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eメールでも相談承ります 
info3@sleep-natura.jp

店頭に駐車場がございます

プレミアムリフォームで
羽毛布団を新品同様に

汚れてへたった
羽毛ふとんが

新品のように
よみがえる

ドイツ製の羽毛洗浄除塵機など国内屈指の設備を導入
1.5倍以上の手間をかけ、5段階でホコリを取ります

①羽毛ふとんを解体し
　洗浄機に入れる

③洗浄が終わったら
　乾燥機へ移す

④120℃で乾燥しながら
　除塵（ホコリ取り）

⑤オゾン処理で殺菌脱臭
　ソーティングで重いゴミ
　を取り除く

⑥羽毛除塵機で、さらに
　小さなホコリを取り除く

⑦羽毛を計量し
　不足の羽毛を足す

⑧二筒式、サイクロン方式の充填機を使う
　さらに細かなゴミが取り除かれる

⑧一マスに充填する羽毛量を計量
中央部や衿元は厚めに入れる
などきめ細かな充填量の調整
を行い、羽毛を側に吹き込んで
いき、最後は縫製して完了！

②Lorch社洗浄機で
　直洗浄（洗い1すすぎ2）
　一枚ずつ洗います

保温力●●●●●（厚め）
Ｃ：二層CONキルト
新型構造で均一にふっくら仕
上がる保温力の高いキルト

保温力●●●　（中厚）
A：5×6キルト
通気性が良く、お子様や暑
がりの方に最適です。

保温力●●●●（ふつう）
Ｂ：新5×5キルト
標準の厚さ＋中央部の保
温性を向上させた新キルト

あなたの眠りをカウンセリング
体質に合わせて最適に仕上げます

新品にお買換いただいた場合、古い羽毛布団は
通常の20%引でリフォームいたします。(グースダウンで中厚以上のお買上に限ります）

10年以上使った羽毛ふとんは想像以上に汚れています
側が汚れてきた・嵩がでない・中身が吹き出している・ホコリが多い
羽毛は直洗いで、ホコリを取り除いて側を替えることで甦ります
お客様の目の前で、一枚一枚丁寧にお仕立て替えいたします

日本最高の羽毛ふとんリフォームをめざしました。だから、プレミアム。
再エネ100％電力でCO2削減＋自社加工でじっくり時間をかけて丁寧仕上げ

国内最高レベルの羽毛工房国内最高レベルの羽毛工房

お使いになる方に合わせて、眠りの質もリフォームします
昨今は気密性も保温性も高い住宅が増えて来ましたので、必ずしもふっ
くら嵩があるものが良いわけではありません。暑がりの方ならキルティ
ングのマスを増やして中厚に仕立てた方が使いやすいのです。一方で
寒がりの方は、身体にフィットして保温性の高い仕上げが望まれます。

仕上がりサイズを変えられます
ダブルサイズをシングルに仕立て直す
など、お好みのサイズに変えることが
できます。

10年までなら丸洗いを
3～5年に一度は丸洗いをおすすめ
します。丸洗いで、汚れが取れ、リ
フォーム時の回復力も向上します。

衿元の羽毛足しも承ります
ダブルサイズをシングルに仕立て直す
など、お好みのサイズに変えることが
できます。

羽毛ふとんリフォーム・打直しのご相談は
お気軽に通話料無料0120-17-0057まで

国産50/40ツイル
変形5×5キルト　標準立体キルト
羽毛リフォームパック
　　シングル	 29,900円税込

より

新品側＋直洗い５段除塵＋足し羽毛、全て込の
お得なリフォームパックをご用意しました

リフォームリフォーム
3000 枚以上の実績3000 枚以上の実績

軽量・超長綿80平織
5×6　又は　変形5×5立体キルト
羽毛リフォームパック
　　シングル	 39,900円税込

より

➡

シュッセカードで
ポイントアップ

太陽光発電＋再生可能エネルギー100％
電力を導入して、
リフォーム時のCO2を大幅削減しました



羽毛布団プレミアムリフォーム
リフォームパック価格表（国産側＋リフォーム加工＋標準足し羽毛のお買得パック）

■ベーシック立体キルト・リフォームパック
●50/40ツイル無地 （国産　側Ｓ16,500円）
 足し羽毛　リサイクルダウン（WG90　350～370dp相当）
	 シングル	 29,900円	 ダブル	 41,900円
 足し羽毛をFPD90A（400dp）　S＋3,500円　D＋5,000円

●80サテン・プリント限定品（国産　側Ｓ24,200円）
 足し羽毛 FPD90A（400dp） 変形5×5　ダブルは5×5
	 シングル	 38,900円	 ダブル	 52,900円

●100ラムコ超長綿（国産プリント　側Ｓ44,000円）
 足し羽毛 PWG93S（430dp） 
	 シングル	 70,900円	 ダブル	 98,900円

●AD200無地ドイツ産120サテン（国産側Ｓ88,000円）
 足し羽毛 ＨWＧ95（440dp） 
	 シングル	 121,000円	 ダブル	 169,000円

ふっくら二層CONキルト・リフォームパック
●100ラムコ超長綿　（国産プリント　側Ｓ55,000円）
 足し羽毛 PWG93Ｓ（430dp） 
	 シングル	 82,900円	 ダブル	 114,900円

定番無地
（丸洗い対応）

サイズ

SB80 WS8800 SE1014/S9100

当店オリジナル
超長綿80バティスト（平織）無地

国産　手洗い対応
94g/㎡　通気度2.6cc

立体7cmマチ　二層4cmマチ

超長綿スーピマ80サテン
ウォッシャブル加工

114g/㎡　通気度1.7cc
立体7cmマチ　二層4cmマチ

アヴィータ・プリント柄

SE1014　超長綿
100/140サテン無地

101g/㎡　通気度1.1cc
－－－－－－－－－－－

Ｓ9100　マハール超長綿
100バティスト（平織）無地

85g/㎡　通気度3.2cc
立体7cmマチ　二層4cmマチ

シングル側価格 22,000円 24,200円 35,200円

足し羽毛 FPD90A（400dp) FPD90A（400dp) PWG93（410dp)

追加羽毛単価（100g
当たり） 3,500円 3,500円 7,700円

　中厚　5×6

　レギュラー
　　変形5×5（シングル）

Ｓ 200 39,900 41,900 58,900

ＳＤ 250 49,900 52,900 76,900

Ｄ 300 55,900 58,900 82,900

Ｑ 350 63,900 67,900 94,900

　ふっくら仕上げ
CON2層
3x5－4x6

Ｓ 300 47,900 49,900 74,900

ＳＤ 400 59,900 62,900 96,900

Ｄ 450 66,900 69,900 104,900

Ｑ 500 76,900 80,900 119,900

■完全立体加工、足し羽毛変更オプション
●完全立体キルトは＋4,400 円（シングル） 5X6 変形 5× 5 7cmマチ以上
　+5,500（セミダブル）　+6,600 円（ダブル）　+7,700 円（クイーン）
●足し羽毛差額　FPD90A（400dp）→RWG93（400dp）は
 シングル一層　＋3,000 円  シングルふっくら　＋4,500 円
●足し羽毛差額　FPD90A（400dp）→PWG93（410d）は
 シングル一層　＋ 8,000 円  シングルふっくら　＋12,000 円
●足し羽毛差額　PWG93（410dp）→PWG93S（430d）は
 シングル一層　＋4,400 円  シングルふっくら　＋ 6,600 円

2022.6.1
10%税込価格

■リフォーム標準加工賃（側・足し羽毛除く）
 シングル→シングル 13,200 円
 シングル掛・肌一括加工（洗いを一度） 16,500 円

セミダブル 20,900 円、ダブル 23,100 円、クイーン 13,750 円
羽毛量合計が 2kg を超えた場合は一括加工はできません。

 セミダブル→セミダブル・シングル 16,500 円
 ダブル→ダブル・セミダブル・シングル 18,700 円
 クィーン→ダブル・クィーン 20,900 円
 羽毛解体追加 1 枚あたり　S3,300 円 D･Q4,400 円
 羽毛解体・洗浄のみ（シングル） 　8,800 円

セミダブル 11,000 円、ダブル 12,100 円、クイーン 13,750 円
★複雑なリフォームはお問合せください。お見積もりいたします

■リフォーム加工の通常計算例
 ・シングル羽毛側（SB80 の場合） 22,000 円
 ・リフォーム加工（解体・直洗浄・５段階除塵
 　　　・オゾン加工・新バッグ込） 13,200 円
 ・足し羽毛 FPD90A　＠ 3,500 × 200g 7,000 円
 リフォーム価格（合計：税込） 42,200 円
 リフォームパック割引価格（税込） 39,900 円

■当店お買上の羽毛布団をリフォームされる場合
 仕上がり 1 枚あたり 3,000 円引き
■当店でリフォームされた羽毛布団を再リフォームされる場合
 仕上がり 1 枚あたり 2,000 円引き
■新品（グースダウンの中厚以上）に買い換え時に、古い羽毛布
団をお客様用等にリフォームする際は
　もったいないサポート：リフォーム価格の 20％割引


