
 

4
3322

5
3262

6

圧縮袋（ふとん収納）

3292

バルブ式毛布肌掛け圧縮袋２P

バルブ式座ぶとん圧縮袋１P 羽毛ふとん圧縮袋1枚入

●毛布肌掛けふとんに最適！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

●マチ付でかさばる座ぶとんに最適！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

●話題の羽毛ふとん専用圧縮袋！

●全ての羽毛・羽ふとんに対応商品！

●入れやすい１２０CM巾ファスナー採用！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

2 バルブ式ふとん圧縮袋マチ付

１P

●ワイドマチ付で2枚まとめて圧縮！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

3259 3263

1 バルブ式ふとん圧縮袋２P 3
3291

バルブ式ふとん圧縮袋シング

ルサイズ１P

●シングルサイズ掛けふとんに最適！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！
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7
3227

8
3261

9
3215

10
3216

バルブ式衣類圧縮袋コンパク

ト１P

バルブ式衣類圧縮袋マチ付１P フラットバルブ式　つるせる

衣類圧縮袋ショート2Ｐ

フラットバルブ式　つるせる

衣類圧縮袋ロング2Ｐ

圧縮袋(衣類収納）

●部屋ごと家族ごとに仕分け出来ます

●トレーナー10枚分圧縮できます

●マチ付で大容量の圧縮が出来ます

●トレーナー２０枚分圧縮できます

●ハンガータイプの吊るせる衣類圧縮袋

●ジャンバー等に最適なショートサイズ

●ハンガータイプの吊るせる衣類圧縮袋

●コート等に最適なロングサイズ

11
3204

12
3520

13
3521

バルブ式毛布・タオルケット

圧縮袋1枚入

いたわりダウンジャケット圧

縮袋ショート２Ｐ

いたわりダウンジャケット圧

縮袋　ロング２Ｐ

●売れ筋商品

●コンパクトに毛布が圧縮出来るサイズ1枚入

●冬物ダウンジャケットの収納に最適

●手巻きタイプで楽々圧縮出来ます

●冬物ダウンジャケットの収納に最適

●手巻きタイプで楽々圧縮出来ます
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  90×80cm

手巻き圧縮袋

14
3513

15
3514

16
3515

17
3516

トラベル衣類圧縮袋Sサイズ3

Ｐ

トラベル衣類圧縮袋Mサイズ3

Ｐ

トラベル衣類圧縮袋Lサイズ3

Ｐ

トラベル衣類圧縮袋BIGサイ

ズ3Ｐ

●トラベル用手巻きタイプ衣類圧縮袋

●リバーシブル仕様流行のドット柄採用

●お得な3枚セット

●トラベル用手巻きタイプ衣類圧縮袋

●リバーシブル仕様流行のドット柄採用

●お得な3枚セット

●トラベル用手巻きタイプ衣類圧縮袋

●リバーシブル仕様流行のドット柄採用

●お得な3枚セット

●トラベル用手巻きタイプ衣類圧縮袋

●リバーシブル仕様流行のドット柄採用

●お得な3枚セット

18
3517

19
3519

20
3518

トラベル衣類圧縮袋6P 手巻き毛布・肌掛けふとん圧

縮袋

手巻きふとん圧縮袋

●トラベル用手巻きタイプ衣類圧縮袋

●リバーシブル仕様流行のドット柄採用

●お得な6枚セット

●掃除機を使わず手巻き圧縮

●毛布、肌掛けの圧縮に最適

●掃除機を使わず手巻き圧縮

●掛けふとんの圧縮に最適
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Q-PONシリーズ

21
3503

22
3505

23
3506

24
3507

Q-PONバルブ用電動吸引ポン

プ

Q-PON　ふとん圧縮袋２Ｐ Q-PON　ふとん圧縮袋マチ付

１Ｐ

Q-PON　衣類圧縮袋マチ付１

Ｐ

●掃除機で圧縮出来ない方に最適！

●圧縮出来ないダイソン・スティック・ハンディタ

イプのお持ちの方に最適！

●入れやすい１２０CM巾ファスナー採用！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

●ワイドマチ付で2枚まとめて圧縮！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

●マチ付で大容量の圧縮が出来ます

●トレーナー２０枚分圧縮できます

25
3503

26
3508

Q-PONセット（ふとん用２

Ｐ）

Q-PONバリュセット５Ｐ

●掃除機で圧縮出来ない方に最適！

●圧縮の出来ないダイソン・スティック・ハンディ

タイプをお持ちの方に最適！

●掃除機で圧縮出来ない方に最適！

●圧縮の出来ないダイソン・スティック・ハンディ

タイプをお持ちの方に最適！
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圧縮袋（超薄型バルブ）安価商材

27
3385

28
3386

29
3387

30
3395

超薄型バルブ式衣類圧縮袋２P 超薄型バルブ式ふとん圧縮袋

２P

超薄型バルブ式ふとん圧縮袋

マチ付１P

超薄型バルブ式ふとん圧縮袋

4P ボリュームパック

●安価商品

●超薄型バルブ採用で収納スッキリ

●衣類用2枚セット（1枚でトレーナー10

枚）

●安価商品

●超薄型バルブ採用で収納スッキリ

●ワイド１２０CMファスナー採用で便利です

●安価商品

●超薄型バルブ採用で収納スッキリ

●掛け敷き2枚まとめて圧縮出来るマチ付

●安価商品

●超薄型バルブ採用で収納スッキリ

●お買得4枚セット
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34
3523

バルブ式 抗菌防臭・防ダニ

さわやか衣類圧縮袋マチ付1P

バルブ式 抗菌防臭・防ダニ

さわやかふとん圧縮袋1P

バルブ式 抗菌防臭・防ダニ

さわやかふとん圧縮袋マチ付

さわやか羽毛ふとん圧縮袋

ソフトケース付

●圧縮袋に最適な高厚エンボスフイルム採

用！（空気を効率良く吸い出します）

●お買得2枚入

●圧縮袋に最適な高厚エンボスフイルム採

用！（空気を効率良く吸い出します）

●便利なマチ付

●マチ付で大容量の圧縮が出来ます

●トレーナー２０枚分圧縮できます

●抗菌防臭・防ダニシート付

●入れやすい１２０CM巾ファスナー採用！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

●抗菌防臭・防ダニシート付

●ワイドマチ付で2枚まとめて圧縮！

●薄型フラットバルブ採用で収納もスッキリ！

●抗菌防臭・防ダニシート付

●クローゼット収納に最適のケース付

●全ての羽毛・羽ふとんに対応商品！

35
3398

36
3399

バルブ式ふとん圧縮袋　エ

アーライン2枚入

バルブ式ふとん圧縮袋マチ付

エアーライン1枚入

付加価値商品

31
3502

32
3500

33
3501
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●ソフトケース付でスッキリ収納出来ます

●クローゼット収納に最適！

●ソフトケース付でスッキリ収納出来ます

●クローゼット収納に最適！

●半圧縮で復元率大幅UP

●大切なふとんを大切に保管！

●ソフトケース付でスッキリ収納出来ます

●クローゼット収納に最適！

●ソフトケース付でスッキリ収納出来ます

●クローゼット収納に最適！

●ソフトケース付でスッキリ収納出来ます

●ふとん一式まるごと圧縮収納

41
3455

42
3456

クローゼット用ふとん圧縮袋

ソフトケース付

クローゼット用衣類圧縮袋ソ

フトケース付

ケース付圧縮袋

37
3383

38
3511

39
3510

40
3512

まるめるふとん圧縮袋 バルブ式衣類圧縮袋　ソフト

ケース付

バルブ式ふとん圧縮袋　ソフ

トケース付

バルブ式ふとん一式圧縮袋

ソフトケース付
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●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●クローゼット収納にも最適です

●オシャレなグリーンカラー

●使わない掛けふとんを抱き枕として活用

●肌触りが良い生地を使用

●使わない掛けふとんを抱き枕として活用

●肌触りが良い生地を使用

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●クローゼット収納にも最適です

●オシャレなブラウンカラー

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●クローゼット収納にも最適です

●オシャレなクリームカラー

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●クローゼット収納にも最適です

●オシャレなネイビーカラー

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●クローゼット収納にも最適です

●オシャレなレッドカラー

47
3461

48
3545

49
3546

ふとんdeクッション  グリーン ふとんdeクッション抱き枕

スカイブルー

ふとんdeクッション抱き枕

ピンク

ふとん収納袋

43
3381

44
3380

45
3458

46
3457

ふとんdeクッションブラウン ふとんdeクッションクリーム ふとんdeクッションネイビー ふとんdeクッションレッド
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●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●部屋にころがして置くだけでインテリアに

●かわいいいぬ柄

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●部屋にころがして置くだけでインテリアに

●かわいいパンダ柄

54
3552

55
3554

ふとんdeクッション クロシバ ふとんdeクッション パンダ

53
3548

ふとんdeクッション とら ふとんdeクッション ぶち ふとんdeクッション しば犬 ふとんdeクッション レオ

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●部屋にころがして置くだけでインテリアに

●かわいいねこ柄

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●部屋にころがして置くだけでインテリアに

●かわいいねこ柄

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●部屋にころがして置くだけでインテリアに

●かわいいいぬ柄

●使わない掛けふとんをクッションとして活用

●部屋にころがして置くだけでインテリアに

●かわいいねこ柄

50
3533

51
3534

52
3537
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