしくは構造的欠陥により不具合が生じたと当社が認めた場合、またはベッドの基礎部、ボックススプリング、基板などの
沈みに起因せず、テンピュール®  素材に深さ2cm以上の明瞭な凹みが生じた場合、保証期間内の当初5年以内であれば
無償にて製品の交換をいたします。保証期間の後半10年間に不具合が出た場合、マットレスの交換をいたしますが相応の料金を
お支払いいただきます。この料金は保証履行時の当社カタログに記載されている同等の製品の価格をもとに、6年目にはその10％、
以降1年経過するごとに10％ずつ増加し、15年目には95％の金額とします。
［ピロー3年保証について］
製造工程中もしくは構造的欠陥により生じた不具合、あるいはテンピュール® 素材に2cm以上の明瞭な凹みが生じた場合、3年以内であれば
無償にて製品の交換をいたします。チップ内包タイプはテンピュール® 素材を使用しておりますが、他のピローや小物類と違い中身が
固形ではありませんので保証内容が異なります。製造工程中あるいは素材に起因する欠陥が生じた場合のみ、保証が適用されます。
※上記以外の保証に関しましては製品の取扱説明書をご確認いただくか、テンピュール・シーリー・ジャパンまでお問い合わせください。
※保証年数や製品の種類などにより保証内容はそれぞれ異なります。なお製品特性やお取扱いの注意点等に関してましては、warranty.tempur.comに
　記載されておりますので必ずご一読ください。ご不明な点がございましたらテンピュール・シーリー・ジャパンまでお問い合わせください。

テンピュール® 公式ネットストア（jp.tempur.com）にてQ&Aを掲載いたしております。製品についてのご不明点がございましたらホームページをご覧ください。
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