
ライズより、新しい高反発枕『起き楽 Select』が登場 
機能性・特長を特化させた枕のモデル５種類を同時発売 

 機能性寝具を企画･製造･販売するライズTOKYO株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：宮崎誠司）が
展開するブランド「RISE（ライズ）」は、お客様の枕にもとめる様々なニーズに応えるため、機能性や特長を特化
させた、高反発枕「起き楽 Select（セレクト）」を、株式会社しまむらの新業態となる、しまむら寝具・インテリ
ア館 神戸西店にて5月24日（木）より発売しております。 
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2018年5月24日（木）より 
店頭販売開始 

「起きた時が楽」というテーマのもとに企画開発され、「ファッションセンター しまむら」限定で販売されて
いる、「起き楽（おきらく）」より、新しい高反発枕が登場です。 
 
 本年4月より販売中の「起き楽 ラテックス枕」に加え、この「起き楽 Select」は、枕の機能性や形状など、
特長のひとつに重点をおいて企画・開発されており、枕のご利用にあたっての悩み、各個人の寝姿勢やお好みの
感触などが顕在化しているお客様の様々なニーズに応えられる製品に仕上げました。 
  
 中材にはライズの特長である高反発素材を採用。硬度の高いポリエチレン製の3次元構造ファイバーを使用し
たモデル3種類と、やさしいクッション性を両立した天然ラテックス素材を使用したモデル2種類、計5種類で展
開いたします。カバーも各モデルで2色をご用意し、寝具周りや寝室のインテリアにあわせてお選びいただけま
す。 
 
 眠りを快適にサポートする高反発枕『起き楽 Select』は、オーダーメイド枕のような感覚で、ご自身の好み
やニーズに応える豊富なラインアップながらも、株式会社しまむらとの取り組みで、お求めやすい価格を実現す
ることができました。「起き楽 Select」は、株式会社しまむらの新業態、しまむら寝具・インテリア館 神戸
西店で取り扱っております。 
 
 
 ※ライズ 公式通販サイト、及び上記記載の販売チャネル以外でのお取り扱いの予定はございません。  

高反発ラテックス  

横向きがしやすい 
高反発ラテックスボール入り枕  

自然な寝姿勢をサポート 

高反発ファイバー枕  

ムレにくく清潔 
高反発ファイバー枕  

寝返りしやすい 
高反発ファイバーシート入り枕  

頚椎をしっかりサポート 

希望小売価格  3,900円（税込）～4,900円（税込） 
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製品特長 抜群の通気性と高い反発力で健康睡
眠を実現 
ムレにくく清潔快適です。寝返りが
しやすい快適なワイドサイズです。 

頸椎のカーブをサポートする健康
睡眠形状 
中央のユニットで頭部から頸椎の
カーブをしっかりサポートします。 

サイドが緩やかに高い健康睡眠形状 
 
理想の寝姿勢である仰向けへ戻りや
すく寝返りがスムーズ。ヨコ向き寝
でも肩に負担がかかりにくい形状で
す。 

高さ調整 3段階の高さ調整が可能 
ファイバーリングから厚さ2cm、2
枚の高反発ファイバーパーツを抜き
差しして調整します。 
 
 
 
 

お好みの高さに調整可能 
中央3か所のソフトパイプを出し入
れ、もしくは、本体を挟んでいる
厚さ2cmの高反発ファイバーシー
ト2枚を付け外しして調整します。 
 

2段階の高さ調整が可能 
厚さ1.5cmの調整シートを付け外 
しして調整します。 
 

サイズ 縦約35cm×横約60cm 
高さ約6～9cm 

縦約43cm×横約63cm 
 

縦約35cm×横約52cm 
高さ約8～11cm 

カラー ブルー/ピンク ブルー/ピンク ブルー/ピンク 

カバー組成 側地： 
(表側) 綿100% 
(裏側) ポリエステル100％ 
マチ： 
ポリエステル100% 
中袋： 
ポリエステル100%  

側地： 
(表側) 綿100% 
(裏側) ポリエステル100％ 
マチ： 
ポリエステル100% 
中袋： 
ポリエステル100%  

側地： 
(表側) 綿100% 
(裏側) ポリエステル100％ 
マチ： 
ポリエステル100% 
中袋： 
ポリエステル100%  

中材組成 本体： ポリエチレン 
シート：ポリエチレン 

本体： 
(中袋) ポリエステル100% 
詰め物： 
(中央部分）ポリエチレン 
(両端部分）ポリエステル100% 
 (中袋) ポリエステル100% 
シート：ポリエチレン 

本体： ポリエチレン 
シート：ポリエチレン 
中袋： ポリエステル100% 
 

希望小売価格 3,900円（税込) 4,900円（税込) 4,900円（税込) 

中材 
• 3モデルには、新次元素材の高反発ファイバー素材を採用。 
• 抜群の通気性で寝汗や湿気を逃し、カビやダニの原因となる水分を発散。 
• 中材は、洗えるのでいつでも清潔で快適。 
• 高い反発力で頭部から頸椎を押し上げるように支えるので、体圧が一箇 
   所に集中することなく、（過度な沈み込みを防ぎ）快適な睡眠へ。 
 

カバー（3モデル共通） 
• アウターカバーは肌触りがよいコットンニットを採用。 
   抗菌防臭加工を施しており、取り外して洗える。 

News Release 

『起き楽 select』高反発ファイバー採用枕 

弾力性のあるポリエチレン製高反発ファイバー 
優れた通気性を持ち、水洗いも可能 

ソフトパイプ 

ソフトパイプ 

ソフトパイプ 

ファイバー 
ボール 

（粒わた） 

ファイバー 
ボール 

（粒わた） 

サイド 
（高め） 

サイド 
（高め） 

中央部 
（低め） 

高反発ファイバー枕  

「ムレにくく 清潔快適」 
高反発ファイバーシート入り枕  

「頸椎をしっかりサポート」 
高反発ファイバー枕  

「寝返りしやすい」 

【3次元構造 高反発ファイバーの採用製品の特長】 

品番：J805-0001J 品番：J805-0003J 品番：J805-0004J 
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(中材) 
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製品特長 サイドが高い健康睡眠形状 
ヨコ向き寝でも肩に負担がかかりにくい形状です。
理想の寝姿勢である仰向けへ戻りやすく、寝返りが
スムーズ。 

自然な寝姿勢をサポートする健康睡眠形状 
中央のユニットで頭部から頸椎まで快適にサポート
します。 

高さ調整 2段階の高さ調整が可能 
厚さ1.5cmの調整シートを付け外しして調整します。 
 

お好みの高さに調整可能 
4つのユニットに入ったラテックスチップとソフトパ
イプを出し入れ、もしくは、厚さ1.5cmの調整シー
トを付け外しして調整します。 

サイズ 縦約33cm×横約55cm×高さ約10～12cm 縦約40cm×横約60cm 

カラー アイボリー/チャコール アイボリー/チャコール 

カバー組成 側地： 
(パイル部分) 綿100% 
(基布) ポリエステル100% 

側地： 
(パイル部分) 綿100% 
(基布) ポリエステル100% 

中材組成 本体： ラテックス 
中袋： ポリエステル100% 
シート：ウレタンフォーム 
中袋： ポリエステル100% 

中央： ラテックス 
両端： ポリエチレン 
中袋： ポリエステル100% 
シート：ウレタンフォーム 
中袋： ポリエステル100% 

希望小売価格 4,900円（税込) 4,900円（税込) 

中材 
• ２モデルには、天然ラテックス素材を採用。 
• 高反発性とマシュマロのような適度な弾力と優しい柔らかさを両立。 
• 360°高反発で頭部から頸椎にいたる部分の圧力を最適に分散。 
• 天然素材ならではの抗菌力を持ち、カビが生えにくい。 
• 天然素材だから、土に還る地球環境にやさしいエコ素材。 
 
カバー（２モデル共通） 
• アウターカバーは肌触りの良いコットンパイルを採用。 
  抗菌防臭加工を施しており、取り外して洗える。 
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『起き楽 select』天然ラテックス採用枕 

高反発ラテックス枕  

「横向き寝がしやすい」 
高反発ラテックスボール入枕 

「自然な寝姿勢をサポート」 
品番：K805-0003J 品番：K805-0004J 

ラテックスチップ ソフト 
パイプ 

ラテックスチップ 
ソフト 
パイプ 

ポコポコした形状が指圧
みたいで気持ちいい 

枕と接するあらゆる凸凹面に対
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。 

天然ゴムの木から搾り取る樹液
を加工した天然ラテックス素材。
天然素材由来の抗菌力などが魅
力。 

【ライズTOKYO株式会社 企業情報】 
 
世界中の人たちが睡眠を通じて健康的で快適な暮らしを実現できることを目指し、機能性に優れた良質な寝具を適正な価格
で提供する寝具専門メーカー。 
 
事業内容 ：寝具、インテリア用品及び繊維製品全般の輸入販売、製造、販売 
代表取締役：宮崎 誠司 
本社所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 5階 
＜会社概要＞https://corp.risetokyo.jp/about_us/company 
＜脳活すいみん＞https://kenko-suimin.jp/ 
＜オンラインストア＞http://www.risetokyo.jp/ 

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫ 
ライズTOKYO PR事務局（アンティル内） 担当：川崎・堀友 

TEL：03-6825-3020 FAX:03-6685-5266  Email : risetokyo@vectorinc.co.jp 
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(中材) 

【天然ラテックス採用製品の特長】 


