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中身の羽毛だけでなく、側生地※にも制菌・アレルギー対策・消臭機能 

高衛生羽毛ふとん「JOORYU
ジ ョ ウ リ ュ ウ

 PLUS
プ ラ ス

」を発売 

ニーズに合わせた 3種類の側生地を展開 
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フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、同社の基幹シリー

ズである「ライフトリートメント」より、中身の羽毛と同様に、側生地にも制菌・アレルギー対策・消臭

機能をプラスした高衛生羽毛ふとん「JOORYU PLUS（ジョウリュウ プラス）」4種類を 2021年 1月

21日（木）に発売いたします。 
 

「JOORYU」は、自社で設けた高い品質基準を満たした高級羽毛ふとんブランドで、安心と安全

にこだわり、羽毛の洗浄から加工までフランスベッドの静岡工場で一貫生産しています。本ブラン

ドより、この度発売する「JOORYU PLUS」は、花粉やハウスダスト、臭いなどに敏感で、衛生に対

して関心の高い方に向けた高衛生羽毛ふとんであり、生地表面やふとんの内部に入り込んだ細

菌を抑制するだけでなく、ハウスダストや花粉などのアレル物質を無害化します。さらに、汗臭・加

齢臭・排せつ臭・ペット臭・タバコ臭といった 5 大悪臭を無臭因子に分解し、臭いの吸着を防ぎま

す。 
 

本商品は、お客様より「中身の羽毛だけでなく、側生地にも衛生加工が施されている羽毛ふ 

とんが欲しい」という声を多く頂いたことから、ご要望にお応えするために開発いたしました。 
 

本商品は、3 種類の側生地を展開します。銀の力による抗菌防臭効果が特長の『ミューファン®』

を採用した「LT JP-04」「LT JP-06」、綿本来の特長はそのままに、速乾性を併せ持つ「ミフビィ®」

を採用した「LT JP-05」、繊細でしなやかな光沢と均整度が優れたインド綿『セーラムスビン®』を採

用した「LT JP-07」から、ニーズに合った商品をお選びいただけます。 
 

高衛生羽毛ふとん「JOORYU PLUS」に関する商品概要は下記の通りです。 
 

※ふとんの中身を包む外側の生地のこと。 

LT JP-06 LT JP-04 
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高衛生羽毛ふとん「JOORYU PLUS（ジョウリュウ プラス）」 商品概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特 長】 

1. 中身の羽毛と同様に、側生地にも制菌・アレルギー対策・消臭加工 

2. ニーズに合わせた 3種類の側生地を展開 

3. 安心安全の日本製 

LT JP-04 LT JP-05 LT JP-06 LT JP-07 

※LT JP-04、LT JP-05のみ ※LT JP-06、LT JP-07のみ 

※特殊キルト部は除く ※全商品対象 
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【仕様・価格】 ※S：シングル、D：ダブル、Q：クイーン 

 

＜LT JP-04／LT JP-06＞  

  側生地の特長 

    ・銀の力で抗菌防臭 

    ・抗菌対象は黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌 

    ・静電気を抑制 

 

LT JP-04 

 オールシーズン 合掛け 肌掛け 

サイズ（ｃｍ）幅×長さ ・S：150×210 ・D：190×210 ・Q：220×210 

詰物重量（ｋｇ） 

・S：0.9＋0.3 

・D：1.3＋0.4 

・Q：1.5＋0.5 

・S：0.9 ・D：1.3 ・Q：1.5 ・S：0.3 ・D：0.4 ・Q：0.5 

詰物と側生地 
〔詰物〕ポーランド産ホワイトグースダウン 90％、フェザー10％ 

〔側生地〕綿 98％、ポリエステル 2％ 

ネックラウンド仕様 ○（合掛けのみ） ○ × 

側生地ブランド ミューファン® 

希望小売価格 

・S：170,000 円（税抜） 

187,000 円（税込） 

・D：220,000 円（税抜） 

242,000 円（税込） 

・Q：270,000 円（税抜） 

297,000 円（税込） 

・S：120,000 円（税抜） 

   132,000 円（税込） 

・D：150,000 円（税抜） 

   165,000 円（税込） 

・Q：180,000 円（税抜） 

   198,000 円（税込） 

・S：60 ,000 円（税抜） 

   66 ,000 円（税込） 

・D：80 ,000 円（税抜） 

   88 ,000 円（税込） 

・Q：100,000 円（税抜） 

   110,000 円（税込） 

 

LT JP-06 

 オールシーズン 合掛け 肌掛け 

サイズ（ｃｍ）幅×長さ ・S：150×210 ・D：190×210 ・Q：220×210 

詰物重量（ｋｇ） 

・S：1.0＋0.3 

・D：1.4＋0.4 

・Q：1.6＋0.5 

・S：1.0 ・D：1.4 ・Q：1.6 ・S：0.3 ・D：0.4 ・Q：0.5 

詰物と側生地 
〔詰物〕ポーランド産ホワイトグースダウン 95％、フェザー5％ 

〔側生地〕綿 98％、ポリエステル 2％ 

パワードームキルト ○（合掛けのみ） ○ × 

側生地ブランド ミューファン® 

希望小売価格 

・S：250,000 円（税抜） 

   275,000 円（税込） 

・D：310,000 円（税抜） 

   341,000 円（税込） 

・Q：360,000 円（税抜） 

396,000 円（税込） 

・S：180,000 円（税抜） 

   198,000 円（税込） 

・D：220,000 円（税抜） 

   242,000 円（税込） 

・Q：250,000 円（税抜） 

   275,000 円（税込） 

・S：80 ,000 円（税抜） 

   88 ,000 円（税込） 

・D：100,000 円（税抜） 

   110,000 円（税込） 

・Q：120,000 円（税抜） 

   132,000 円（税込） 
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＜LT JP-05＞ 

側生地の特長 

    ・天然素材とポリエステルマイクロファイバーを使用した柔らかな肌触り 

    ・優れた速乾性 

 

 オールシーズン 合掛け 肌掛け 

サイズ（ｃｍ）幅×長さ ・S：150×210 ・D：190×210 ・Q：220×210 

詰物重量（ｋｇ） 
・S：0.9＋0.3 
・D：1.3＋0.4 
・Q：1.5＋0.5 

・S：0.9 ・D：1.3 ・Q：1.5 ・S：0.3 ・D：0.4 ・Q：0.5 

詰物と側生地 
〔詰物〕ポーランド産ホワイトグースダウン 95％、フェザー5％ 

〔側生地〕綿 60％、ポリエステル 40％ 

ネックラウンド仕様 ○（合掛けのみ） ○ × 

側生地ブランド ミフビィ® 

希望小売価格 

・S：200,000 円（税抜） 

   220,000 円（税込） 

・D：260,000 円（税抜） 

   286,000 円（税込） 

・Q：310,000 円（税抜） 

341,000 円（税込） 

・S：140,000 円（税抜） 

   154,000 円（税込） 

・D：180,000 円（税抜） 

   198,000 円（税込） 

・Q：210,000 円（税抜） 

   231,000 円（税込） 

・S：70 ,000 円（税抜） 

   77 ,000 円（税込） 

・D：90 ,000 円（税抜） 

   99 ,000 円（税込） 

・Q：110,000 円（税抜） 

   121,000 円（税込） 

＜LT JP-07＞ 

側生地の特長 

    ・繊細でしなやかな光沢と優れた均整度 

    ・インド綿全体の 0.025％しか収穫されない極希少種 

    ・ひとつひとつ手摘みで収穫 

 

 オールシーズン 一枚タイプ 合掛け 肌掛け 

サイズ（ｃｍ）幅×長さ ・S：150×210 ・D：190×210 ・Q：220×210 

詰物重量（ｋｇ） 
・S：1.0＋0.3 
・D：1.4＋0.4 
・Q：1.6＋0.5 

・S：1.3・D：1.8・Q：2.1 ・S：1.0・D：1.4・Q：1.6 ・S：0.3・D：0.4・Q：0.5 

詰物と側生地 
〔詰物〕ポーランド産プレミアムグースダウン 95％、フェザー5％ 

〔側生地〕セーラムスビン 100％ 

パワードームキルト ○（合掛けのみ） ○ ○ × 

側生地ブランド セーラムスビン® 

希望小売価格 

・S：380,000 円（税抜） 

 418,000円（税込） 

・D：500,000 円（税抜） 

 550,000円（税込） 

・Q：620,000 円（税抜） 

 682,000円（税込） 

・S：320,000 円（税抜） 

352,000 円（税込） 

・D：420,000 円（税抜） 

462,000 円（税込） 

・Q：520,000 円（税抜） 

572,000 円（税込） 

・S：260,000 円（税抜） 

286,000 円（税込） 

・D：340,000 円（税抜） 

374,000 円（税込） 

・Q：420,000 円（税抜） 

462,000 円（税込） 

・S：140,000 円（税抜） 

154,000 円（税込） 

・D：180,000 円（税抜） 

198,000 円（税込） 

・Q：220,000 円（税抜） 

242,000 円（税込） 

【発売日】 2021年 1月 21日(木) 

【製造/販売】 フランスベッド株式会社 

【販売先】 全国の家具販売店、百貨店、ホームセンターなど 

【初年度販売目標】 3,000万円 

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ 
フランスベッドホールディングス㈱ 経営企画室 広報 IR 課 
℡：03-6741-5505  Mail：kouhou@francebed.jp 

 
■本資料に関する読者からのお問い合わせ先 
フランスベッド㈱ お客様相談室 ℡：0120-39-2824 


