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業務用寝具サブスクリプション

コンフォートグリーンは、宿泊施設における新しい寝具の導入方法です。

購入するのではなく、利用する期間や数量に応じて料金を支払う「サブスクリプション

」 というスタイルで、宿泊施設専用に設計された特別な寝具を月々定額のお支払いで負

担 なくご利用いただけます。



価格イメージ

ふとんの「保温力」や「軽暖性」などの機能を

数値化する Comfort Index® という技術を利 用

して、施設ごと様々な環境に合わせて最適な ふ

とんを設計し、オーダーメードで仕立てます。

東洋紡の BREATHAIR® を中材に独自開発し た敷

きふとんや、昭和西川のムアツふとんなど、 寝

心地だけでなく、運用性や耐久性なども考慮 し

た敷き寝具をご用意しております。

羽毛ふとん

月額 160 円～
〈契約期間：10 年〉

敷きふとん, マットレス

月額 230 円～
〈契約期間：10 年〉
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購入する必要がないので、導入時

の負担が配送料だけで済みます。

分割払いでの購入やリースとは違

い、審査の必要もありません。

月々の利用料はランニングコスト

として経費計上できます。

経年劣化で使用できなくなった場

合は無償交換が可能です。汚損や

破損等の場合は適切な対処方法を

ご案内します。

契約途中で仕様を変更することも

可能です。別途費用はかかります

が、新しく買い換える場合に比べ

低コストです。

途中解約をご希望の場合、残存期

間に応じて解約手数料が発生しま

すが、購入したものを廃棄するよ

りも低コストです。

初期投資不要 与信不要 節税効果

無償交換 仕様変更 途中解約

サブスクリプションのメリット
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ふとんは 10 年前後使い続けることが一般的ですが、長期間使用してい

ると、買い替えやメンテナンスの時期に気付かず、いつの間にかボロボ

ロになってしまっていたということが多々あります。

コンフォートグリーンは、10 年という契約期間があるので、最適なサ

イクルで確実にふとんの見直しを実施できます。

10 年契約は、業務用寝具の状態確認に最適なサイクル。 長
期契約によって月額料金も最小限に抑えられます。

長期契約のメリット

04



ふとんの仕様設計 ～ お見積り提案
条件に合った最適なふとんの仕様を設計し、お見積りいたします。

仕様や数量の最終調整 ～ 発注
契約書、発注書にご記入いただくことで発注完了となります。

生産 ～ 納品
羽毛ふとんはオーダーメード設計のため、ご発注から納品までに 1～2 ヶ月ほどかかります。

お見積もりは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談・ヒアリング
まずはお気軽にご相談ください。

導入までの流れ
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サブスクリプション対象アイテム

羽毛ふとん
月額 160 円～
〈契約期間：10年〉

ムアツふとん
月額 340 円 , 520 円

〈契約期間：10年〉

ブレスエアー®マットレス
月額 230 円 , 340 円

〈契約期間：10年〉

羽毛まくら（ダウンピロー
）

月額 80 円 , 92 円
〈契約期間：5年〉
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羽毛ふとん

「最適なふとん」で、快適な睡眠環境を。

ふとんの「保温力」や「軽暖性」などの機能を数値化する Comfort Index® と い

う技術を利用して、施設ごと様々な環境に合わせて最適なふとんを設計し、オー

ダーメードで仕立てます。
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ふとんの役割は、身体から出る熱を保温するこ

とですが、保温力が低いと肌寒く感じ、高過ぎ

ると暑くて寝苦しくなってしまいます。

寝る部屋の気温や、寝る人の体温などによって

適切な保温力は変わるので、「最適なふとん」に

は環境に合わせた機能設計が不可欠です。

使う環境に合わせた機能設計

日本睡眠環境学会の発表よると〈快適な寝床気

候は、温度 33±1℃、湿度 50±5% の範囲〉と さ

れています。寝ている間にふとんの中（寝床内）

の温度・湿度をなるべくこの範囲に保つことが、

快適に眠れるふとんの条件と言えます。

寝 床 内

33±1℃
50±5%
快 適

「最適なふとん」とは
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羽毛ふとん



1. 保温力を決める
気候、建物構造、部屋タイプ、冷暖房の使用状況、繁忙期の

季節など様々な点を考慮し、多くの研究データや実績に基づ

いて適切な保温力を導き出します。

保温力は tog（トグ）という単位で表すことができます。

家庭で使う個人用のふとんとは違い、宿泊施設では様々な人がふとんを使用するので、なるべく多くの

利用者が快適に感じられるよう最大公約数的な設計をする必要があります。

経験豊富なスタッフが、宿の環境や宿泊客の年齢層などから最適な仕様を設計してご提案いたします。

2. グレードを選ぶ
中材に使用する羽毛の種類によって、吸湿放散性の高さや軽

さが変わります。 ４つのグレードから利用者の年齢層や宿

泊料金などに合わせ て最適なグレードをお選びいただけます

。
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ふとんの機能設計羽毛ふとん



立体キルト
〈羽毛移動防止加工〉
立体キルトでふとんの中の熱を逃がさず、

羽毛の持つ保温力を最大限に発揮します。

マチの部分は、ふとんの上に座ったり飛

び跳ねたりした時にも中材が偏らないよ

う特殊な形状に縫製されています。

頑丈な側生地
〈ダウンプルーフ加工〉
側生地は、長期間使用しても中身が噴き出すことがない

よう高密度の織物に高い圧力と熱をかけ糸と糸の間を狭

める加工を施したものを使用しています。安価な製品に

使用される樹脂などでコーティングした生地とは違い、

羽毛が持つ吸湿放散性を妨げることもありません。

ハウスダスト・ニオイ対策
〈アレル G プラス蒸着加工羽毛〉
ふとんを干すことができない宿泊施設のため、中材

の羽毛にニオイの元となる成分やホコリやダニの糞・

死骸等の有害なアレル物質を吸着し、無害化する機

能を持った天然のミネラル成分「アレル G プラス」

が蒸着加工されています。

( 社 ) 繊維評価技術協議会

SEK抗菌防臭マーク認定
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「業務用」標準スペック羽毛ふとん



ブレスエアー® マットレス

寝心地、清潔性、耐久性、運用性、
すべて備えた宿泊施設「専用」設計

畳や床に直接敷いてベッドのような寝心地が得られるブレスエアー® マットレス。

東洋紡や研究機関の協力のもと、中材は敷き寝具として最適な厚み・硬度・反発性を兼ね備えたも

のを厳選して使用しています。宿泊施設での利用を前提に開発した３つ折りタイプのカバーで、日々

の作業効率アップも期待できます。
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ブレスエアー® マットレス
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宿泊施設での利点

湿気を吸収しない
通気性に優れていて湿気を吸収しないので、いつ

も乾燥して清潔な状態を保つことができます。 ホ

コリも出ないのでお掃除も楽になります。

簡単に水洗いができる
中材は取り出して直接シャワーで、側生地はネッ

トに入れて洗濯機で洗うことができます。中材は、

風通しの良い場所に置けば数時間で乾きます。

移動や収納が楽
３つ折り状態で自立する硬さがあるので、持ちや

すく、収納効率も上がります。湿気を吸わないの

で重くなることもありません。

湿り気が取れない
一般家庭と違い乾燥させる時間がなく、使用後す

ぐに押入れに収納するため湿気が取れずジメジメ

したままになってしまうことが多くあります。

汚れても簡単には洗えない
綿やウレタンは一度水で濡らすと乾燥させるのが

困難なので、汚れてしまった場合はクリーニング

に出すしかなく、高い費用がかかってしまいます。

毎日の上げ下ろしが辛い
湿気を含んで重くなったり、へたって柔らかくな

ることで持ち上げにくくなり、毎日の上げ下ろし

の際に体への負担が大きくなることがあります。

ブレスエアー® マットレスの利点綿やウレタンの敷き寝具の問題



ブレスエアー® マットレス
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寝心地

適度な反発力で寝返りや起き上がりも楽々

体重圧を分散して腰痛や肩こりを軽減

優れた通気性で温泉上がりにも蒸れにく
い

自然な寝姿勢をキープして疲労回復をサポート
■ ブレスエアー®

■ 硬 綿

単位:mmHg

> =185
169
154
138
123
108
92
77
62
46
31
15

> = 0

体圧分散性の比較



ブレスエアー® マットレス
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選べる２タイプ

適度な弾力性を持つスタンダードタイプ

38 FIRM FIT ファームフィット

ブレスエアー ® 中空 38kg/m3, 厚さ6cm

月額 230 円（税別) 〈契約期間：10 年〉

より柔らかい触感を追求した特別仕様

45 SOFT FIT ソフトフィット

ブレスエアー ® 中空-中実 45kg/m3, 厚さ6cm

月額 340 円（税別) 〈契約期間：10年〉



高齢者

若者

小柄

大柄

運動後

腰痛

38 FIRM FIT

45 SOFT FIT

最適度イメージ

ブレスエアー® マットレス
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選べる２タイプ

共通の仕様

3 つ折りタイプ

サイズ シングルのみ

寸法 幅約 97cm, 長さ約 205cm, 厚さ約 7cm  側

生地 ダブルラッセルメッシュ / 底面スウェード

カラー ネイビー / 底面グレー



ムアツふとん
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「点で支える」ムアツふとん

寝具の老舗 昭和西川の敷きふとん「ムアツ」は、連続する卵型のフォルムが体を点で支

える構造で、バランスよく体重の圧力を分散します。

収納性に優れた 3 つ折りタイプで、厚さの異なる 2 種類からお選びいただけます。



ムアツふとん
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特徴

計算されたタマゴ型フォルム

—つ一つのタマゴの点の山は、最大沈み込み量はおよそ

25mm になるように設計されました。それ以上であると沈

み込み過ぎ、体に負担がかかり、寝返りがしづらくなるから

です。また、連続したタマゴ型フォルムが、受け止めた体圧

を水平・放射状にバランスよく分散させます。ムアツの点が

移動することなく身体を支えるため、寝返りをうちやすくし

ています。

点で支える快適な寝心地
ムアツふとんの最大の特長は、点で支えるということ。寝て

いる人間が圧を感じるのは下からの反発力。その反発力の面

積の大きさで寝心地感が変わってきます。あまりにも反発力

が大きい場合には突き上げを感じたりします。ムアツは点で

支えることによって、その面積を極力減らしました。また、

身体が圧を感じにくくするため、凹凸の間隔を 55mm にし て

います。快適な寝姿勢を支える、柔らかさと支え感（かたさ）

のバランスを重視して作られました。



3 つ折りタイプ

サイズ 幅 97cm, 長さ 200cm, 厚さ 9cm

側生地 ポリエステル 100%（ポリジン加工）

ムアツふとん
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選べる２タイプ

３層構造の優れたバランス

ムアツ スリープ スパ
BASIC スタンダード Sp-2

月額 520 円（税別) 〈契約期間：10 年〉

3 つ折りタイプ

サイズ 幅 97cm, 長さ 195cm, 厚さ 7cm

側生地 ポリエステル 100%（ポリジン加工）

コストパフォーマンス重視の特注仕様

ムアツ マットレスパッド
厚さ 7cm

月額 340 円（税別) 〈契約期間：10 年〉



羽毛まくら（ダウンピロー）
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63×43cm WDD 50% 0.5kg 充 填 月額 80 円（税別) ※ 販売価格 4,700円（税別)

70×50cm WDD 50% 0.6kg 充 填 ※ 販売価格 5,100円（税別)月額 92 円（税別)

〈契約期間：5年〉

ダウンがたっぷりと充填された高級な羽毛まくらも月額制でお手軽に。

羽毛の柔らかい質感が優しく睡眠をサポートします。



コンフォートグリーンは、「CIL 快適睡眠環境研究所」 と

共同で業務用寝具の研究を進めています。

羽毛ふとんの保温力を数値化しコントロールする技術

「Comfort Index®」の開発や、ふとんサイズと寝心 地

に関する研究、アレルギーやニオイ対策、ブレスエ ア

ー® マットレスはじめ各種寝具の耐久性試験など、宿

泊施設での睡眠を考えた様々な取り組みを行なって い

ます。

ふとんの中材に使用する羽毛は、この CIL の厳しい

検査を通して機能性と安全性が証明されたものだけを

採用しています。
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品質保証と研究開発

www.cil.or.jp 羽毛の検査方法や動画なども公開されています。

http://www.cil.or.jp/
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グループ企業とサービスの仕組み

サービス管理・総合窓口

株式会社 三洋
羽毛原料流通量国内最大

資金負担（買取・保有）

株式会社 コンフォートアライアンス
大和リビングマネジメント,キョーラク,三洋,ホップライオンジャパン共同出資

販売・生産管理

株式会社 ホップライオンジャパン
羽毛ふとん販売数国内最大のOEM寝具メーカー

工場

株式会社 伸盛
羽毛ふとん生産量国内第１位

工場

株式会社 ウエストフェザー
羽毛ふとん生産量 国内第２位

九州エリア窓口

ルヴェラ 株式会社
宮崎県の寝具メーカー

生産 資金負担 サービス管理 窓口

宿泊施設
買い取り 利用料支払い

売却 サービス提供

有限会社夢幸望

岐阜県総代理店
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会社概要

所在地

代表者

資本金

設立

年商

事業内容

株式会社 三洋

東京都渋谷区恵比寿西 2 丁目 8 番 10 号

ORIX 恵比寿西ビル 3F

佐藤雄三

9,500万円

平成 12 年 5 月 23 日

平成 30 年 9 月期 実績 9,399 百万円

寝具・寝装品の原材料の輸入、卸及び国内販売、レンタル



株式会社 三洋
東京都渋谷区恵比寿西２-８-１０ＯＲＩＸ恵比寿西ビル３F  

Tel. 03- 5459 -2330 Fax. 03-5459-2340

website : comfort-green.jp

e-mail : contact @comfort-green.jp
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