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寝具マットレスは一生ものと思っていませんか？！

ライズはそんな考え方に異議を唱えます。どんなに高級な

マットレスでも耐用年数があり、私たちの身体も年齢によ

り変化します。ずっと同じで良いはずがないのです。へたっ

たマットレスで寝ていては、睡眠の質も下がります。

マットレスは買い替えるもの、だから、ライズはお求めや

すい価格にこだわります。世界的にみても睡眠時間の少な

い私たち日本人、健康寿命を延ばすために…笑顔を増やす

ために…ライズは日本の睡眠文化に「健康睡眠」という新

しい価値を吹き込みます。

健康睡眠で世界中の人を幸せに
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高反発の新次元マットレス

スリープオアシス

敷布団兼用マットレス(5cm)

簡単に睡眠の質を高くできます。
お使いの寝具の上にサッと敷くだけお手軽マットレスパッド

「３次元構造 高反発ファイバー」だから
●一カ所への負担を軽減し、自然な寝姿勢をキープ
●寝返りをスムーズにし、熟睡をサポート
●通気性が良く、水洗いもOKで清潔
●優れた耐久性

マットレスパッド(2cm)

マットレス組成

【ご注意】

※通常価格／価格は全て税抜

シングル

セミダブル

スリープオアシス
敷布団兼用マットレス

EJ802-0047-001 29,990円

EJ802-0048-001 34,990円

EJ802-0049-001 39,990円ダブル

スリープオアシス
敷布団兼用マットレス
腰部かため

EJ802-0050-001 29,990円

EJ802-0051-001 34,990円

EJ802-0052-001 39,990円

スリープオアシス
マットレスパッド

EJ802-0073-001 14,990円

EJ802-0074-001 19,990円

EJ802-0075-001 24,990円

・ポリエチレンは大変熱に弱い性質を持っています。暖房器具、布団乾燥機のご使用はお避けください。
・カバーは片面に綿100%を使用しています。素材の特性上、染めムラが出ることがございますのでご了承下さい。

ベッドの上でも、フローリングや畳に1枚でも使える３つ折りタイプ

マットレスパッド組成

洗えるからいつでも清潔 着脱が簡単なL字ファスナー お使いの寝具の上にサッと敷くだけ 収納ケース入

３次元構造高反発ファイバー 洗えるからいつでも清潔 着脱が簡単なL字ファスナー

○材質:【表地】(表側）表部分:綿100%　裏部分:ポリエステル100%　(中綿・裏側)ポリエステル100%
【裏地】(表側・中綿・裏側）ポリエステル100%　【中袋】側地:ポリエステル100%　【中材】ポリエチレン
○重量: シングル:約5kg　セミダブル:約6kg　ダブル:約7kg 

○材質:【表地】(表側）表部分:綿100%　裏部分:ポリエステル100%　(中綿・裏側)ポリエステル100%
【マチ部分】ポリエステル100%　【裏地】(表側・中綿・裏側）ポリエステル100%　【中袋】側地:ポリエステル100%
【中材】ポリエチレン　○重量: シングル:約8kg　セミダブル:約9kg　ダブル:約11kg 

5cm5cm

2cm2cm

理想の寝姿勢
キープ

ベッドの上でも、フローリングや畳に1枚でも使える

３次元構造高反発ファイバー



ネイビー

ピンク

敷布団兼用マットレス(8cm)

●無数の「線」と「点」構造で全身を支え、自然な寝姿勢に
●寝返りをスムーズにし、熟睡をキープ
●特殊構造で通気性アップ
●優れた復元力と耐久性

マットレスパッド(4cm)

マットレス組成

※通常価格／価格は全て税抜

シングル
ウェーブ
ブロック
ウェーブ
ブロック
ウェーブ
ブロック

セミダブル

EJ802-0041-001(002)
EJ802-0044-001(002)

EJ802-0045-001(002)

29,990円

EJ802-0042-001(002)
34,990円

39,990円ダブル

・このままでもお使いいただけますが、季節に合わせてシーツや敷きパッドのご使用をおすすめいたします。

ベッドの上でも、フローリングや畳に1枚でも使える３つ折りタイプ

マットレスパッド組成○材質:【側地】ポリエステル100%　【中材】ウレタンフォーム　○重量: 敷布団兼用マットレス 　シングル:約6kg　セミダブル:約7kg　
ダブル:約8kg　○硬さ: ウェーブ/ブロック:240N/220N　極厚プレミアムマットレス　シングル:約8kg　セミダブル:約10kg
ダブル:約11kg　○硬さ: ウェーブ/ブロック:280N/260N

スリープマジック

高反発マットレスのエントリーモデル

着脱が簡単なL字ファスナー

通気性の良いダブルラッセル
※画像は「敷布団兼用マットレス」です。

極厚プレミアムマットレス(12cm)

スリープマジック
敷布団兼用マットレス
ウェーブ／ブロック

EJ802-0046-001(002)
EJ802-0043-001(002)

スリープマジック
極厚プレミアムマットレス
ウェーブ／ブロック

ウェーブ
ブロック
ウェーブ
ブロック
ウェーブ
ブロック

EJ802-0032-001
EJ802-0059-001

EJ802-0060-001

39,990円

EJ802-0033-001
49,990円

59,990円
EJ802-0061-001
EJ802-0034-001

ウェーブ
ブロック
ウェーブ
ブロック
ウェーブ
ブロック

EJ802-0035-001(002)
EJ802-0038-001(002)

EJ802-0039-001(002)

14,990円

EJ802-0036-001(002)
19,990円

24,990円
EJ802-0040-001(002)
EJ802-0037-001(002)

スリープマジック
マットレスパッド
ウェーブ／ブロック

○材質:【側地】ポリエステル100%　【中材】ウレタンフォーム
○重量: シングル:約4kg　セミダブル:約4.5kg　ダブル:約5kg　○硬さ: ウェーブ/ブロック:140N/180N 

ブロックタイプウェーブタイプ

4cm 4cm

12cm 12cm
8cm

ウェーブタイプ ブロックタイプ

12cm

8cm 8cm

簡単に睡眠の質を高くできます。
お使いの寝具の上にサッと敷くだけお手軽マットレスパッド

通気性の良いダブルラッセル

着脱が簡単なL字ファスナー お使いの寝具の上にサッと敷くだけ

※画像はウェーブです。※画像はウェーブです。

収納ケース入

【ご注意】
寝汗や湿気を逃がす特殊構造で通気性アップ ベッドの上でも、フローリングや畳に1枚でも使える

※画像は8cmです。

理想の寝姿勢
キープ

8cm

ネイビー(ピンク) ネイビー(ピンク)ネイビー

ウェーブとブロックの高反発「ウレタン」だから



スリープオアシス

ピロー組成

形状×高さの健康睡眠設計で、良質睡眠を追求した3モデル

首肩コンフォート枕 ○材質: 【側地】(表側) 表部分:綿100% 裏部分・中綿:ポリエステル100%  (裏側)ポリエステル100%
【マチ部分】ポリエステル100%　【中袋】ポリエステル100%　【中材】ポリエチレン

高い反発力で寝返りを促進し熟睡をサポート

首肩コンフォート枕

自分フィット枕

寝がえりサポート枕

洗えるからいつでも清潔抜群の通気性でムレにくい

高さ調整シートで
快適な高さにアレンジ

コットン100％ニット(表側)

外して洗える清潔カバー

3次元構造ファイバー採用 次世代の高反発枕

理想の寝姿勢
キープ

【ご注意】
・ポリエチレンは大変熱に弱い性質を持っています。暖房器具、布団乾燥機のご使用はお避けください。
・素材の特性上、染めムラが出ることがございますのでご了承下さい。

スリープオアシス
寝がえりサポート枕
約40cm×68cm×

EJ805-0012-001 7,990円

サイドをゆるやかに高くした、寝がえりしやすいワイドモデル

約10cm
約8cm

約10cm

寝返りが快適なワイドサイズ

高い反発力で寝返りを促進し熟睡をサポート

スリープオアシス
首肩コンフォート枕
約32cm×58cm×

EJ805-0013-001 7,990円

サイドに高さを持たせた、ヨコ向き寝も快適なモデル

約10cm 約8.5cm 約10cm

ヨコ向き寝には高めのサイドで肩や腕の負担を軽減 外して洗える清潔カバー

コットン100％ニット(表側)
通気性の良いメッシュ素材(マチ)

中央高さ 8.5cm
サイド高さ 10cm

中央高さ 8cm
サイド高さ 10cm

寝返りサポート枕 ○材質: 【側地】(表側) 綿100% (裏側) ポリエステル100%　【中袋】ポリエステル100%　【中材】ポリエチレン
【高さ調整シート】(中袋) ポリエステル100%　(中材) ウレタンフォーム

自分フィット枕 ○材質:【側地】(表側) 綿100% (裏側) ポリエステル100%　【中袋】ポリエステル100%　【中材】(上層・  中層(パイプ)・下層)ポリエチレン

頸椎（首）を支えるもの 枕と頸椎の間に隙間が無いのが理想！枕とは…
後頭部が持ち上がる姿勢になるため、首元が詰まり、イビキや、首こり、肩こりの原因になります。
噛みしめの原因にもなり、いわゆるファイティングポーズで寝返りが打ちづらくなります。
頭部が心臓よりも低いと、血流やリンパの流れに影響があり、むくみなどの原因になります。

44%
15%

低過ぎる枕…

高過ぎる枕…

自分に合った高さを
選ぶことが大切!

スリープオアシス
自分フィット枕
約40cm×60cm×

EJ805-0011-001 7,990円

外して洗える清潔カバー

約10cm 約9cm 約10cm

コットン100％ニット(表側)

ゆるやかなアーチ形状が
首肩のラインにフィット

ゆるやかなアーチ形状が
首肩のラインにフィット

ゆるやかなアーチ形状が
首肩のラインにフィット

高さ2cm、2枚の高反発シートで
パイプユニットをサンド。
高さ調整も可能。

高さ2cm、2枚の高反発シートで
パイプユニットをサンド。
高さ調整も可能。

お好みの高さと、形状に調整できるフレキシブルなモデル

６つのユニットに分割６つのユニットに分割
パイプの量を調整して寝心地を自分流にアレンジ

中央高さ 9cm
サイド高さ 10cm



中央高さ 8cm
サイド高さ10cm

ピロー組成

極上のフィット感を引き出すオーダーメイド感覚の3モデル

○材質:【側地】(パイル部分) レーヨン100% (基布) ポリエステル100%　【中材】ラテックスフォーム　【中袋】綿100%

スリープラテックス
ベーシックスタイル枕
約40cm×60cm× 高さ 12cm

EJ805-0014-001 7,990円

外して洗える清潔カバー

ベーシックスタイル枕

首肩フィット枕

首元リラックス枕

外して洗える清潔カバー

360度高反発 天然ラテックス採用枕

すべての寝姿勢に対応したラテックス枕のエントリーモデル

理想の寝姿勢
キープ

【ご注意】

スリープラテックス
首元リラックス枕
約40cm×60cm×

EJ805-0015-001 8,990円

頭部から頸椎のラインをゆったり支えるウェーブ形状

スリープラテックス
首肩フィット枕
約37cm×57cm×

EJ805-0016-001 8,990円

中央を低く、サイドに高さを持たせたヨコ向き寝も快適なモデル

外して洗える清潔カバー

スリープラテックス

スリープラテックス

枕と接するあらゆる凹凸面に対して、垂直方向に体圧と
同等の力で反発するので、頭部の重みを包み込むように
受け止め、最適に分散して整えます。

土に還る、環境にもやさしい素材

約12cm

しっとりなめらか竹原料の
レーヨン素材(パイル部分)

高い反発力で寝返りを促進し熟睡をサポート

マシュマロのように
やさしい天然ラテックス

マシュマロのように
やさしい天然ラテックス

マシュマロのように
やさしい天然ラテックス

マシュマロのように
やさしい天然ラテックス

・天然ラテックスを使用しております。そのためラテックスアレルギーの方のご使用はお避け下さい。
・アレルギーを考慮しラテックスに直接触れないよう中材をインナーカバーで覆っております。
・インナーカバーはダニアレルゲンを軽減するタンニン酸加工を施しています。（タンニン酸加工生地特許 第4834807号)

中央高さ 5cm

ゆるやかなアーチ形状が
首肩のラインにフィット

サイド高さ 首側10cm
ベッドヘッド側８cm

マシュマロのように
やさしい天然ラテックス

マシュマロのように
やさしい天然ラテックス

高い反発力で寝返りを促進し熟睡をサポート

約5cm 約8cm約10cm

しっとりなめらか竹原料の
レーヨン素材(パイル部分)

高い反発力で寝返りを促進し熟睡をサポート

ヨコ向き寝では肩や腕の負担を軽減

約8cm 約10cm約10cm

しっとりなめらか竹原料の
レーヨン素材(パイル部分)

頸椎（首）を支えるもの枕とは… 44%
15%

低過ぎる枕…

高過ぎる枕…

枕と頸椎の間に隙間が無いのが理想！
後頭部が持ち上がる姿勢になるため、首元が詰まり、イビキや、首こり、肩こりの原因になります。
噛みしめの原因にもなり、いわゆるファイティングポーズで寝返りが打ちづらくなります。
頭部が心臓よりも低いと、血流やリンパの流れに影響があり、むくみなどの原因になります。

自分に合った高さを
選ぶことが大切!

生分解
（土に還る）

ゴミとして処理

加工



ライズのマットレス

■お電話でのお問い合わせ(携帯電話からもOK)

■ライズ公式ホームページ(オンラインストア)

受付時間
9:00〜21:00(月〜金)
9:00〜19:00(土・日・祝）

・2017年9月発行
・印刷の関係上、実際の商品のカラーと異なることがありますので、ご了承ください。
・表示価格はすべて税抜です。別途、消費税が課税されます。
・やむを得ない事情により、表示価格及び、商品・パッケージのデザイン、サイズ、カラー、仕様等は予告なく変更される
　場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・掲載商品は品切れの場合もございます。また、都合により生産・販売を中止とすることがございますので、あらかじめ
　ご了承ください。
・このカタログに掲載されている写真、イラスト、文章についての無断転載はお断りいたします。
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