Amazon売れ筋ランキング(寝具)
Rank

2020-01-05
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106

1

2020-01-12
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106
B07Y31NTLF

B07YXSC9C6

ナイスデイ

ナイスデイ

PAZAKO

AYO

☆ 4.2 (1222)

☆ 4.2 (1272)

☆ 5.0 (4)

☆ 4.4 (3064)

¥1,952〜¥4,414

¥2,149〜¥4,414

¥2,699

¥2,780

AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 吸汗 速乾 マ
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
チ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜群 丸洗い
50000106
可能 快眠 (グレー, セミダブル・120X200cm)

B07YBW72WC

B00N3PQ9OU

ナイスデイ

STWIENER

ナイスデイ

AYO

☆ 4.4 (784)

☆ 4.0 (169)

☆ 4.2 (1334)

☆ 4.5 (627)

¥2,162〜¥5,286

¥1,490〜¥1,880

¥2,076〜¥4,414

¥1,680〜¥2,980

AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ 式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止 バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508 洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)
B07ZCYY27J

B07T1X2FW8

ナイスデイ

AYO

ナイスデイ

☆ 3.6 (907)

☆ 4.4 (812)

☆ 4.3 (1188)

☆ 4.2 (1393)

¥3,069〜¥15,566

¥2,162〜¥5,286

¥2,148〜¥3,880

B07RXMHZJQ

B00N3PNMD6

AYO

ナイスデイ

AYO

☆ 4.3 (754)

☆ 4.3 (1149)

☆ 4.4 (854)

☆ 4.2 (1225)

¥2,880

¥2,880〜¥3,880

¥2,162〜¥5,286

¥2,880〜¥3,880

【AYO最新版】 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気
性 快眠枕 高級ホテル仕様 安眠枕 横向き対
応 高反発枕 人気のいびき対策枕 丸洗い可能
立体構造43x63cm 家族のプレゼント (ホワイト)

B07RXMHZJQ

B07BXSYPSG

B078X97MZ9

AYO

AYO

AYO

ナイスデイ

☆ 4.3 (1110)

☆ 4.3 (759)

☆ 4.4 (3034)

☆ 4.4 (889)

¥2,780

¥2,055〜¥5,286

¥2,880
AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 抗菌防臭 吸
汗 速乾 マチ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜
群 丸洗い可能 快眠 (グレー, セミダブル・
120X200cm)

AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ AYO 枕カバー 高級棉100％ 全サイズピロー
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 吸汗 速乾 マ ケース ホテル品質 サテン織 300本高密度 抗
チ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜群 丸洗い 菌 防臭 43x63cmサイズの枕に対応
可能 快眠 (グレー, セミダブル・120X200cm)

B07SR6C7HX

B07SQ4DXRX

STWIENER

AYO

AYO

AYO

☆ 4.0 (150)

☆ 4.6 (610)

☆ 4.5 (612)

☆ 4.4 (849)

¥1,490〜¥1,880

¥1,480〜¥2,980

¥1,000〜¥2,980

¥1,099〜¥1,299

B07KM2GRPT

MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

B07SZZM9G7

B07N2VSGFH

B07WHZV2QN

GOKUMIN

sledar

STWIENER

MyeFoam

☆ 4.4 (567)

☆ 4.6 (588)

☆ 4.1 (189)

☆ 4.2 (1566)

¥2,464〜¥6,999

¥1,490〜¥1,880

¥5,980〜¥7,980

¥5,980〜¥9,980

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
AYO 枕カバー 高級棉100％ 全サイズピロー
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ケース ホテル品質 サテン織 300本高密度 抗
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
菌 防臭 43x63cmサイズの枕に対応
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

B0833CBNV2

枕 安眠 人気 頭·首·肩を支える健康枕 低反発
ピロー 気道確保 頚椎安定 寝返りサポート 熟
睡 快眠 洗える 通気性まくら

B0833CBNV2

B07YSHGZ6M

B07X9KT2Q9

MyeFoam

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

AYO

MyeFoam

☆ 4.2 (1502)

☆ 3.6 (938)

☆ 4.4 (833)

☆ 4.3 (851)

¥5,980〜¥7,980

¥3,573〜¥15,566

¥809〜¥1,099

¥4,980〜¥5,980

【ベッド・マットレスセット】アイリスプラザ ポケッ
トコイルマットレス シングル 高密度 コイル数
465個 + 3段階高さ調節 すのこベッド シングル
ナチュラル DBL-Z001

除湿シート 寝具用除湿マット 備長炭 シリカゲ
ル入り 洗える 吸湿シート 吸湿センサー付き –
sunnyskies 防ダニ 防カビ 防臭加工 梅雨対策
調湿シート 健康守る 2年品質保証

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

B0831B4S6N

SONGLIBIN 掛け布団 洗える 掛けふとん 掛布
団 抗菌防臭加工 ほこりが出にくい アレルギー
対策 収納袋付き ふわふわ吸湿＆通気 (グ
レー, 150*210CM 総重量2.5KG)

B07V4KHQJG

B07X44V3VC

B06XW8Z642

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

sunnyskies

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

songlibin

☆ 3.7 (581)

☆ 4.1 (126)

☆ 3.5 (980)

☆ 4.4 (199)

¥5,933〜¥27,970

¥2,050〜¥3,272

¥3,573〜¥15,573

¥3,780〜¥4,380

ナイスデイ 着る毛布 グレー L (着丈135cm)
mofua モフア あったか ルームウェア フード付
き 48478413
10

B07ZCYY27J

B07YBW72WC

MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

9

B07RXMHZJQ

AYO 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気性 快眠枕
mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ
高級ホテル仕様 高反発枕 横向き対応 丸洗い
んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止
可能 立体構造43x63cm 家族のプレゼント ホ
加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508
ワイト

sledar(スレダー) 毛布 掛け毛布 ひざ掛け 羽
GOKUMIN(極眠) マットレス ベットマット 敷布団
ボックスシーツ 吸水速乾 シーツ ベッドシーツ
織れる 大判 発熱二枚合わせ パイル シープ調
厚さ4cm 【独自高反発であなたの睡眠を改善
マットレスカバー 抗菌・防臭（シングル・100×
ふわふわ 丸洗いOK 抗菌防臭 防ダニ加工 北
する抗菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル)
200cm グレー）
欧風 プレゼント 秋冬 (130ｘ160cm,ピンク)

8

¥2,076〜¥4,414
AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)

AYO

ボックスシーツ 吸水速乾 シーツ ベッドシーツ
マットレスカバー 抗菌・防臭（シングル・100×
200cm グレー）

7

B07Y31NTLF

B07BXSYPSG

¥2,880〜¥3,880

6

mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106

B07YSHGZ6M

AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)
5

B07SR6C7HX

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
【AYO最新版】 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ
性 快眠枕 高級ホテル仕様 安眠枕 横向き対
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用 んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止
応 高反発枕 人気のいびき対策枕 丸洗い可能
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ 加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508
立体構造43x63cm 家族のプレゼント (ホワイト)
(クリーム, シングル・3点セット)
4

B078X97MZ9

B07ZCYY27J

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付
3

2020-01-26
AYO 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気性 快眠枕
高級ホテル仕様 高反発枕 横向き対応 丸洗い
可能 立体構造43x63cm 家族のプレゼント ホ
ワイト

B07Y31NTLF

mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ ボックスシーツ 吸水速乾 シーツ ベッドシーツ
んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止 マットレスカバー 抗菌・防臭（シングル・100×
加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508 200cm グレー）
2

2020-01-19
枕 安眠枕 快眠 洗える 健康枕 人気 肩こり 頭
痛改善 良い通気性 防湿通気抗菌 横向き対応
低刺激性 高級ホテル仕様 65*38*15cm 家族
のプレゼント(ホワイト)

mofua(モフア)枕カバー ファスナー式 プレミア
Metene ネックピロー U型まくら 携帯枕 洗える
ムマイクロファイバー Heatwarm発熱 +2℃ タイ
カバー 旅行用品 飛行機 トラベル 収納ポーチ
プ 43☓63ｃｍ ファスナー式 アイボリー
付 (グレー)
60120008

B07X29STVB

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

B07Y2ZWJMB

B07X9YC54G

B07T1X9QL2

B07YSHGZ6M

ナイスデイ

ナイスデイ

Metene

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.5 (373)

☆ 4.4 (187)

☆ 4.5 (718)

☆ 3.5 (1020)

¥2,581〜¥4,280

¥974〜¥1,790

¥2,299

¥3,573〜¥15,566

Amazon売れ筋ランキング(枕・抱き枕)
Rank

1

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

【AYO最新版】 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気
性 快眠枕 高級ホテル仕様 安眠枕 横向き対
応 高反発枕 人気のいびき対策枕 丸洗い可能
立体構造43x63cm 家族のプレゼント (ホワイト)

【AYO最新版】 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気
性 快眠枕 高級ホテル仕様 安眠枕 横向き対
応 高反発枕 人気のいびき対策枕 丸洗い可能
立体構造43x63cm 家族のプレゼント (ホワイト)

枕 安眠枕 快眠 洗える 健康枕 人気 肩こり 頭
痛改善 良い通気性 防湿通気抗菌 横向き対応
低刺激性 高級ホテル仕様 65*38*15cm 家族
のプレゼント(ホワイト)

AYO 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気性 快眠枕
高級ホテル仕様 高反発枕 横向き対応 丸洗い
可能 立体構造43x63cm 家族のプレゼント ホ
ワイト

B07BXSYPSG

B07BXSYPSG

B07YXSC9C6

AYO

AYO

PAZAKO

AYO

☆ 4.3 (754)

☆ 4.3 (759)

☆ 5.0 (4)

☆ 4.4 (3064)

¥2,880

¥2,880

¥2,699

¥2,780

AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
Purefly ネックピロー U型 手動プレス式膨らま
バーだけ 替えカバー pillowcase without pillow せる 旅行用 飛行機 バス 自宅 オフィス 収納
洗えるカバー (グレー, カバー)
ポーチ付
2

B01N4GKJJI

B078X97MZ9

エンゼル

Purefly

AYO

MyeFoam

☆ 4.2 (386)

☆ 4.6 (1545)

☆ 4.4 (3034)

☆ 4.3 (851)

¥2,190〜¥4,700

¥2,299

¥2,780

¥4,980〜¥5,980

枕 安眠 人気 頭·首·肩を支える健康枕 低反発 Metene ネックピロー U型まくら 携帯枕 洗える KMALL ネックピロー 飛行機 首枕 エアーピ
ピロー 気道確保 頚椎安定 寝返りサポート 熟 カバー 旅行用品 飛行機 トラベル 収納ポーチ ロー U型 まくら イエロー 旅行用 オフィス 収納
睡 快眠 洗える 通気性まくら
付 (グレー)
袋一体型 KMYD-02

B0831B4S6N

B07T691V7Z

Purefly

MyeFoam

Metene

Kmall

☆ 4.6 (1507)

☆ 4.2 (797)

☆ 4.5 (718)

☆ 4.4 (577)

¥4,980〜¥5,980

¥2,299

¥2,299

枕 安眠枕 快眠 洗える 健康枕 人気 肩こり 頭
KMALL ネックピロー 飛行機 首枕 エアーピ
痛改善 良い通気性 防湿通気抗菌 横向き対応
ロー U型 まくら イエロー 旅行用 オフィス 収納
低刺激性 高級ホテル仕様 家族のプレゼント
袋一体型 KMYD-02
65*38*15cm (ホワイト)

B07YTNGJND

¥2,099〜¥3,999
枕 安眠枕 快眠 洗える 健康枕 人気 肩こり 頭
痛改善 良い通気性 防湿通気抗菌 横向き対応
低刺激性 高級ホテル仕様 65*38*15cm 家族
のプレゼント(ホワイト)

B07PW81CCK

B07YXRHRVV

B07YTNGJND

GUAPO

PAZAKO

Kmall

PAZAKO

☆ 4.3 (179)

☆ 5.0 (1)

☆ 4.3 (550)

☆ 5.0 (4)

¥2,980

¥1,999

¥2,099〜¥3,999

¥2,499

【セット買い】ショップジャパン トゥルースリー
パーセブンスピロー 低反発 枕 シングル + 枕
カバー ブルー
5

B0831B4S6N

B01N4GKJJI

【NHK おはよう日本 まちかど情報室 で紹介】
好きな形に曲げて固定できる ネックピロー
GUAPO【改良 Ver.2】 トラベルピロー 携帯枕
低反発 ［綿100%カバー採用］
4

AYO 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気性 快眠枕
枕 安眠 人気 頭·首·肩を支える健康枕 低反発
高級ホテル仕様 高反発枕 横向き対応 丸洗い
ピロー 気道確保 頚椎安定 寝返りサポート 熟
可能 立体構造43x63cm 家族のプレゼント ホ
睡 快眠 洗える 通気性まくら
ワイト

B07HR8PL41

Purefly ネックピロー U型 手動プレス式膨らま
せる 旅行用 飛行機 バス 自宅 オフィス 収納
ポーチ付
3

B078X97MZ9

【AYO最新版】 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気
枕 安眠 人気 肩こり 低反発 まくら 安眠枕 快
性 快眠枕 高級ホテル仕様 安眠枕 横向き対
眠枕 いびき防止 首・頭・肩をやさしく支える 通
応 高反発枕 人気のいびき対策枕 丸洗い可能
気性抜群 抗菌 防臭 50*30cm 洗える
立体構造43x63cm 家族のプレゼント (ホワイト)

B07YXSC9C6

枕 安眠 人気 肩こり 良い通気性 快眠枕 枕カ
バー付き 高級ホテル仕様 高反発枕 横向き対
応 通気性抜群 抗菌 防臭 丸洗い可能 立体構
造43x63cm ホワイト

B07YCSM9SJ

B07Q5RPNBJ

B07BXSYPSG

ShopJapan(ショップジャパン)

FUKUYA(フクヤ)

AYO

B07SLPMSVY
SUSUNA

☆ 3.6 (161)

☆ 4.4 (645)

☆ 4.3 (778)

☆ 4.7 (411)

¥13,024〜¥22,814

¥2,680

¥2,980

¥2,580

枕 安眠 人気 肩こり対策 低反発 まくら 安眠枕
AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
いびき防止 快眠枕 頭痛改善 仰向き横向き対 Metene ネックピロー U型まくら 携帯枕 洗える
アイリスオーヤマ まくらカバー ネイビー CMPバーだけ 替えカバー pillowcase without pillow 応 健康枕 ヘルスケア枕 洗える マクラ カバー カバー 旅行用品 飛行機 トラベル 収納ポーチ
4363
洗えるカバー (グレー, カバー)
付きピロー 家族のプレゼント おすすめ (ホワイ 付 (グレー)
ト)
6

B07N18VZN1

B07HR8PL41

B07HJBWS73

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

エンゼル

JASKIVI

Metene

☆ 3.8 (542)

☆ 4.2 (407)

☆ 4.0 (660)

☆ 4.5 (731)

¥300〜¥10,000

¥2,190〜¥4,700

¥2,799

¥2,299

枕 安眠 人気 肩こり対策 低反発 まくら 安眠枕
いびき防止 快眠枕 頭痛改善 仰向き横向き対
応 健康枕 ヘルスケア枕 洗える マクラ カバー
付きピロー 家族のプレゼント おすすめ (ホワイ
ト)
7

F1F2 The cubes 無重力枕 安眠人気枕 快眠
Purefly ネックピロー U型 手動プレス式膨らま
枕 枕両面使用性 新仕様肩こり首こり防止頚椎
せる 旅行用 飛行機 バス 自宅 オフィス 収納
サポート健康枕通気性抜群いびき軽減 横向き
ポーチ付
仰向け快適37x59x10cm

B07T691V7Z

AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
バーだけ 替えカバー pillowcase without pillow
洗えるカバー (グレー, カバー)

B07HJBWS73

B07T9TLMZQ

B01N4GKJJI

JASKIVI

F1F2(エフワンエフツー)

Purefly

B07HR8PL41
エンゼル

☆ 4.1 (665)

☆ 4.0 (96)

☆ 4.6 (1577)

☆ 4.2 (440)

¥2,799

¥9,800

¥2,299

¥1,861〜¥4,700

枕 安眠 ハイクラス 高級ホテルのような贅沢な
AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
枕 安眠 人気 肩こり 低反発 まくら 安眠枕 快
眠り ソフトタイプ 快眠枕 高反発枕 横向き対応 アイリスオーヤマ まくらカバー ネイビー CMPバーだけ 替えカバー pillowcase without pillow 眠枕 いびき防止 首・頭・肩をやさしく支える 通
肩こり対策 丸洗い可能 立体構造４３ｘ６３ CM 4363
洗えるカバー (グレー, カバー)
気性抜群 抗菌 防臭 50*30cm 洗える
一年間保証付き (ホワイト)
8

B07J33JBBV

B07N18VZN1

B07HR8PL41

B07Q5RPNBJ

Yemall

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

エンゼル

FUKUYA(フクヤ)

☆ 4.7 (606)

☆ 3.8 (554)

☆ 4.2 (426)

☆ 4.4 (664)

¥999〜¥2,000

¥300〜¥10,000

¥2,190〜¥4,700

¥2,680

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 日本製 ホワイト 43×63cm ホテル
モードピロー【パイプ入かため】
2211004659998
9

枕 安眠 人気 肩こり対策 低反発 まくら 安眠枕
いびき防止 快眠枕 頭痛改善 仰向き横向き対 枕 安眠 人気 頭·首·肩を支える健康枕 低反発
アイリスオーヤマ まくらカバー ネイビー CMP応 健康枕 ヘルスケア枕 洗える マクラ カバー ピロー 気道確保 頚椎安定 寝返りサポート 熟
4363
付きピロー 家族のプレゼント おすすめ (ホワイ 睡 快眠 洗える 通気性まくら
ト)

B07TL8Z1PV

B07HJBWS73

B0831B4S6N

B07N18VZN1

昭和西川(Showa-nishikawa)

JASKIVI

MyeFoam

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

☆ 3.9 (186)

☆ 4.1 (630)

☆ 4.2 (812)

☆ 3.8 (579)

¥2,016〜¥6,091

¥2,799

¥3,736〜¥5,083

¥300〜¥10,000

旅行飛行機 フットレスト 足枕 足置き クッション
枕 安眠 人気 肩こり 低反発 まくら 安眠枕 快
(最新のアップグレード) 押し込み式の膨張旅行
眠枕 いびき防止 首・頭・肩をやさしく支える 通
フットレスト 車用 新幹線 飛行機用 家用 オフィ
気性抜群 抗菌 防臭 50*30cm 洗える
ス グレー1パック
10

旅行飛行機 フットレスト 足枕 足置き クッション
(最新のアップグレード) 押し込み式の膨張旅行
フットレスト 車用 新幹線 飛行機用 家用 オフィ
ス グレー1パック

【AYO最新版】 枕 安眠 人気 肩こり 良い通気
性 快眠枕 高級ホテル仕様 安眠枕 横向き対
応 高反発枕 人気のいびき対策枕 丸洗い可能
立体構造43x63cm 家族のプレゼント (ホワイト)

B07Q5RPNBJ

B07V6D4HGW

B07V6D4HGW

FUKUYA(フクヤ)

QIANQIAN

QIANQIAN

B07BXSYPSG
AYO

☆ 4.4 (620)

☆ 4.2 (47)

☆ 4.1 (50)

☆ 4.3 (808)

¥2,680

¥1,169〜¥2,540

¥1,169〜¥2,540

¥2,980

Amazon売れ筋ランキング(布団セット)
Rank

1

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

アイリスプラザ 布団セット シングル 4点セットア
イボリー 洗える あったか ふわふわ 増量タイプ
ほこりの出にくい布団 きめ細やかなピーチスキ
ン加工 低ホルムアルデヒド仕様 収納ケース付

B07YSHGZ6M

B06XW8Z642

B07YSHGZ6M

B07YSHGZ6M

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 3.6 (907)

☆ 3.6 (938)

☆ 3.5 (980)

☆ 3.5 (1020)

¥3,069〜¥15,566

¥3,573〜¥15,566

¥3,573〜¥15,573

¥3,573〜¥15,566

タンスのゲン 布団7点セット シングルロング 中
綿1.6kg 抗菌 防臭 洗える 収納ケース付き 固
綿三層敷布団 掛布団 敷布団 枕 アイボリー
AM 000073 07 【62757】
2

タンスのゲン 【洗える布団セット 抗菌防臭・増
量中綿1.5kg】 ホコリが出にくい布団セット シン
グル 洗える 組布団 4点セット 増量 肌触り滑ら
かピーチスキン加工 抗菌 防臭 アレルギー対
策 収納ケース付き アイボリー AM000011 IV61
【64105】

B06VYBPYNJ

B06XX8BTT9

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.7 (762)

☆ 4.0 (963)

☆ 4.0 (979)

☆ 4.0 (1003)

¥4,932〜¥9,999

¥3,980〜¥6,999

¥3,780〜¥6,999

¥3,780〜¥6,999

タンスのゲン 布団7点セット シングルロング 中
綿1.6kg 抗菌 防臭 洗える 収納ケース付き 固
綿三層敷布団 掛布団 敷布団 枕 アイボリー
AM 000073 07 【62757】

タンスのゲン 布団7点セット シングルロング 中
綿1.6kg 抗菌 防臭 洗える 収納ケース付き 固
綿三層敷布団 掛布団 敷布団 枕 アイボリー
AM 000073 07 【62757】

B06XX8BTT9

タンスのゲン 布団7点セット シングルロング 中
綿1.6kg 抗菌 防臭 洗える 収納ケース付き 固
綿三層敷布団 掛布団 敷布団 枕 アイボリー
AM 000073 07 【62757】

B06XX8BTT9

B07NQB9PHK

B07VGFJHVP

B07VGFJHVP

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 4.0 (932)

☆ 3.7 (784)

☆ 3.7 (808)

☆ 3.7 (831)

¥3,980〜¥6,999

¥5,480〜¥9,999

¥5,480〜¥9,999

¥4,999〜¥9,999

布団セット 布団7点セット シングル 抗菌防臭
布団セット 7点 洗える ほこりの出にくい布団 き
洗える ホコリが出にくい きめ細かいピーチスキ
め細やかなピーチスキン加工 固綿 軽量 低ホ
ン加工 なめらかな肌触り アレルギー対策 掛
ルムアルデヒド仕様 収納ケース付 シングル ア
布団 敷布団 枕 布団カバー 収納ケース付き
イボリー
一年中使える スター柄グレー （VK Living）
4

タンスのゲン 【洗える布団セット 抗菌防臭・増
量中綿1.5kg】 ホコリが出にくい布団セット シン
グル 洗える 組布団 4点セット 増量 肌触り滑ら
かピーチスキン加工 抗菌 防臭 アレルギー対
策 収納ケース付き アイボリー AM000011 IV61
【64105】

B07VGFJHVP

タンスのゲン 【洗える布団セット 抗菌防臭・増
量中綿1.5kg】 ホコリが出にくい布団セット シン
グル 洗える 組布団 4点セット 増量 肌触り滑ら
かピーチスキン加工 抗菌 防臭 アレルギー対
策 収納ケース付き アイボリー AM000011 IV61
【64105】
3

タンスのゲン 【洗える布団セット 抗菌防臭・増
量中綿1.5kg】 ホコリが出にくい布団セット シン
グル 洗える 組布団 4点セット 増量 肌触り滑ら
かピーチスキン加工 抗菌 防臭 アレルギー対
策 収納ケース付き アイボリー AM000011 IV61
【64105】

布団セット 布団7点セット シングル 抗菌防臭
洗える ホコリが出にくい きめ細かいピーチスキ
ン加工 なめらかな肌触り アレルギー対策 掛
布団 敷布団 枕 布団カバー 収納ケース付き
一年中使える スター柄グレー （VK Living）

布団セット 布団7点セット シングル 抗菌防臭
洗える ホコリが出にくい きめ細かいピーチスキ
ン加工 なめらかな肌触り アレルギー対策 掛
布団 敷布団 枕 布団カバー 収納ケース付き
一年中使える スター柄グレー （VK Living）

B07PDKLB48

B07BK2X454

B07Z3VKSD6

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

VKLiving

VKLiving

B07Z3VKSD6
VKLiving

☆ 3.7 (89)

☆ 3.9 (127)

☆ 3.9 (135)

☆ 3.9 (140)

¥4,932〜¥5,280

¥6,580

¥6,580

¥6,580〜¥9,980

【マットレス不要 洗える 布団セット】シングル 7
マットレス付き 布団8点セット シングル ブラウ 布団セット 7点 洗える ほこりの出にくい布団 き 布団セット 7点 洗える ほこりの出にくい布団 き 点 カバー付 (ホテルタイプ) (布団 : ブラウン/カ
ン 今すぐ使える万能8点（マットレス 掛け布団 め細やかなピーチスキン加工 固綿 軽量 低ホ め細やかなピーチスキン加工 固綿 軽量 低ホ バー : ブラウン) 3層 敷布団/掛布団/布団カ
敷き布団 枕 掛けカバー 敷きカバー 枕カバー ルムアルデヒド仕様 収納ケース付 シングル ア ルムアルデヒド仕様 収納ケース付 シングル ア バー/枕/収納ケース ほこりの出にくい アレル
収納袋）
イボリー
イボリー
ギー対策 なめらかな肌触り 新生活 応援
【mofua (モフア) 直販メーカー ナイスデイ】
5

B07PB8PHTQ

B06XHGGYWM

B07PDKLB48

B07NMHNG3P

ナイスデイ

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

ナイスデイ

☆ 4.1 (188)

☆ 3.7 (95)

☆ 3.7 (107)

☆ 3.9 (71)

¥3,990〜¥8,531

¥4,985〜¥5,154

¥4,932〜¥4,985

¥5,780〜¥10,980

【マットレス不要 洗える 布団セット】シングル 7
点 カバー付 (ホテルタイプ) (布団 : ブラウン/カ
バー : ブラック) 3層 敷布団/掛布団/布団カ
バー/枕/収納ケース ほこりの出にくい アレル
ギー対策 なめらかな肌触り 新生活 応援
【mofua (モフア) 直販メーカー ナイスデイ】
6

マットレス付き 布団8点セット シングル ブラウ
ン 今すぐ使える万能8点（マットレス 掛け布団
敷き布団 枕 掛けカバー 敷きカバー 枕カバー
収納袋）

B07NMHNG3P

B081GZ4SHR

B07NMHNG3P

B00O1UPYG0

ナイスデイ

ナイスデイ

ナイスデイ

リコメン堂

☆ 4.0 (55)

☆ 4.1 (193)

☆ 4.0 (65)

☆ 3.6 (6)

¥5,780〜¥10,412

¥3,990〜¥9,980

¥5,780〜¥10,980

¥3,880〜¥3,980

タンスのゲン 羽根布団7点セット シングル 【首
西川(Nishikawa) 布団セット ネイビー シングル
元まで暖か襟丸＆フェザー30％増量】 スモー
凹凸敷布団 掛け布団 枕 セブンデイズ
ルフェザー100％ 抗菌・防臭 ALLシーズンタイ
SEVENDAYS KF08122525NV
プ アイボリー AM 000076 72 【51171】
7

B07M99CNKX

B07PB8PHTQ

B078XZ1TW3

西川(Nishikawa)

ナイスデイ

タンスのゲン

☆ 3.8 (205)

☆ 4.0 (77)

☆ 4.2 (201)

☆ 3.8 (218)

¥5,999〜¥9,980

¥9,480〜¥9,900

¥3,990〜¥9,980

¥5,999〜¥16,800

タンスのゲン 羽根布団7点セット シングル 【首
届いたらすぐ眠れる！ほこりの出にくい布団4
元まで暖か襟丸＆フェザー30％増量】 スモー
点セット【Ever Clean】エヴァークリーン シング
ルフェザー100％ 抗菌・防臭 ALLシーズンタイ
ル (さくら)
プ アイボリー AM 000076 72 【51171】

布団セット 7点 洗える ほこりの出にくい布団 き
め細やかなピーチスキン加工 固綿 軽量 低ホ
ルムアルデヒド仕様 収納ケース付 シングル ア
イボリー

B07BQHWMV6

B06XDKBD7W

B00O1UPYG0

B07PDKLB48

タンスのゲン

タンスのゲン

リコメン堂

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 3.9 (92)

☆ 3.8 (210)

☆ 3.6 (6)

☆ 3.7 (117)

¥9,999〜¥15,800

¥5,999〜¥9,980

¥3,880〜¥3,980

¥4,932〜¥5,024

届いたらすぐ眠れる！ほこりの出にくい布団4
点セット【Ever Clean】エヴァークリーン シング
ル (さくら)

タンスのゲン 羽根布団7点セット シングル 【首
元まで暖か襟丸＆フェザー30％増量】 スモー
ルフェザー100％ 抗菌・防臭 ALLシーズンタイ
プ アイボリー AM 000076 72 【51171】

布団セット 5点 羽根布団 敷布団セット 3層構
造 あったか ふわふわ フェザー100% ピーチス
キン 軽量 ボリュームタイプ シングル アイボ
リー

B0833YSFJ2

B00O1UPYL0

B078XZ1TW3

B07PDKKK2G

ナイスデイ

リコメン堂

タンスのゲン

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 0.0 (0)

☆ 3.8 (23)

☆ 3.8 (213)

☆ 3.9 (163)

¥4,980〜¥5,980

¥3,880〜¥3,980

¥5,999〜¥9,980

¥5,300〜¥11,479

布団セット 5点 羽根布団 敷布団セット 3層構
造 あったか ふわふわ フェザー100% ピーチス
キン 軽量 ボリュームタイプ シングル アイボ
リー
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タンスのゲン 羽根布団7点セット シングル 【首
元まで暖か襟丸＆フェザー30％増量】 スモー
ルフェザー100％ 抗菌・防臭 ALLシーズンタイ
プ アイボリー AM 000076 72 【51171】

タンスのゲン

ナイスデイ 2020 福袋 01 あったか 掛け布団
シングル と 男女兼用 着る毛布 2点セット (蓄
熱 発熱 掛け布団 ＋ 着る毛布 ルームウエア
HAPPY BAG セット）…
9

マットレス付き 布団8点セット シングル ブラウ
ン 今すぐ使える万能8点（マットレス 掛け布団
敷き布団 枕 掛けカバー 敷きカバー 枕カバー
収納袋）

B078XZ1TW3

タンスのゲン 【大増量2.4kg!!】 肌掛け布団付き
羽根布団 シングル 9点セット 抗菌防臭 低ホル
収納ケース付き シンシアDX ブラウン
61140339 BR 【37729】
8

【マットレス不要 洗える 布団セット】シングル 7
点 カバー付 (ホテルタイプ) (布団 : ブラウン/カ
届いたらすぐ眠れる！ほこりの出にくい布団4
バー : ブラウン) 3層 敷布団/掛布団/布団カ
点セット【Ever Clean】エヴァークリーン シング
バー/枕/収納ケース ほこりの出にくい アレル
ル (さくら)
ギー対策 なめらかな肌触り 新生活 応援
【mofua (モフア) 直販メーカー ナイスデイ】

[山善] 布団セット 4点 シングル 抗菌消臭 きめ 東京西川 布団セット 3点 ベージュ シングル 羽 西川(Nishikawa) 布団セット ネイビー シングル
細やか ピーチスキン加工 (掛け布団 敷き布団 毛入り掛け布団 ウレタン入り敷布団 枕 軽量 凹凸敷布団 掛け布団 枕 セブンデイズ
枕 収納ケース) ネイビー YEF-4XSP1(NV)
圧縮梱包 AF00009082BE
SEVENDAYS KF08122525NV

B07PDKKK2G

B074WX67QT

B07ZNKH5G2

B07YVC115Y

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

山善(YAMAZEN)

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

☆ 3.9 (143)

☆ 4.0 (90)

☆ 4.7 (6)

☆ 3.9 (79)

¥5,340〜¥11,486

¥4,309〜¥12,078

¥17,480

¥9,280〜¥9,900

Amazon売れ筋ランキング(マットレス)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
GOKUMIN(極眠) マットレス ベットマット 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
厚さ4cm 【独自高反発であなたの睡眠を改善
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
する抗菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル)
バー洗える
1

B0833CBNV2

B0833CBNV2

GOKUMIN

MyeFoam

MyeFoam

MyeFoam

☆ 4.4 (567)

☆ 4.2 (1520)

☆ 4.2 (1546)

☆ 4.2 (1566)

¥5,980〜¥9,980

¥5,980〜¥7,980

¥4,980〜¥6,783

¥5,980〜¥7,980

ショップジャパン トゥルースリーパー プレミアム
GOKUMIN(極眠) マットレス ベットマット 敷布団 GOKUMIN(極眠) マットレス ベットマット 敷布団
低反発 マットレス クイーン ホワイト やさしい
厚さ4cm 【独自高反発であなたの睡眠を改善 厚さ4cm 【独自高反発であなたの睡眠を改善
寝心地 腰 負担 軽減 寝具 厚さ5㎝ 日本製【正
する抗菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル) する抗菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル)
規品】
B07SZZM9G7

B07SZZM9G7

B081H45GVX

MyeFoam

GOKUMIN

GOKUMIN

ShopJapan(ショップジャパン)

☆ 4.2 (1502)

☆ 4.4 (589)

☆ 4.3 (609)

☆ 3.8 (284)

¥5,980〜¥7,980

¥5,980〜¥9,980

¥5,980〜¥8,980

¥16,500〜¥21,500

JingXiGuoJi マットレス マットレスシングル 高
反発 敷布団 ベットマット 通気性 感温性 快適 アイリスプラザ マットレス シングル 三つ折り
抗菌防臭マットレス 腰痛改善 カバー洗える 収 厚さ6cm ブラウン シングル 90N
納袋付き 100*200*3cm (メッシュカバー)

B07S9WWWFK

B07XW9TKBW

B07S9WWWFK

JingXiGuoJi

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

GOKUMIN

☆ 3.7 (362)

☆ 4.8 (272)

☆ 3.7 (382)

☆ 4.3 (627)

¥3,635〜¥5,928

¥5,980〜¥9,980

¥3,089〜¥5,928

¥5,014〜¥7,904
Grehome マットレス マットレスシングル 低反発
マットレス ベッドマット ウレタンマットレス ウレ
タンフォーム 寝心地 敷布団 マット 布団 腰痛
対策 100*200*3cm 【正規品】

Grehome マットレス 高反発 シングル ベット
マット 敷布団 折り畳みマットレス 寝返りサポー
ト 体圧分散 快適睡眠 抗菌 防臭 防ダニ ウレ アイリスプラザ マットレス シングル 三つ折り
タンマットレス ウレタンフォーム 健康マットレス 厚さ6cm ブラウン シングル 90N
睡眠改善 カバー洗える ISO9001認証取得 エ
コテックス規格100認証 100*200*3cm

B07Y8GMBLS

B07V8GFT35

B07S9WWWFK

JingXiGuoJi

GREHOME

GREHOME

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.8 (264)

☆ 4.5 (424)

☆ 4.5 (426)

☆ 3.7 (392)

¥5,014〜¥7,904

¥4,261〜¥6,884

¥5,799〜¥7,899

¥3,635〜¥5,928

マットレス 高反発 シングル HOKEKI 敷布団 低
反発 新世代健康ベットマット 三つ折り 厚さ
高反発マットレス 三つ折 凹凸加工 竹炭消臭
3cm 抗菌防臭 防ダニ 収納袋付 持ち運び便利
190N 程よい硬さ ブラック 10cm (シングル)
寝返りサポート 快適睡眠 カバー洗える
(100x200x3cm)

B07XYYM1PS

B07VHL9C8N

B07YFB4HBV

B082SQT2PF

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

Maywind

HOKEKI

tobest(トゥーベスト)

☆ 4.2 (571)

☆ 4.5 (40)

☆ 4.6 (461)

☆ 4.7 (59)

¥13,430〜¥61,697

¥2,999〜¥5,599

¥4,980〜¥7,280

¥7,980〜¥9,980

Avenco マットレス シングル 高反発マットレス
アイリスプラザ マットレス シングル 三つ折り
白 100x200x3cm 敷きパッド 敷布団 寝具 腰痛
厚さ6cm ブラウン シングル 90N
改善 収納袋付き ベッド
6

高反発マットレス 三つ折 凹凸加工 竹炭消臭
190N 程よい硬さ ブラック 10cm (シングル)

B07S9WWWFK

B082SQT2PF

B075DTFDXZ

Avenco

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

tobest(トゥーベスト)

タンスのゲン

☆ 4.6 (150)

☆ 3.7 (369)

☆ 4.8 (56)

☆ 4.2 (454)

¥7,680〜¥10,001

¥3,635〜¥5,928

¥7,980〜¥9,980

¥6,580〜¥25,999

B07YSYBPMX

B07RT9BT4K

タンスのゲン

GOKUMIN

GREHOME

Mkicesky

☆ 3.9 (428)

☆ 4.6 (28)

☆ 4.8 (163)

☆ 4.5 (212)

¥6,980〜¥34,920

¥8,480〜¥10,980

¥5,880〜¥7,580
JingXiGuoJi マットレス マットレスシングル 高
反発 ベットマット 寝返りサポート 通気性 快適
抗菌防臭マットレス 健康マットレス 睡眠改善
カバー洗える 収納袋付き 100*200*3cm（格子
柄）

B07YG5P7XD

B075DTFDXZ

GOKUMIN

ShopJapan(ショップジャパン)

タンスのゲン

JingXiGuoJi

☆ 4.5 (99)

☆ 3.8 (188)

☆ 4.2 (443)

☆ 4.6 (289)

¥7,980〜¥9,980

¥15,137〜¥38,588

¥6,580〜¥25,999

¥5,899〜¥8,799

タンスのゲン 【品質が違う高密度30Ｄ】 純 高
反発マットレス 極厚10cm シングル 硬さ210
ニュートン/硬め 超低ホル アイボリー
13810016 01AM 【61220】

B07TD4X4B9

マットレス 高反発 シングル ベットマット 敷き布
団 三つ折り 高密度ウレタンマット 寝具 ごろ寝 タンスのゲン 三つ折り 純 高反発マットレス シ
マット 体圧分散 腰楽 通気性 快適睡眠 防ダニ ングル 厚み10cm 密度25D 190N 超低ホル パ
抗菌 洗える 収納袋付き 100*200*3cm 1年
イル生地 アイボリー AM 000062 IV 【61155】
メーカ保証

B07YRB41H7

B075DTFDXZ

B07YRB41H7

B07TV3D5T1

Mkicesky

タンスのゲン

Mkicesky

タンスのゲン

☆ 4.5 (183)

☆ 4.2 (434)

☆ 4.5 (205)

☆ 4.0 (564)

¥5,880〜¥7,580

¥6,580〜¥25,999

¥4,784〜¥6,384

¥4,999〜¥34,937

GOKUMIN マットレス 三つ折り 高反発 低反発
タンスのゲン 三つ折り 純 高反発マットレス シ
2層構造 ベットマット 敷布団 抗菌 防臭 新開発
ングル 厚み10cm 密度25D 190N 超低ホル パ
ハイブリッドマットレス (プレミアムホワイト, シン
イル生地 アイボリー AM 000062 IV 【61155】
グル(97×195×6cm))
10

¥5,999〜¥9,399
タンスのゲン 【品質が違う高密度30Ｄ】 純 高
反発マットレス 極厚10cm シングル 硬さ210
ニュートン/硬め 超低ホル アイボリー
13810016 01AM 【61220】

B07YRB41H7

B07S9889L5

マットレス 高反発 シングル ベットマット 敷き布
団 三つ折り 高密度ウレタンマット 寝具 ごろ寝
マット 体圧分散 腰楽 通気性 快適睡眠 防ダニ
抗菌 洗える 収納袋付き 100*200*3cm 1年
メーカ保証
9

マットレス 高反発 シングル ベットマット 敷き布
団 三つ折り 高密度ウレタンマット 寝具 ごろ寝
マット 体圧分散 腰楽 通気性 快適睡眠 防ダニ
抗菌 洗える 収納袋付き 100*200*3cm 1年
メーカ保証

B07THQ939J

GOKUMIN マットレス 高反発 ベットマット 敷布
【セット買い】ショップジャパン トゥルースリー
団【プレミアムな独自技術で睡眠を改善する抗
パープレミアム3.5 低反発 マットレス シングル
菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル(97×195
+ オリジナルカバー シーツ アイボリー
×5cm))
8

タンスのゲン 【品質が違う高密度30Ｄ】 純 高
反発マットレス 極厚10cm シングル 硬さ210
ニュートン/硬め 超低ホル アイボリー
13810016 01AM 【61220】

B07ZP8422T

GREHOME マットレス 高反発 ベットマット 敷布
GOKUMIN マットレス 三つ折り 高反発 低反発
タンスのゲン 高反発マットレス 三つ折り 男の
団 折り畳みマットレス ｢寝返りサポート 体圧分
2層構造 ベットマット 敷布団 抗菌 防臭 新開発
高反発 竹炭消臭 220N 30D ブラック シングル
散 快適睡眠 抗菌 防臭 防ダニ｣ ウレタンマット
ハイブリッドマットレス (プレミアムホワイト, セミ
10cm 13810052 01AM 【61207】
レス ウレタンフォーム 健康マットレス 睡眠改
シングル)
善 カバー洗える 収納袋付き 100*200*3cm
7

B07SZZM9G7

B07XW9TKBW

【貴方様の睡眠を幸せに】マットレス シングル
高反発 敷布団 ベットマットレス
アイリスオーヤマ マットレス シングル エアリー
【100x200x3cm】カバー洗える 持ち運び便利
スムース 三つ折り ホワイト MASM-S
通気性/防ダニ/抗菌防臭 寝返りサポート 快
適睡眠
5

GOKUMIN(極眠) マットレス ベットマット 敷布団
厚さ4cm 【独自高反発であなたの睡眠を改善
する抗菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

JingXiGuoJi マットレス マットレスシングル 高
反発 敷布団 ベットマット 通気性 感温性 快適
抗菌防臭マットレス 腰痛改善 カバー洗える 収
納袋付き 100*200*3cm (メッシュカバー)
4

B0833CBNV2

B0833CBNV2

アイリスプラザ マットレス シングル 三つ折り
厚さ6cm ブラウン シングル 90N

3

2020-01-26
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

B07SZZM9G7

MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える
2

2020-01-19
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

GOKUMIN マットレス 高反発 ベットマット 敷布
団【プレミアムな独自技術で睡眠を改善する抗
菌防臭マットレス】 (ホワイト, シングル(97×195
×5cm))

GOKUMIN マットレス 三つ折り 高反発 低反発
2層構造 ベットマット 敷布団 抗菌 防臭 新開発
ハイブリッドマットレス (プレミアムホワイト, セミ
シングル)

B07YSYBPMX

B07TV3D5T1

B07S9889L5

GOKUMIN

タンスのゲン

GOKUMIN

B07YSYBPMX
GOKUMIN

☆ 4.6 (26)

☆ 4.0 (535)

☆ 4.5 (114)

☆ 4.6 (36)

¥8,980〜¥10,980

¥5,980〜¥34,937

¥7,980〜¥9,980

¥8,480〜¥10,980

Amazon売れ筋ランキング(ベットパッド・敷きパッド)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ mofua(モフア) 敷きパッド キング アイボリー ふ
んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止 んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止 んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止 んわり あったか 1年間品質保証 静電気防止
加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508 加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508 加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508 加工 プレミアムマイクロファイバー 50010508
1

B07ZCYY27J

B00N3PNMD6

B00N3PNMD6

ナイスデイ

ナイスデイ

ナイスデイ

ナイスデイ

☆ 4.4 (784)

☆ 4.4 (812)

☆ 4.4 (854)

☆ 4.4 (889)

¥2,162〜¥5,286

¥2,162〜¥5,286

¥2,162〜¥5,286

敷きパッド あったか シングル 冬用 フランネル
リバーシブル マイクロファイバー シーツ ベッド
mofua ( モフア ) 枕カバー うっとりなめらかパフ mofua ( モフア ) 枕カバー うっとりなめらかパフ
パッド 静電気防止加工 オールシーズンで使え
43×63cm アイボリー 57300008
43×63cm アイボリー 57300008
る 洗える 防ダニ 抗菌防臭 一年間品質保証
100×200cm ネイビー（VK Living）
2

B06ZZSMK8F

B07WLDM3RW

ナイスデイ

ナイスデイ

VKLiving

VKLiving

☆ 4.2 (253)

☆ 4.2 (261)

☆ 4.2 (51)

☆ 4.1 (57)

¥1,189〜¥7,678

¥1,980〜¥2,580

¥1,980〜¥2,580

¥1,142〜¥7,678

敷きパッド シングル ベッドパッド あったか 冬
用 マイクロファイバー フランネル 発熱 中綿入
り 柔らかい ベッドシーツ 毛玉なし 毛抜けにく
い ズレ防止 吸汗 速乾 通気 防ダニ 洗える
ベッドシーツ (シングル100×200cm, グレー)

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 敷きパッド ブルー シングル なめら
か 暖か 蓄熱わた入り フランネル敷きパッド
2241361040306

B07XXV53PC

B081VCWGTL

B07N8YQNXY

自由スイミン

昭和西川(Showa-nishikawa)

西川(Nishikawa)

☆ 4.1 (34)

☆ 4.4 (118)

☆ 4.7 (25)

☆ 4.0 (104)

¥1,980〜¥2,580

¥2,980〜¥3,980

¥1,980〜¥2,980

¥655〜¥2,792

tobest 毛布 2枚合わせ 掛け毛布 極暖 マイ
ヤー あったか プレミアム マイクロファイバー
極厚 静電気防止加工 1年保証付き 洗える グ
レー シングル 140x200cm

B07XX34V11

B07N8YQNXY

B0814H2355

西川(Nishikawa)

tobest(トゥーベスト)

MUJUC

☆ 4.6 (226)

☆ 3.9 (93)

☆ 4.7 (125)

☆ 4.5 (169)

¥2,682〜¥4,280

¥690〜¥2,792

¥1,090〜¥5,980

¥1,499〜¥1,899

B07ZPM9G4M

B07N8YQNXY

B0814H2355

AVA.Home

西川(Nishikawa)

tobest(トゥーベスト)

☆ 4.7 (98)

☆ 3.9 (76)

☆ 3.9 (101)

☆ 4.7 (161)

¥1,090〜¥5,970

¥2,380〜¥4,580

¥655〜¥2,792

¥1,090〜¥5,980

敷きパッド あったか シングル 冬用 フランネル
リバーシブル マイクロファイバー シーツ ベッド
mofua ( モフア ) 枕カバー うっとりなめらかパフ mofua ( モフア ) 枕カバー うっとりなめらかパフ
パッド 静電気防止加工 オールシーズンで使え
43×63cm アイボリー 57300008
43×63cm アイボリー 57300008
る 洗える 防ダニ 抗菌防臭 一年間品質保証
100×200cm ブラウン（VK Living）

B081YJTD3W

B07W3TN89B

B06ZZSMK8F

昭和西川(Showa-nishikawa)

VKLiving

ナイスデイ

ナイスデイ

☆ 4.7 (19)

☆ 4.2 (40)

☆ 4.3 (280)

☆ 4.3 (288)

¥1,584〜¥2,980

¥1,980〜¥2,580

¥1,189〜¥7,678

¥1,189〜¥7,678
アイリスプラザ 毛布 シングル ブランケット プレ
ミアムマイクロファイバー 洗える 静電気防止
とろけるような肌触り fondan 品質保証書付 ブ
ラウン 140×200cm

B07YVBXJYF

B07YN77BCK

B01LC3HL1Y

B01LC3HL1Y

三幸

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 3.9 (87)

☆ 4.0 (246)

☆ 4.1 (209)

☆ 4.2 (218)

¥690〜¥2,792

¥1,798〜¥5,596

¥1,757〜¥5,280

¥1,757〜¥5,280

敷きパッド シングル ベッドパッド 極細綿100％
敷パッド シングル オールシーズン快適 ベッド シーツ 匂いなし 肌触りよい 寝汗吸収 オール
パッド 防ダニ 抗菌防臭 吸汗 速乾 ゴムバンド シーズン 洗える 速乾 抗菌防臭防ダニ 中綿入
付き 洗える ホテル仕様 100x205cm グレー
り ベッドシーツ ズレ防止 ベッドマット 敷ふとん
カバー（シングル・100X200cm,グレー）

B07ZPMGV47

B081VCWGTL

B07ZPM9G4M

B07VVP3Y5F

AVA.Home

昭和西川(Showa-nishikawa)

AVA.Home

自由スイミン

☆ 3.9 (71)

☆ 4.7 (20)

☆ 3.9 (79)

☆ 4.5 (101)

¥2,380〜¥4,580

¥1,980〜¥2,980

¥2,380〜¥4,580

¥2,780〜¥3,680

tobest 毛布 2枚合わせ 掛け毛布 極暖 マイ
ヤー あったか プレミアム マイクロファイバー
極厚 静電気防止加工 1年保証付き 洗える グ
レー シングル 140x200cm

ベッドパッド 敷きパッド 綿100% 丸洗いできる
ベッドシーツ 防ダニ 抗菌防臭 吸汗 速乾 ズレ
敷パッド シングル オールシーズン快適 ベッド
防止ゴムバンド付き ベットパッド 裏地がズレ防
パッド 防ダニ 抗菌防臭 吸汗 速乾 ゴムバンド
止素材使用 マットレス・パッド ベッドマット 敷
付き 洗える ホテル仕様 100x205cm グレー
パッド 二重滑り止め対策 (粉, シングル
（100X200cm）FEN)

B07XXTBTZ4

B0814H2355

B07TMPRH3D

B07ZPM9G4M

自由スイミン

tobest(トゥーベスト)

好品轩

AVA.Home

☆ 4.4 (112)

☆ 4.6 (106)

☆ 4.8 (70)

☆ 4.0 (81)

¥2,980〜¥3,980

¥1,090〜¥5,980

¥1,698〜¥3,298

¥2,380〜¥4,580

敷きパッド シングル ベッドパッド 極細綿100％
シーツ 匂いなし 肌触りよい 寝汗吸収 オール
シーズン 洗える 速乾 抗菌防臭防ダニ 中綿入
り ベッドシーツ ズレ防止 ベッドマット 敷ふとん
カバー（シングル・100X200cm,グレー）
10

B06ZZSMK8F

西川(Nishikawa)

敷きパッド シングル ベッドパッド あったか 冬
用 マイクロファイバー フランネル 発熱 中綿入
り 柔らかい ベッドシーツ 毛玉なし 毛抜けにく
い ズレ防止 吸汗 速乾 通気 防ダニ 洗える
ベッドシーツ (シングル100×200cm, グレー)
9

tobest 毛布 2枚合わせ 掛け毛布 極暖 マイ
ヤー あったか プレミアム マイクロファイバー
極厚 静電気防止加工 1年保証付き 洗える グ
レー シングル 140x200cm

B0814L6TCZ

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showa敷パッド シングル オールシーズン快適 ベッド
nishikawa) 敷きパッド ブルー シングル なめら
パッド 防ダニ 抗菌防臭 吸汗 速乾 ゴムバンド
か 暖か 蓄熱わた入り フランネル敷きパッド
付き 洗える ホテル仕様 100x205cm グレー
2241361040306
8

B07JPJJTLL

tobest(トゥーベスト)

アイリスプラザ 毛布 シングル ブランケット プレ
西川(Nishikawa) 敷きパッド 1.パイル地/ブルー 三幸 洗える ふわふわ ベットパッド・敷きパッ
ミアムマイクロファイバー 洗える 静電気防止
1.シングル タオル地 ふわふわパイル 綿100% ド・敷きカバー ベージュ キング ウォッシャブル
とろけるような肌触り fondan 品質保証書付 ブ
SEVENDAYS PM09000540B
丸洗いOK ベッドパッド 124245-0005
ラウン 140×200cm
7

MUJUC ボックスシーツ マットレスカバー ベッド
シーツ マチ部分約30cm 肌触りの良い 防ダニ
抗菌 弾力性 通気 360°ゴムひも 着脱簡単 丸
洗い可能 (グレー, シングル・100X200cm)

クモリ(Kumori)

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 敷きパッド ブルー シングル なめら
か 暖か 蓄熱わた入り フランネル敷きパッド
2241361040306
6

西川(Nishikawa) 敷きパッド 1.パイル地/ブルー
1.シングル タオル地 ふわふわパイル 綿100%
SEVENDAYS PM09000540B

VKLiving

tobest 毛布 2枚合わせ 掛け毛布 極暖 マイ
敷パッド シングル オールシーズン快適 ベッド 西川(Nishikawa) 敷きパッド 1.パイル地/ブルー
ヤー あったか プレミアム マイクロファイバー
パッド 防ダニ 抗菌防臭 吸汗 速乾 ゴムバンド 1.シングル タオル地 ふわふわパイル 綿100%
極厚 静電気防止加工 1年保証付き 洗える グ
付き 洗える ホテル仕様 100x205cm グレー
SEVENDAYS PM09000540B
レー シングル 140x200cm
5

B07WLDM3RW

B07YZB5JZM

クモリ(Kumori) 敷きパッド あったか 極厚系 フ
ランネル マイクロファイバー ベッドパッド 洗え 西川(Nishikawa) 敷きパッド 1.パイル地/ブルー
る 敷き毛布 抗菌防臭防ダニ加工 丸洗いOK 1.シングル タオル地 ふわふわパイル 綿100%
秋冬 毛布パッド シーツ ベッド/マットレスパッド SEVENDAYS PM09000540B
敷パッド (シングル・100X200cm, アイボリー)
4

¥2,055〜¥5,286
敷きパッド あったか シングル 冬用 フランネル
リバーシブル マイクロファイバー シーツ ベッド
パッド 静電気防止加工 オールシーズンで使え
る 洗える 防ダニ 抗菌防臭 一年間品質保証
100×200cm ネイビー（VK Living）

B07X9Y79Q2

敷きパッド あったか シングル 冬用 フランネル
リバーシブル マイクロファイバー シーツ ベッド
パッド 静電気防止加工 オールシーズンで使え
る 洗える 防ダニ 抗菌防臭 一年間品質保証
100×200cm ネイビー（VK Living）
3

B00N3PNMD6

敷きパッド・枕パッド ２点セット 冬 シングル シ
ンサレート中綿 厚手 フランネル あったか 断熱
三幸 洗える ふわふわ ベットパッド・敷きパッ
素材 超極細繊維 保温 四隅ズレ防止ゴムバン
ド・敷きカバー ベージュ キング ウォッシャブル
ド付き 着脱簡単 丸洗いOK 毛抜けない 静電
丸洗いOK ベッドパッド 124245-0005
気防止 ベッドパッド 100ｘ205cm グレージュ
(VKLiving)

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 敷きパッド ブルー シングル なめら
か 暖か 蓄熱わた入り フランネル敷きパッド
2241361040306

B07VXTHMNS

B07ZCDR1CX

B07YN77BCK

B081VCWGTL

自由スイミン

VKLiving

三幸

昭和西川(Showa-nishikawa)

☆ 4.6 (96)

☆ 4.6 (35)

☆ 4.0 (256)

☆ 4.7 (31)

¥2,780〜¥3,680

¥3,280〜¥3,980

¥1,799〜¥5,596

¥1,980〜¥2,980

Amazon売れ筋ランキング(敷きふとん)
Rank

2020-01-05
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

1

2020-01-12
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

2020-01-19
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

2020-01-26
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 敷布団
ベットマットレス ｢超ぐっすりで首、肩や腰の悩
みから解放｣ 防ダニ 抗菌防臭 厚さ３cm カ
バー洗える

B0833CBNV2

B0833CBNV2

B077JN968F

MyeFoam

MyeFoam

MyeFoam

B0833CBNV2
MyeFoam

☆ 4.2 (1502)

☆ 4.2 (1520)

☆ 4.2 (1546)

☆ 4.2 (1566)

¥5,980〜¥7,980

¥5,980〜¥7,980

¥4,980〜¥6,783

¥5,980〜¥7,980

アイリスプラザ 敷布団 シングル 3層構造 厚み アイリスプラザ 敷布団 シングル 3層構造 厚み アイリスプラザ 敷布団 シングル 3層構造 厚み アイリスプラザ 敷布団 シングル 3層構造 厚み
10cm ピーチスキン加工 オフホワイト
10cm ピーチスキン加工 オフホワイト
10cm ピーチスキン加工 オフホワイト
10cm ピーチスキン加工 オフホワイト

2

B0832TCKKW

B0832TCKKW

B01MQ5OENJ

B0832TCKKW

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 3.9 (351)

☆ 3.9 (365)

☆ 4.0 (373)

☆ 3.9 (380)

¥2,730〜¥3,680

¥2,841〜¥3,721

¥2,730〜¥3,680

¥2,730〜¥3,680

西川(Nishikawa) 敷きふとん ブルー 100×210 西川(Nishikawa) 敷きふとん ブルー 100×210
東京西川 敷布団 ピンク シングル 軽量 上げ下 東京西川 敷布団 ピンク シングル 軽量 上げ下
㎝ ピーチスキン加工 清潔 しっかりタイプ 合繊 ㎝ ピーチスキン加工 清潔 しっかりタイプ 合繊
ろし楽 抗菌防臭 ココチフィット KD07014051P ろし楽 抗菌防臭 ココチフィット KD07014051P
三層敷き 4G7995#400
三層敷き 4G7995#400
3

B0751GG2Q5

B0751GG2Q5

B07G363N8V

B0842DXY6D

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

☆ 4.3 (28)

☆ 4.3 (29)

☆ 4.1 (22)

☆ 4.1 (24)

¥14,940〜¥23,309

¥15,400〜¥23,309

¥8,395〜¥9,783

¥8,400〜¥11,663

IKSTAR マットレス 高反発 シングル 厚さ5cm
快適睡眠 体圧分散 腰楽 底付なし抗菌防臭
洗える 敷布団 ベッドマット
4

凸凹ウレタン＋固綿 4層 敷き布団 シングル 日
本製 厚み9cm「FUKATTO イナズマ」 アイボ
リー 防ダニ 抗菌 防臭 マイティトップ®わた使
用 圧縮 体圧分散 敷布団 軽い 100×205cm

凸凹ウレタン＋固綿 4層 敷き布団 シングル 日
本製 厚み9cm「FUKATTO イナズマ」 アイボ
寝具のドリーム 敷きふとん シングルサイズ 日
リー 防ダニ 抗菌 防臭 マイティトップ®わた使 本製 3層構造 シーツ付き (無地 ブルー)
用 圧縮 体圧分散 敷布団 軽い 100×205cm

B06WVSTSGG

B07QSHTZ8B

B07QL6N4MP

B07VFMFD9D

IKSTAR

こだわり安眠館

こだわり安眠館

寝具のドリーム

☆ 4.4 (227)

☆ 4.1 (35)

☆ 4.2 (39)

☆ 4.0 (57)

¥7,980

¥6,480〜¥14,120

¥6,480〜¥14,120

¥2,980〜¥3,950

APHRODITA(アプロディーテ) 寧々(NENE) 敷き EiYU 敷き布団 シングル 日本製 固綿5層構造
EiYU 敷き布団 シングル 日本製 固綿5層構造
EiYU 敷き布団 シングル 洗える ほこりの出にく
布団 シングル 防ダニ 軽量タイプ 綿100% 日本 帝人綿使用 抗菌・防臭・防ダニ加工 アイボ
帝人 綿使用 抗菌 防臭 防ダニ加工 アイボ
い アイボリー
製 (100×200cm) コンパクト梱包
リー
リー
5

B07PJHLVYR

B07X33C8MF

B071RFPP46

B07X33C8MF

APHRODITA(アプロディーテ)

エイユウ(Eiyu)

エイユウ(Eiyu)

エイユウ(Eiyu)

☆ 4.4 (104)

☆ 3.8 (66)

☆ 3.9 (170)

☆ 3.8 (77)

¥5,900

¥5,510〜¥11,147

¥2,875〜¥2,980

¥5,482〜¥10,164

タンスのゲン 【帝人アクフィットECO & 東洋紡
ハードマーブル 使用】日本製 清潔 三層敷布
EiYU 敷き布団 シングル 日本製 固綿5層構造
団 シングルロングサイズ（100cm×210cm）固 寝具のドリーム 敷きふとん シングルサイズ 日
帝人綿使用 抗菌・防臭・防ダニ加工 アイボ
綿入り 抗菌防臭 防ダニ 吸汗速乾 ボリューム 本製 3層構造 シーツ付き (無地 ピンク)
リー
タイプ [ 三層敷布団 クリーンクリーン ] 生成り
10119093 NK 【57203】
6

B074WZQWPT

B07VFMFD9D

B071R5MC27

タンスのゲン

寝具のドリーム

エイユウ(Eiyu)

システムK

☆ 3.7 (110)

☆ 4.0 (52)

☆ 3.8 (73)

☆ 3.7 (63)

¥6,280〜¥10,800

¥2,980〜¥3,950

¥5,732〜¥10,164

¥4,980〜¥22,000

リビングプランニング 敷き布団 シングル [100
寝具のドリーム 敷きふとん シングルサイズ 日
×200㎝] 帝人 防ダニ 抗菌防臭 敷布団 3層
本製 3層構造 シーツ付き (無地 ピンク)
構造 ふっくらボリュームタイプ 日本製
7

【極厚なふかふかホテル仕様】 ボリューム3層
敷布団(シングルサイズ) 底付き感を感じさせな
い布団 女性も扱いやすい軽量タイプ 肌に優し
いピーチスキン加工 合成繊維 ウレタン（アイボ
リー色） アイボリー シングル
B07QMV2T1J

IKSTAR マットレス 高反発 シングル 厚さ5cm
東京西川 敷布団 ピンク シングル 軽量 上げ下
快適睡眠 体圧分散 腰楽 底付なし抗菌防臭
ろし楽 抗菌防臭 ココチフィット KD07014051P
洗える 敷布団 ベッドマット

B07VFMFD9D

B07PRV9ZSX

B074MDPKBH

寝具のドリーム

リビングプランニング

西川(Nishikawa)

B06WVSTSGG
IKSTAR

☆ 3.9 (48)

☆ 3.6 (23)

☆ 4.2 (33)

☆ 4.4 (237)

¥2,980〜¥3,950

¥3,980〜¥5,470

¥15,400〜¥23,309

¥7,980

【極厚なふかふかホテル仕様】 ボリューム3層
西川(Nishikawa) 敷きふとん ブルー 100×210 西川(Nishikawa) ボリューム 敷布団 ホワイト シ 敷布団(シングルサイズ) 底付き感を感じさせな APHRODITA(アプロディーテ) 寧々(NENE) 敷き
㎝ ピーチスキン加工 清潔 しっかりタイプ 合繊 ングル ボリュームたっぷり 抗菌防臭 身体を支 い布団 女性も扱いやすい軽量タイプ 肌に優し 布団 シングル 防ダニ 軽量タイプ 綿100% 日本
三層敷き 4G7995#400
える セブンデイズ AD09981581W
いピーチスキン加工 合成繊維 ウレタン（アイボ 製 (100×200cm) コンパクト梱包
リー色） アイボリー シングル
8

B0816R7Y82

B082FN7KPW

B078W1C9DN

B07PJHLVYR

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

システムK

APHRODITA(アプロディーテ)

☆ 3.9 (16)

☆ 3.7 (27)

☆ 3.7 (61)

☆ 4.4 (114)

¥8,262〜¥9,555

¥7,833〜¥9,981

¥4,980〜¥22,000

¥5,900

【極厚なふかふかホテル仕様】 ボリューム3層
西川(Nishikawa) ボリューム 敷布団 ホワイト シ 敷布団(シングルサイズ) 底付き感を感じさせな
日本製！抗菌･防臭 敷布団 シングルロング
ングル ボリュームたっぷり 抗菌防臭 身体を支 い布団 女性も扱いやすい軽量タイプ 肌に優し
ナノプラチナ生地(ブラウン)
える セブンデイズ AD09981581W
いピーチスキン加工 合成繊維 ウレタン（アイボ
リー色） アイボリー シングル
9

東京西川 敷布団 ピンク シングル 軽量 上げ下
ろし楽 抗菌防臭 ココチフィット KD07014051P

B082FN7KPW

B07QMV2T1J

B01MDKXFPF

B0751GG2Q5

西川(Nishikawa)

システムK

夢屋

西川(Nishikawa)

☆ 3.6 (25)

☆ 3.7 (56)

☆ 3.1 (9)

☆ 4.0 (35)

¥7,413〜¥9,981

¥4,980〜¥22,000

¥2,980

¥15,400〜¥23,309

【しっかり支える厚み9cm】 [シリーズ累計60000
凸凹ウレタン＋固綿 4層 敷き布団 シングル 日
台以上出荷！] 東京西川 敷き布団 シングル 東京西川 マットレス (敷布団 タイプ) アイボ
本製 厚み9cm「FUKATTO イナズマ」 アイボ
EiYU 敷き布団 シングル 洗える ほこりの出にく
9cm 「点で支える 健康敷きふとん」90mm ピン リー シングル 4つ折り 硬さハード 通気性 日本
リー 防ダニ 抗菌 防臭 マイティトップ®わた使
い 【抗菌防臭・防カビ】 アイボリー
ク 専用シーツ（ホワイト）付き 日本製 体圧分散 製 スリープコンフィ KCN1552101I
用 圧縮 体圧分散 敷布団 軽い 100×205cm
マットレス 凸凹ウレタン
10

B07QSHTZ8B

B07MV791TJ

B002OOVGIU

B07X1QH5S7

こだわり安眠館

コットンラボ(Cotton-labo)

西川(Nishikawa)

エイユウ(Eiyu)

☆ 4.2 (34)

☆ 3.9 (108)

☆ 4.1 (84)

☆ 3.5 (13)

¥6,480〜¥14,120

¥28,800〜¥58,800

¥11,000〜¥16,686

¥2,682〜¥2,910

Amazon売れ筋ランキング(掛けふとん)
Rank

2020-01-05
掛け布団 羽毛よりあたたかい かけ布団 2.5kg
増量タイプ布団 身体にやさしくフィット やわら
かな肌触り 無地 抗菌防臭加工 洗える 掛けふ
とん 圧縮袋付き シングル 150X210cm

1

2020-01-12

B07FCBFYJS

B083LY8RK1

Kinga

Kinga

西川(Nishikawa)

songlibin

☆ 4.3 (388)

☆ 4.2 (406)

☆ 4.5 (396)

☆ 4.4 (199)

¥3,980〜¥4,980

¥3,980〜¥4,980

¥5,077〜¥6,693

¥3,780〜¥4,380

B07Z8WLHVC

B07X29STVB

B083LY8RK1

西川(Nishikawa)

songlibin

西川(Nishikawa)

☆ 4.5 (147)

☆ 4.4 (366)

☆ 4.4 (180)

☆ 4.4 (414)

¥3,780〜¥3,980

¥5,077〜¥6,693

¥3,780〜¥4,380

¥4,823〜¥6,358

SONGLIBIN 掛け布団 洗える 掛けふとん 掛布
団 抗菌防臭加工 ほこりが出にくい アレルギー
対策 収納袋付き ふわふわ吸湿＆通気 (グ
レー, 150*210CM 総重量2.5KG)
B07WPQJJ2H

B07ZLG5XLS

songlibin

Kinga

Kinga

☆ 4.5 (323)

☆ 4.5 (158)

☆ 4.2 (417)

☆ 4.2 (432)

¥5,077〜¥6,693

¥3,780〜¥3,980

B07W6CXPD5

B07YX48DTK

Kinga

VKLiving

VKLiving

☆ 4.2 (320)

☆ 4.2 (178)

☆ 4.3 (77)

☆ 4.3 (90)

¥2,130〜¥4,180

¥3,980〜¥4,980

¥3,680〜¥5,980

¥3,580〜¥5,880

掛け布団 冬 シンサレート 羽毛より暖かい シン
グル あったか 軽い 洗える ほこりが出にくい
Kitsure 洗える 掛け布団 シングル 増量タイプ
身体にやさしくフィット ボリューム 一年間品質 2.2kg 150x210cm ブルー
保証 150x210 グレー（VK Living）

アイリスプラザ 毛布 シングル ブランケット プレ
ミアムマイクロファイバー 洗える 静電気防止
とろけるような肌触り fondan 品質保証書付 ブ
ラウン 140×200cm

B07G94GSXW

B0819NZ774

B07MKGDS6X

システムK

VKLiving

Kitsure

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.2 (266)

☆ 4.3 (65)

☆ 4.7 (498)

☆ 4.2 (218)

¥3,600〜¥8,400

¥3,780〜¥6,280

¥2,980〜¥4,280

¥1,757〜¥5,280

Bedsure 掛け布団 シングル 冬 掛けふとん 洗
える 冬用 布団 ふとん かけ布団 1.8kg 暖かい
軽い 抗菌防臭 オールシーズン 一年間を通し
て使える アレルギー対策 ふっくら暖かい ボ
リュームたっぷり 無地

抗菌防臭あったか掛け布団【羽毛の約2倍の保
温力】ふわっふわ肌触り 温かマイクロファイ
昭和西川 掛けふとん ピンク クイーン クィーン
バーかけ布団 快適睡眠 極寒でも使用される
最高級羽毛布団マザーグース93%(側柄おまか
人気の3Mシンサレート素材 超極柔あったか布
せ) 3011100118400
団 冬 家庭で洗えていつでも清潔 ブラウン シ
ングル

B07WJSBRLY

B07VWH4BNL

B00OAZ88LO

B07HP4WTF5

Kinga

Bedsure

システムK

昭和西川(Showa-nishikawa)

☆ 4.2 (163)

☆ 4.6 (101)

☆ 4.2 (298)

☆ 4.2 (146)

¥4,280〜¥5,480

¥3,580〜¥4,380

¥3,980〜¥8,400

¥18,207〜¥67,144

アイリスプラザ 毛布 シングル ブランケット プレ
ミアムマイクロファイバー 洗える 静電気防止
とろけるような肌触り fondan 品質保証書付 ブ
ラウン 140×200cm

アイリスプラザ 毛布 シングル ブランケット プレ
アイリスプラザ 毛布布団 ボリューム 毛布 フラ
ミアムマイクロファイバー 洗える 静電気防止
ンネル×シープ調ボア 3層構造 綿入り 洗える
とろけるような肌触り fondan 品質保証書付 ブ
シングル キャメル
ラウン 140×200cm

B07YX48DTK

B01LC3HL1Y

B07MKGDS6X

B07L38KFF9

VKLiving

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.3 (57)

☆ 4.1 (195)

☆ 4.1 (209)

☆ 4.0 (176)

¥3,780〜¥6,280

¥1,812〜¥5,378

¥1,757〜¥5,280

¥1,924〜¥3,563

Bedsure 掛け布団 シングル 冬 掛けふとん 洗
える 冬用 布団 ふとん かけ布団 1.8kg 暖かい
軽い 抗菌防臭 オールシーズン 一年間を通し
て使える アレルギー対策 ふっくら暖かい ボ
リュームたっぷり 無地

掛け布団 羽毛より暖かい かけ布団 シングル
ピーチスキン加工 身体にやさしくフィット やわ
らかな肌触り 抗菌防臭加工 洗える 掛けふと
ん 2.5kg ボリュームたっぷりお布団 圧縮袋付き
（150×210cm, グリーン）

B07HP4WTF5

B07VWQ21BN

B07VXGFFHN

昭和西川(Showa-nishikawa)

Kitsure

Bedsure

Kinga

☆ 4.3 (114)

☆ 4.7 (465)

☆ 4.6 (108)

☆ 4.2 (203)

¥3,580〜¥4,380

¥3,980〜¥4,980

Kitsure 洗える 掛け布団 シングル 増量タイプ
2.2kg 150x210cm ブルー

¥2,980〜¥4,280
抗菌防臭あったか掛け布団【羽毛の約2倍の保
温力】ふわっふわ肌触り 温かマイクロファイ
バーかけ布団 快適睡眠 極寒でも使用される
人気の3Mシンサレート素材 超極柔あったか布
団 冬 家庭で洗えていつでも清潔 ブラウン シ
ングル

B07WJSBRLY

掛け布団 羽毛より暖かい かけ布団 シングル
ピーチスキン加工 身体にやさしくフィット やわ 掛け布団 シングル 洗える ボリュームたっぷり
らかな肌触り 抗菌防臭加工 洗える 掛けふと 抗菌防臭 身体にやさしくフィット やわらかな肌
ん 2.5kg ボリュームたっぷりお布団 圧縮袋付き 触り ほこりが出にくい 無地 掛けふとん グレー
（150×210cm, グリーン）

B0819NZ774

B00OAZ8A1M

B07WJSBRLY

B07ZLZ3K2Q

Kitsure

システムK

Kinga

AVA.Home

☆ 4.7 (433)

☆ 4.3 (282)

☆ 4.2 (187)

☆ 4.5 (31)

¥2,980〜¥4,280

¥3,980〜¥8,400

¥3,383〜¥4,233

¥3,980〜¥5,980

Bedsure 掛け布団 シングル 冬 掛けふとん 洗
える 冬用 布団 ふとん かけ布団 1.8kg 暖かい
軽い 抗菌防臭 オールシーズン 一年間を通し
て使える アレルギー対策 ふっくら暖かい ボ
リュームたっぷり 無地
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B07YX48DTK

B00OAZ88LO

¥18,147〜¥67,144

9

¥3,980〜¥4,980
掛け布団 冬 シンサレート 羽毛より暖かい シン
グル あったか 軽い 洗える ほこりが出にくい
身体にやさしくフィット ボリューム 一年間品質
保証 150x210 グレー（VK Living）

B07PBVP837

昭和西川 掛けふとん ピンク クイーン クィーン
Kitsure 洗える 掛け布団 シングル 増量タイプ
最高級羽毛布団マザーグース93%(側柄おまか
2.2kg 150x210cm ブルー
せ) 3011100118400
8

¥3,383〜¥4,233
掛け布団 冬 シンサレート 羽毛より暖かい シン
グル あったか 軽い 洗える ほこりが出にくい
身体にやさしくフィット ボリューム 一年間品質
保証 150x210 グレー（VK Living）

B07ZLG5XLS

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

掛け布団 冬 シンサレート 羽毛より暖かい シン
グル あったか 軽い 洗える ほこりが出にくい
身体にやさしくフィット ボリューム 一年間品質
保証 150x210 グレー（VK Living）
7

掛け布団 羽毛よりあたたかい かけ布団 2.5kg
増量タイプ布団 身体にやさしくフィット やわら
かな肌触り 無地 抗菌防臭加工 洗える 掛けふ
とん 圧縮袋付き シングル 150X210cm

B07VKR89K8

掛け布団 羽毛より暖かい かけ布団 シングル
ピーチスキン加工 身体にやさしくフィット やわ
らかな肌触り 抗菌防臭加工 洗える 掛けふと
ん 2.5kg ボリュームたっぷりお布団 圧縮袋付き
（150×210cm, グリーン）
6

掛け布団 羽毛よりあたたかい かけ布団 2.5kg
増量タイプ布団 身体にやさしくフィット やわら
かな肌触り 無地 抗菌防臭加工 洗える 掛けふ
とん 圧縮袋付き シングル 150X210cm

西川(Nishikawa)

抗菌防臭あったか掛け布団【羽毛の約2倍の保
温力】ふわっふわ肌触り 温かマイクロファイ
バーかけ布団 快適睡眠 極寒でも使用される
人気の3Mシンサレート素材 超極柔あったか布
団 冬 家庭で洗えていつでも清潔 ブラウン シ
ングル
5

SONGLIBIN 掛け布団 洗える 掛けふとん 掛布
東京西川 SEVENDAYS 掛け布団 ネイビー シ
団 抗菌防臭加工 ほこりが出にくい アレルギー
ングル 洗える ボリュームたっぷり 抗菌防臭 身
対策 収納袋付き ふわふわ吸湿＆通気 (グ
体にやさしくフィット AB09660580NV
レー, 150*210CM 総重量2.5KG)

songlibin

掛け布団 羽毛より暖かい かけ布団 シングル
アイリスプラザ 掛け布団 洗える あったか ふわ
ピーチスキン加工 身体にやさしくフィット やわ
ふわ ふわふわ 抗菌 防臭 ほこりの出にくい
らかな肌触り 抗菌防臭加工 洗える 掛けふと
ピーチスキン加工 収納ケース付 シングル アイ
ん 2.5kg ボリュームたっぷりお布団 圧縮袋付き
ボリー KD-B-K-S-BE
（150×210cm, グリーン）
4

B07X29STVB

B07X29STVB

東京西川 掛け布団 シングル 洗える ボリュー
ムたっぷり 抗菌防臭 身体にやさしくフィット や
わらかな肌触り 無地(グレーパイピング)
SEVENDAYS セブンデイズ AB07660580W
3

2020-01-26
SONGLIBIN 掛け布団 洗える 掛けふとん 掛布
団 抗菌防臭加工 ほこりが出にくい アレルギー
対策 収納袋付き ふわふわ吸湿＆通気 (グ
レー, 150*210CM 総重量2.5KG)

B07ZLG5XLS

SONGLIBIN 掛け布団 洗える 掛けふとん 掛布
東京西川 SEVENDAYS 掛け布団 ネイビー シ
団 抗菌防臭加工 ほこりが出にくい アレルギー
ングル 洗える ボリュームたっぷり 抗菌防臭 身
対策 収納袋付き ふわふわ吸湿＆通気 (グ
体にやさしくフィット AB09660580NV
レー, 150*210CM 総重量2.5KG)
2

2020-01-19

掛け布団 羽毛よりあたたかい かけ布団 2.5kg
東京西川 SEVENDAYS 掛け布団 ネイビー シ
増量タイプ布団 身体にやさしくフィット やわら
ングル 洗える ボリュームたっぷり 抗菌防臭 身
かな肌触り 無地 抗菌防臭加工 洗える 掛けふ
体にやさしくフィット AB09660580NV
とん 圧縮袋付き シングル 150X210cm

タンスのゲン 羽毛布団 シングルロング ホワイ
トダックダウン90％ 日本製 掛け布団 7年長期
保証 350dp(かさ高145mm) 以上 消臭抗菌 国
内パワーアップ加工 CILシルバーラベル M柄ピ
ンク 10119001 86 【65293】

タンスのゲン 羽毛布団 シングルロング ホワイ
トダックダウン90％ 日本製 掛け布団 7年長期
保証 350dp(かさ高145mm) 以上 消臭抗菌 国
内パワーアップ加工 CILシルバーラベル M柄ピ
ンク 10119001 86 【65293】

アイリスプラザ 掛け布団 洗える あったか ふわ
ふわ ふわふわ 抗菌 防臭 ほこりの出にくい
ピーチスキン加工 収納ケース付 シングル アイ
ボリー KD-B-K-S-BE

B07VXGFFHN

B0759H1MZR

B082V1KN85

B07PBVP837

Bedsure

タンスのゲン

タンスのゲン

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.5 (95)

☆ 4.3 (426)

☆ 4.3 (431)

☆ 4.2 (367)

¥3,580〜¥4,380

¥11,999〜¥25,999

¥11,999〜¥25,999

¥2,506〜¥4,180

Amazon売れ筋ランキング(寝具カバー・シーツ)
Rank

2020-01-05
ボックスシーツ 吸水速乾 シーツ ベッドシーツ
マットレスカバー 抗菌・防臭（シングル・100×
200cm グレー）

1

B07WHZV2QN

B07RXMHZJQ

STWIENER

AYO

AYO

☆ 4.0 (150)

☆ 4.0 (169)

☆ 4.3 (1188)

☆ 4.5 (627)

¥1,490〜¥1,880
AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)

¥2,148〜¥3,880
AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 吸汗 速乾 マ
チ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜群 丸洗い
可能 快眠 (グレー, セミダブル・120X200cm)

B07SQ4DXRX

¥1,680〜¥2,980
AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)

B07RXMHZJQ

B07T1X2FW8

B07SR6C7HX

AYO

AYO

AYO

AYO

☆ 4.3 (1110)

☆ 4.3 (1150)

☆ 4.5 (612)

☆ 4.2 (1225)

¥2,880〜¥3,880

¥1,000〜¥2,980

¥2,880〜¥3,880

¥2,880〜¥3,880
DACANS(ダカンス）掛け布団カバー あったか
マイクロファイバー フランネル 布団カバー 掛
けカバー 掛けふとんカバー 掛カバー 掛布団
カバー シーツ ふとんカバー 洗える 冬 毛布カ
バー おしゃれ 北欧 ファスナー仕様 アイボリー
シングル(150×210cm)

AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ
ボックスシーツ 吸水速乾 シーツ ベッドシーツ
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 抗菌防臭 吸
マットレスカバー 抗菌・防臭（シングル・100×
汗 速乾 マチ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜
200cm グレー）
群 丸洗い可能 快眠 (グレー, セミダブル・
120X200cm)

B07T1X2FW8

AYO 枕カバー 高級棉100％ 全サイズピロー
ケース ホテル品質 サテン織 300本高密度 抗
菌 防臭 43x63cmサイズの枕に対応

B07WWPLWSK

B07SQ4DXRX

B07YBW72WC

DACANS

AYO

STWIENER

AYO

☆ 3.9 (166)

☆ 4.6 (610)

☆ 4.1 (189)

☆ 4.4 (849)

¥1,480〜¥2,980

¥1,490〜¥1,880

¥1,099〜¥1,299

¥2,880〜¥3,880
mofua(モフア)枕カバー ファスナー式 プレミア
ムマイクロファイバー Heatwarm発熱 +2℃ タイ
プ 43☓63ｃｍ ファスナー式 アイボリー
60120008
4

2020-01-26
AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 吸汗 速乾 マ
チ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜群 丸洗い
可能 快眠 (グレー, セミダブル・120X200cm)

STWIENER

¥1,490〜¥1,880

3

2020-01-19
AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)

B07YBW72WC

AYO 布団カバー 3点セット シングル シーツ 洋
式・和式兼用 寝具カバーセット 掛け布団カ
バー ボックスシーツ 枕カバー ベッド用 布団用
洗い替え速乾タイプ ピーチスキン加工 防ダニ
(クリーム, シングル・3点セット)
2

2020-01-12
ボックスシーツ 吸水速乾 シーツ ベッドシーツ
マットレスカバー 抗菌・防臭（シングル・100×
200cm グレー）

除湿シート 寝具用除湿マット 備長炭 シリカゲ
AYO 枕カバー 高級棉100％ 全サイズピロー
ル入り 洗える 吸湿シート 吸湿センサー付き –
ケース ホテル品質 サテン織 300本高密度 抗
sunnyskies 防ダニ 防カビ 防臭加工 梅雨対策
菌 防臭 43x63cmサイズの枕に対応
調湿シート 健康守る 2年品質保証

B07X9KT2Q9

西川(Nishikawa) 掛け布団カバー 01.バンダナ
柄/ネイビー 01.シングル 洗える 北欧 速乾 ア
イロンいらず 軽量 セブンデイズ PI07000598B

B07X9YC54G

B07VTTZK6M

B07KM2GRPT

B071V7YDM8

ナイスデイ

sunnyskies

AYO

西川(Nishikawa)

☆ 4.3 (179)

☆ 4.1 (126)

☆ 4.4 (833)

☆ 4.2 (325)

¥930〜¥1,790

¥2,050〜¥3,272

¥809〜¥1,099

¥570〜¥4,063

mofua(モフア)枕カバー ファスナー式 プレミア
西川(Nishikawa) 掛け布団カバー 01.バンダナ
西川(Nishikawa) 掛け布団カバー 01.バンダナ
ムマイクロファイバー Heatwarm発熱 +2℃ タイ
西川リビング 調湿シート ブルー シングル 90×
柄/ネイビー 01.シングル 洗える 北欧 速乾 ア
柄/ネイビー 01.シングル 洗える 北欧 速乾 ア
プ 43☓63ｃｍ ファスナー式 アイボリー
180㎝ からっと寝 湿気 カビ ぐんぐん 吸収
イロンいらず 軽量 セブンデイズ PI07000598B
イロンいらず 軽量 セブンデイズ PI07000598B
60120008
5

B07YVBY4FS

B07W4Q4SBK

B07YVBY4FS

B00BS1YHY0

西川(Nishikawa)

ナイスデイ

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

☆ 4.2 (278)

☆ 4.4 (187)

☆ 4.2 (309)

☆ 4.4 (373)

¥601〜¥3,554

¥974〜¥1,790

¥570〜¥4,063

¥3,972〜¥7,700

AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
AYO 枕カバー 高級棉100％ 全サイズピロー
バーだけ 替えカバー pillowcase without pillow ケース ホテル品質 サテン織 300本高密度 抗
洗えるカバー (グレー, カバー)
菌 防臭 43x63cmサイズの枕に対応
6

B07HR8PL41

B07X9KT2Q9

B00CXJH0T0

エンゼル

AYO

西川(Nishikawa)

サンマドラ

☆ 4.2 (386)

☆ 4.4 (818)

☆ 4.4 (373)

☆ 4.3 (244)

¥2,190〜¥4,700

¥1,099〜¥1,399

¥3,732〜¥7,700

¥1,521〜¥4,496

AYO 枕カバー 高級棉100％ 全サイズピロー
ケース ホテル品質 サテン織 300本高密度 抗
菌 防臭 43x63cmサイズの枕に対応
7

【サンマドラ】クッションカバー 2枚セット 背当て
西川リビング 調湿シート ブルー 60×90cm か
おしゃれ 北欧 無地 フリル付き 柔らか 肌に優
らっと寝 シリカゲル入り 1572-00007
しい イエロー 45ｃｍ＊45ｃｍ

B07MT9XZWJ

DACANS(ダカンス）掛け布団カバー あったか
マイクロファイバー フランネル 布団カバー 掛
AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
けカバー 掛けふとんカバー 掛カバー 掛布団
バーだけ 替えカバー pillowcase without pillow バーだけ 替えカバー pillowcase without pillow
カバー シーツ ふとんカバー 洗える 冬 毛布カ
洗えるカバー (グレー, カバー)
洗えるカバー (グレー, カバー)
バー おしゃれ 北欧 ファスナー仕様 アイボリー
シングル(150×210cm)

B07KM2GRPT

B07HGVC75M

B07HR8PL41

AYO

エンゼル

エンゼル

B07WPLF9LX
DACANS

☆ 4.4 (800)

☆ 4.2 (407)

☆ 4.2 (426)

☆ 4.0 (222)

¥1,099〜¥1,599

¥2,190〜¥4,700

¥2,190〜¥4,700

¥2,880〜¥3,880

Agedate 防水 ボックスシーツ シングル パイル
地 丸洗い綿 抗菌防臭対策 ベッド用シーツ
AngQi 7字型 抱き枕専用カバー 本体なし カ
西川リビング 調湿シート ブルー 60×90cm か 西川リビング 調湿シート ブルー 60×90cm か
マットレスカバー 介護 生理 おねしょ対応
バーだけ 替えカバー pillowcase without pillow
らっと寝 シリカゲル入り 1572-00007
らっと寝 シリカゲル入り 1572-00007
(100cm×200cm×30cm) (グレー, シングル
洗えるカバー (グレー, カバー)
100×200×30cm)
8

B00CXJH0T0

B078GNTQCL

B082ZLHRT3

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

Agedate

エンゼル

☆ 3.4 (3)

☆ 3.4 (3)

☆ 4.6 (288)

☆ 4.2 (440)

¥3,745〜¥7,700

¥2,399〜¥2,999

¥1,861〜¥4,700

¥3,783〜¥7,700
AYO ボックスシーツ マットレスカバー 洋式・和
式兼用 綿100％ ベッドシーツ シーツ ベッドカ
バー ベッドカバ一 柔らかな触感 抗菌防臭 吸
汗 速乾 マチ部分約30cm 着脱簡単 通気性抜
群 丸洗い可能 快眠 (グレー, セミダブル・
120X200cm)
9

DACANS(ダカンス）掛け布団カバー あったか
マイクロファイバー フランネル 布団カバー 掛
けカバー 掛けふとんカバー 掛カバー 掛布団
カバー シーツ ふとんカバー 洗える 冬 毛布カ
バー おしゃれ 北欧 ファスナー仕様 アイボリー
ダブル(190×210cm)

ボックスシーツ 冬用 あったか フランネル マイ
mofua(モフア)枕カバー ファスナー式 プレミア クロファイバー 秋冬用 パイル地 シーツ ベッド
ムマイクロファイバー Heatwarm発熱 +2℃ タイ シーツ マットレスカバー ベッドカバー 抗菌防臭
プ 43☓63ｃｍ ファスナー式 アイボリー
加工 丸洗いOK 敷きふとんカバー 毛布カバー
60120008
マチ部分約30cm アイボリー シングル・
100X200cm

B07SR6C7HX

B07WWPLJ9L

B07X9YC54G

AYO

DACANS

ナイスデイ

DAIANNA

☆ 4.6 (601)

☆ 4.0 (181)

☆ 4.3 (195)

☆ 4.4 (67)

¥1,480〜¥2,980

¥3,280〜¥3,880

¥974〜¥1,790

¥2,580〜¥3,980

クモリ(Kumori) 掛け布団カバー 綿100% 単品売
西川(Nishikawa) 掛け布団カバー 01.バンダナ
り 掛けカバー シングル 抗菌防臭・防ダニ 洗え
柄/ネイビー 01.シングル 洗える 北欧 速乾 ア
る オールシーズン 掛布団カバー(シングル・
イロンいらず 軽量 セブンデイズ PI07000598B
150X210cm, グレー)
10

B07HGVC75M

あったか 掛け布団カバー 吸湿発熱 暖かい マ
イクロファイバー 冬用 寒さ対策 洗える なめら
か 毛布タッチ 掛けふとんカバー 全開ファス
ナー付き (シングル・150X210cm, グレー)

B07XJBLG12

あったか 掛け布団カバー 吸湿発熱 暖かい マ
イクロファイバー 冬用 寒さ対策 洗える なめら
か 毛布タッチ 掛けふとんカバー 全開ファス
ナー付き (シングル・150X210cm, ネイビー)

B07XWV9BQ7

B071V7YDM8

B07Y7WP8C9

B07Y7W9TB6

クモリ(Kumori)

西川(Nishikawa)

Kumori・クモリ

Kumori・クモリ

☆ 4.4 (132)

☆ 4.2 (291)

☆ 4.7 (140)

☆ 4.7 (151)

¥2,412〜¥3,222

¥601〜¥4,063

¥2,480〜¥3,280

¥2,980〜¥3,880

Amazon売れ筋ランキング(毛布)
Rank

2020-01-05
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106

1

B07Y31NTLF

B07Y31NTLF

ナイスデイ

ナイスデイ

ナイスデイ

☆ 4.2 (1222)

☆ 4.2 (1272)

☆ 4.2 (1334)

☆ 4.2 (1393)

¥2,149〜¥4,414

¥2,076〜¥4,414

Bedsure 毛布 ひざ掛け ハーフケット ブラン
sledar(スレダー) 毛布 掛け毛布 ひざ掛け 羽
ケット フランネル 70x100cm シングル おしゃれ
織れる 大判 発熱二枚合わせ パイル シープ調
プレミアムマイクロファイバー 毛布 あったかい
ふわふわ 丸洗いOK 抗菌防臭 防ダニ加工 北
オールシーズン 柔らかく肌触り 洗える キャメ
欧風 プレゼント 秋冬 (130ｘ160cm,ピンク)
ル
B07N2VSGFH

B07VRN7TD8

sledar

Bedsure

Bedsure

☆ 4.4 (198)

☆ 4.6 (588)

☆ 4.4 (231)

☆ 4.4 (247)

¥1,190〜¥3,080

¥2,464〜¥6,999

¥990〜¥3,180

¥841〜¥2,703

B07VRN7TD8

B081JXJH6N

B07ZC933VC

Bedsure

チチロバ(Titiroba)

チチロバ(Titiroba)

☆ 4.7 (558)

☆ 4.4 (211)

☆ 4.6 (255)

☆ 4.6 (273)

¥2,464〜¥6,999

¥990〜¥3,080

¥1,150〜¥2,899

¥1,150〜¥2,899

B07HK9VVZ9

B07N2VSGFH

Oseamaid

sledar

sledar

☆ 4.0 (201)

☆ 4.5 (344)

☆ 4.6 (608)

☆ 4.6 (629)

¥960〜¥1,790

¥999〜¥2,038

¥3,299〜¥6,999

¥3,299〜¥6,999

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 毛布 グレー シングル あたたか2枚
合わせ毛布 肌触りなめらか毛布
2230554450930

B07K3Q3YY9

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showa西川(Nishikawa) あったか毛布 ネイビー シング
nishikawa) 毛布 グレー シングル あたたか2枚
ル 発熱2枚合わせ SEVENDAYS セブンデイズ
合わせ毛布 肌触りなめらか毛布
無地 FQ06005500NV
2230554450930

B07HK9VVZ9

B07Y82TYCH

B07Y82TYCH

B075XQGTHW

Oseamaid

昭和西川(Showa-nishikawa)

昭和西川(Showa-nishikawa)

東京西川SEVENDAYS

☆ 4.6 (332)

☆ 4.2 (247)

☆ 4.1 (278)

☆ 4.2 (393)

¥999〜¥2,038

¥2,322〜¥4,054

¥2,322〜¥4,054

¥2,423〜¥4,573

チチロバ(Titiroba) 毛布 ひざ掛け ハーフケット
ブランケット フランネル シングル マイクロファイ
バー 暖かい 厚手 おしゃれ オールシーズン 柔
らかく肌触り 洗える 70x100cm キャメル MT10

EMME フランネル 毛布 あったか ブランケット
高密度 マイクロファイバー 発熱 掛け毛布 静
電気防止 抗菌防臭 冷え対策 薄手 軽量 オー
ルシーズン 洗える シングル 140x200cm コー
ヒー色

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 毛布 グレー シングル あたたか2枚
合わせ毛布 肌触りなめらか毛布
2230554450930

B081JXJH6N

B081JXJH6N

B07XBYTPGT

B07JB3GZ2B

チチロバ(Titiroba)

チチロバ(Titiroba)

EMME

昭和西川(Showa-nishikawa)

☆ 4.7 (195)

☆ 4.7 (219)

☆ 4.4 (145)

☆ 4.2 (300)

¥1,150〜¥2,899

¥1,150〜¥2,899

¥1,080〜¥2,880

¥2,322〜¥4,054

EMME フランネル 毛布 あったか ブランケット
NEWSHONE 毛布 掛け毛布 シングル 二枚合
mofua(モフア)ひざ掛け 70×100cm ブラウン 1
高密度 マイクロファイバー 発熱 掛け毛布 静
わせ 140x200cm 厚手 ブランケット 秋冬用 暖
年間品質保証 静電気防止加工 プレミアムマイ
電気防止 抗菌防臭 冷え対策 薄手 軽量 オー
かい もうふ マイクロファイバー 襟付き 洗える
クロファイバー 50000606
ルシーズン 洗える シングル 140x200cm コー
ふわふわ 静電防止 （グレー）
ヒー色

B07ZNKLJ7P

B07X8TTGPL

B0769GC8CS

ナイスデイ

ナイスデイ

NEWSHONE

EMME

☆ 4.1 (976)

☆ 4.0 (207)

☆ 4.4 (261)

☆ 4.4 (158)

¥974〜¥1,790

¥3,580〜¥4,580

lattefine 毛布 シングル ブランケット柔軟軽量
発熱 吸湿/静電気防止/洗える (グレー)

NEWSHONE 毛布 掛け毛布 シングル 二枚合
西川(Nishikawa) あったか毛布 ネイビー シング
わせ 140x200cm 厚手 ブランケット 秋冬用 暖
ル 発熱2枚合わせ SEVENDAYS セブンデイズ
かい もうふ マイクロファイバー 襟付き 洗える
無地 FQ06005500NV
ふわふわ 静電防止 （グレー）

B07W3SL6YB

¥1,080〜¥2,880
tobest 毛布 2枚合わせ 掛け毛布 極暖 マイ
ヤー あったか プレミアム マイクロファイバー
極厚 静電気防止加工 1年保証付き 洗える グ
レー シングル 140x200cm

B07S46NCDC

B0769GC8CS

B07YVCKGMT

B0814H2355

lattefine

NEWSHONE

東京西川SEVENDAYS

tobest(トゥーベスト)

☆ 4.8 (248)

☆ 4.4 (251)

☆ 4.2 (379)

☆ 4.7 (161)

¥2,498〜¥2,798

¥3,580〜¥4,580

¥2,423〜¥4,573

¥1,090〜¥5,980

EMME フランネル 毛布 あったか ブランケット
tobest 毛布 2枚合わせ 掛け毛布 極暖 マイ
高密度 マイクロファイバー 発熱 掛け毛布 静
ヤー あったか プレミアム マイクロファイバー
電気防止 抗菌防臭 冷え対策 薄手 軽量 オー
極厚 静電気防止加工 1年保証付き 洗える グ
ルシーズン 洗える シングル 140x200cm コー
レー シングル 140x200cm
ヒー色

MEROUS 毛布 シングル あったかい 厚手 ふん
わり ブランケット 掛け毛布 マイクロファイバー
ポリエステル100% 静電気防止 軽量 フランネ
ル 洗える 抗菌・防臭・防ダニ グレー 140*200

通販生活 ヒートコットンケット コットンだからチ
クチクしない たった700グラム 特許製法の「包
み込む暖か」 湿気（汗）を吸って熱に変える 日
本製

B0814L6TCZ

B07XBYTPGT

B07G71LYCZ

tobest(トゥーベスト)

EMME

MEROUS

通販生活

☆ 4.7 (98)

☆ 4.4 (134)

☆ 4.5 (80)

☆ 4.3 (116)

¥1,090〜¥5,970

¥1,580〜¥3,280

¥2,360〜¥2,860

¥9,980

【Amazon.co.jp 限定】昭和西川(Showanishikawa) 毛布 グレー シングル あたたか2枚 Heat Warm ( ヒートウォーム ) 毛布 発熱 あっ
合わせ毛布 肌触りなめらか毛布
たか2枚合わせ シングル ブラウン 40220106
2230554450930
10

sledar(スレダー) 毛布 掛け毛布 ひざ掛け 羽
織れる 大判 発熱二枚合わせ パイル シープ調
ふわふわ 丸洗いOK 抗菌防臭 防ダニ加工 北
欧風 プレゼント 秋冬 (130ｘ160cm,ピンク)

ナイスデイ

¥2,437〜¥5,400

9

sledar(スレダー) 毛布 掛け毛布 ひざ掛け 羽
織れる 大判 発熱二枚合わせ パイル シープ調
ふわふわ 丸洗いOK 抗菌防臭 防ダニ加工 北
欧風 プレゼント 秋冬 (130ｘ160cm,ピンク)

B07X8TTGPL

Heat Warm ( ヒートウォーム ) 毛布 発熱 あっ
たか2枚合わせ シングル ブラウン 40220106

8

チチロバ(Titiroba) 毛布 ひざ掛け ハーフケット
チチロバ(Titiroba) 毛布 シングル ブランケット
ブランケット フランネル シングル マイクロファイ
無地 フランネル マイクロファイバー 暖かい 厚
バー 暖かい 厚手 おしゃれ オールシーズン 柔
手 おしゃれ オールシーズン 柔らかく肌触り 洗
らかく肌触り 洗える 70x100cm キャメル MTえる 150x200cm キャメル MT-20
10

sledar

チチロバ(Titiroba) 毛布 ひざ掛け ハーフケット
ブランケット フランネル シングル マイクロファイ
バー 暖かい 厚手 おしゃれ オールシーズン 柔
らかく肌触り 洗える 70x100cm キャメル MT10

7

B07SN2ZCV9

B07N2VSGFH

Oseamaid 毛布 シングル ブランケットフランネ
ル ふんわり あったか 柔軟軽量 洗濯可能 静
電防止 抗菌防臭 140X200cm(グレー)

6

¥2,076〜¥4,414
Bedsure 毛布 ひざ掛け ハーフケット ブラン
ケット フランネル 70x100cm シングル おしゃれ
プレミアムマイクロファイバー 毛布 あったかい
オールシーズン 柔らかく肌触り 洗える キャメ
ル

Bedsure

mofua(モフア)ひざ掛け プレミアムマイクロファ Oseamaid 毛布 シングル ブランケットフランネ
イバー Heatwarm発熱 +2℃ タイプ 1年間品質 ル ふんわり あったか 柔軟軽量 洗濯可能 静
保証 70×100ｃｍ 星柄ネイビー 601006Q6
電防止 抗菌防臭 140X200cm(グレー)

5

B00N3PQ9OU

B07VRN7TD8

Bedsure 毛布 ひざ掛け ハーフケット ブラン
sledar(スレダー) 毛布 掛け毛布 ひざ掛け 羽
ケット フランネル 70x100cm シングル おしゃれ
織れる 大判 発熱二枚合わせ パイル シープ調
プレミアムマイクロファイバー 毛布 あったかい
ふわふわ 丸洗いOK 抗菌防臭 防ダニ加工 北
オールシーズン 柔らかく肌触り 洗える キャメ
欧風 プレゼント 秋冬 (130ｘ160cm,ピンク)
ル

4

2020-01-26
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106

ナイスデイ

¥1,952〜¥4,414

3

2020-01-19
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106

B07Y31NTLF

Bedsure 毛布 ひざ掛け ハーフケット ブラン
ケット フランネル 70x100cm シングル おしゃれ
プレミアムマイクロファイバー 毛布 あったかい
オールシーズン 柔らかく肌触り 洗える キャメ
ル
2

2020-01-12
mofua(モフア) 毛布 シングル ふんわりあった
か 静電気防止加工 マイクロファイバー 1年間
品質保証 洗える 140×200cm ブラウン
50000106

B07J1VBR2V

NEWSHONE 毛布 掛け毛布 シングル 二枚合
mofua(モフア)ひざ掛け 70×100cm ブラウン 1
わせ 140x200cm 厚手 ブランケット 秋冬用 暖
年間品質保証 静電気防止加工 プレミアムマイ
かい もうふ マイクロファイバー 襟付き 洗える
クロファイバー 50000606
ふわふわ 静電防止 （グレー）

B07Y82TYCH

B07ZNKLJ7P

B07X8TTGPL

B077MLR3FZ

昭和西川(Showa-nishikawa)

ナイスデイ

ナイスデイ

NEWSHONE

☆ 4.2 (214)

☆ 4.2 (989)

☆ 4.0 (213)

☆ 4.4 (270)

¥2,322〜¥4,054

¥2,593〜¥5,400

¥960〜¥2,361

¥3,580〜¥4,580

Amazon売れ筋ランキング(タオルケット)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

KAWAHOME オリジナル ニット タオルケット ひ
西川(Nishikawa) タオルケット ブラウン 約180× ざ掛け おしゃれ 北欧風 フリース ブランケット TRANPARAN 今治産 認定 タオルケット シング 西川(Nishikawa) タオルケット ブラウン 約180×
190cm インド製 無農薬 コットン PO-11 2033- 暖かい プレゼント 軽量 薄い 車用 携帯用 オ ル クーベルチュール 日本製 (インディゴブ
190cm インド製 無農薬 コットン PO-11 203371174
フィス用 ハーフケット 洗える（ミックスグレー
ルー)
71174
140ⅹ100cm）
1

B07SG32CQ3

B07NNWLH1P

B00JFJ2KV4

B07KQN3ZVQ

西川(Nishikawa)

KAWAHOME

トランパラン

西川(Nishikawa)

☆ 4.4 (206)

☆ 4.3 (80)

☆ 4.2 (259)

☆ 4.4 (215)

¥2,384〜¥5,284

¥2,499〜¥4,099

¥5,500〜¥6,376

¥2,676〜¥5,284

TRANPARAN 今治産 認定 タオルケット シング 西川(Nishikawa) タオルケット ブラウン 約180× 西川(Nishikawa) タオルケット ブラウン 約180× TRANPARAN 今治産 認定 タオルケット シング
ル クーベルチュール 日本製 (インディゴブ
190cm インド製 無農薬 コットン PO-11 2033- 190cm インド製 無農薬 コットン PO-11 2033- ル クーベルチュール 日本製 (インディゴブ
ルー)
71174
71174
ルー)
2

B00JFJ2KV4

B07SG32CQ3

B07SG32CQ3

トランパラン

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

トランパラン

☆ 4.3 (256)

☆ 4.4 (209)

☆ 4.4 (212)

☆ 4.3 (262)

¥4,400〜¥6,376

¥2,676〜¥5,284

KAWAHOME オリジナル ニット タオルケット ひ
ざ掛け おしゃれ 北欧風 フリース ブランケット 西川(Nishikawa) タオルケット 140×190cm ア
暖かい プレゼント 軽量 薄い 車用 携帯用 オ イボリー シングル 新彊綿 使用 クロスベース
フィス用 ハーフケット 洗える（ミックスグレー
2232-71701
140ⅹ100cm）
3

¥2,676〜¥4,968
KAWAHOME オリジナル ニット タオルケット シ
ングル おしゃれ 北欧風 フリース ブランケット
暖かい プレゼント 軽量 薄い 車用 携帯用 オ
フィス用 掛け毛布 洗える（ミックスピンク 140ⅹ
200cm）

B07YKGYG2K

B07NNWLH1P

B07JR2H4QS

KAWAHOME

西川(Nishikawa)

KAWAHOME

KAWAHOME

☆ 4.3 (76)

☆ 4.1 (22)

☆ 4.4 (84)

☆ 4.4 (84)

¥2,499〜¥4,099

¥3,826〜¥3,893

¥2,499〜¥4,099

¥2,499〜¥4,099
Athena 2000匁 100×200cm 超大判【2L (リット
ル)以上の水吸える】 業務用バスタオル ベッド
タオル ベッドシーツ タオルシーツ タオルケット
ブランケット ひざ掛け エステタオル 超大判 ホ
テル仕様 掛け布団 耐久 綿100％【30枚】白
(ベージュ30枚)

B07N3WWY5Y

B00JFJ2KV4

B07MT553NR

B07N3WSMZN

ATHENAタオル

トランパラン

Reveur

ATHENAタオル

☆ 3.3 (35)

☆ 4.2 (258)

☆ 3.9 (3)

☆ 3.3 (36)

¥1,680〜¥33,800

¥5,500〜¥6,376

¥1,990

¥1,680〜¥33,800

昭和西川 ガーゼケット グリーン 140×190㎝
夏の1枚 近江の本麻2重織りガーゼケット
2230379212409
5

¥5,500〜¥6,376
KAWAHOME オリジナル ニット タオルケット シ
ングル おしゃれ 北欧風 フリース ブランケット
暖かい プレゼント 軽量 薄い 車用 携帯用 オ
フィス用 掛け毛布 洗える（ミックスピンク 140ⅹ
200cm）

B07NNWLH1P

Athena 2000匁 100×200cm 【10枚入】超大判
【2L (リットル)以上の水吸える】 業務用バスタ
TRANPARAN 今治産 認定 タオルケット シング
オル ベッドタオル ベッドシーツ タオルシーツ タ
タオルケット 綿100％ シャーリング シングルサ
ル クーベルチュール 日本製 (インディゴブ
オルケット ブランケット ひざ掛け エステタオル
イズ 140×190cm チェック柄 (グリーン)
ルー)
超大判 ホテル仕様 掛け布団 耐久 綿100％
(白 1枚組×10パック)
4

B00JKAONVI

タオルケット 綿100％ ジャガード織 オルテガ柄 surprise 春夏 タオルケット シングル サイズ ス 今治産タオルケット かろやかカロケット シング
シングルサイズ 140×200cm (ネイビー)
トライプ柄 汗をすぐに吸収発散
ルサイズ (スカイグレー)

B07VMCLQNK

B08166LBTX

B01N5S6UBC

B01M0F43VL

昭和西川(Showa-nishikawa)

Reveur

surprise（シュルプリーズ）

タオルショップブルーム

☆ 4.0 (40)

☆ 2.0 (1)

☆ 3.4 (22)

☆ 3.8 (38)

¥3,652〜¥10,164

¥2,490〜¥3,290

¥1,680

¥2,240〜¥5,500

メーカー直販 今治タオルケット シングル 145×
今治産タオルケット かろやかカロケット シング 今治産タオルケット かろやかカロケット シング ブルーム 今治産 タオルケット IKOI いこいタオ 190cm 日本製 無地 パイルが抜けにくい 洗え
ルサイズ (スカイグレー)
ルサイズ (スカイグレー)
ルケット シングルサイズ (シャンパンゴールド) る 綿マイヤー織り 今治タオルブランド認定 (ブ
ルー)
6

B07HVS57TC

B07HVS57TC

B071V53HH6

B06XXFPV9X

タオルショップブルーム

タオルショップブルーム

タオルショップブルーム

メーカー直販あったか寝具快
適寝具

☆ 3.9 (36)

☆ 3.8 (37)

☆ 4.0 (24)

☆ 3.8 (20)

¥2,240〜¥5,500

¥2,240〜¥5,500

¥5,350

¥3,900〜¥6,009

パイルが抜けない！丈夫でふわふわ今治タオ
西川(Nishikawa) タオルケット 140×190cm ア
タオルケット 綿100％ ジャガード織 オルテガ柄 ルケット シングルサイズ 145×190cm ピンク色 パシーマ 夏は涼しく冬あったかガーゼと脱脂綿
イボリー シングル 新彊綿 使用 クロスベース
シングルサイズ 140×200cm (ネイビー)
綿100% 300匁 日本タオル検査協会合格品 日 でできた自然寝具シングル白
2232-71701
本製
7

B08166LBTX

B01F8CMKCK

B000R3CQ7K

B07XBQBWGL

Reveur

今治タオル(Imabari-towel)

龍宮株式会社

西川(Nishikawa)

☆ 2.0 (1)

☆ 4.2 (92)

☆ 4.6 (9)

☆ 4.2 (24)

¥2,490〜¥3,290

¥3,980〜¥6,900

¥7,150

¥3,826〜¥3,893

メーカー直販 今治タオルケット シングル 145×
パイルが抜けない！丈夫でふわふわ今治タオ
綿100% アラベスク柄タオルケット シングル サ
190cm 日本製 無地 パイルが抜けにくい 洗え 今治産タオルケット かろやかカロケット シング ルケット シングルサイズ 145×190cm ピンク色
イズ ボリュームタイプ （140ｃｍ×190ｃｍ）ピン
る 綿マイヤー織り 今治タオルブランド認定 (ブ ルサイズ (スカイグレー)
綿100% 300匁 日本タオル検査協会合格品 日
ク
ルー)
本製
8

B06XKF9837

B07W1CMWPY

B07HVS57TC

B01F8BT5X8

LittleBudding

メーカー直販あったか寝具快
適寝具

タオルショップブルーム

今治タオル(Imabari-towel)

☆ 2.3 (3)

☆ 3.6 (18)

☆ 3.8 (38)

☆ 4.1 (93)

¥1,680

¥3,900〜¥6,009

¥2,240〜¥5,500

¥3,980〜¥6,900

京都西川 タオルケット・ガーゼケット アイボ
京都西川 タオルケット グレー シングル 綿
リー 140×190cm さらさらタッチ 肌に優しい 綿 100% 洗える さらさら ジャカード織 やわらかい
100% 1-JS-4000 S
01-LT9817
9

パシーマ 夏は涼しく冬あったかガーゼと脱脂綿
でできた自然寝具 シングル 生成り色

B07VSX55GJ

B07NY7KTDV

B07YKGYG2K

B000R3BSVA

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

西川(Nishikawa)

龍宮株式会社

☆ 3.4 (34)

☆ 0.0 (0)

☆ 4.2 (23)

☆ 4.2 (37)

¥1,948〜¥4,979

¥2,290〜¥3,176

¥3,827〜¥3,893

¥7,150

西川(Nishikawa) タオルケット 140×190cm ア
イボリー シングル 新彊綿 使用 クロスベース
2232-71701
10

西川(Nishikawa) タオルケット 140×190cm ア
イボリー シングル 新彊綿 使用 クロスベース
2232-71701

タオルケット シングル 今治 ホテル仕様
「sunny days アッシドブルー」【今治タオルブラ
ンド認定品】 (140x190cm） (アッシドブルー)

Athena 2000匁 100×200cm 超大判【2L (リット
ル)以上の水吸える】 業務用バスタオル ベッド
タオルケット シングル 今治 ホテル仕様
タオル ベッドシーツ タオルシーツ タオルケット
「sunny days サンゴピンク」【今治タオルブラン
ブランケット ひざ掛け エステタオル 超大判 ホ
ド認定品】(140x190cm） (サンゴ)
テル仕様 掛け布団 耐久 綿100％【30枚】白
(ベージュ30枚)

B07YKGYG2K

B00VJ856AG

B07N3WWY5Y

B00VJ857IC

西川(Nishikawa)

ｓｕｎｎｙ ｄａｙｓ

ATHENAタオル

ｓｕｎｎｙ ｄａｙｓ

☆ 4.1 (22)

☆ 4.1 (10)

☆ 3.3 (36)

☆ 4.0 (13)

¥3,826〜¥3,893

¥4,980〜¥5,400

¥1,680〜¥33,800

¥4,980〜¥5,400

Amazon売れ筋ランキング(ガーゼケット)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

ブルーム 今治タオル 認定 ビレア ガーゼケット ブルーム 今治タオル 認定 ビレア ガーゼケット ブルーム 今治タオル 認定 ビレア ガーゼケット ブルーム 今治タオル 認定 ビレア ガーゼケット
5重ガーゼ タオルケット 綿100% やわらか ガー 5重ガーゼ タオルケット 綿100% やわらか ガー 5重ガーゼ タオルケット 綿100% やわらか ガー 5重ガーゼ タオルケット 綿100% やわらか ガー
ゼ生地 日本製 (ネイビー, シングルサイズ)
ゼ生地 日本製 (ネイビー, シングルサイズ)
ゼ生地 日本製 (ネイビー, シングルサイズ)
ゼ生地 日本製 (ネイビー, シングルサイズ)
1

B07HVQKR9R

B07HVQKR9R

B07HVQKR9R

B07HVQKR9R

タオルショップブルーム

タオルショップブルーム

タオルショップブルーム

タオルショップブルーム

☆ 4.4 (307)

☆ 4.4 (312)

☆ 4.4 (314)

☆ 4.5 (321)

¥1,830〜¥6,090

¥2,040〜¥6,090

¥2,040〜¥6,090

¥2,040〜¥6,090

【 ブランケット おしゃれ 】 落ち着いた色合いで
ガーゼケット シングル 6重ガーゼ とろける 肌 ガーゼケット シングル 6重ガーゼ とろける 肌
おしゃれなガーゼケット フリンジがかわいい こ
掛け ガーゼタオルケット オールシーズン ふん 掛け ガーゼタオルケット オールシーズン ふん
ども タオルケット ガーゼケット 綿100% 4重ガー
わりボリューム 綿100％ グレー
わりボリューム 綿100％ グレー
ゼ 100x130cm ネイビー
2

B07SBTNHHW

B07SBTNHHW

B07WTZXG1Z

AVA.Home

AVA.Home

L.

Vanxing

☆ 4.7 (33)

☆ 4.7 (34)

☆ 4.9 (20)

☆ 4.8 (118)

¥4,080〜¥5,380

¥4,080〜¥5,380

¥1,898

¥3,599〜¥4,799

Vanxing ガーゼケット シングル 4重織り 天然綿
100% 肌触りが抜群 吸湿 通気 夏快眠 肌に優
しい 年中快適 丸洗いOK 軽量 リバーシブル
150x200cm (人生ゲームマップ柄,ブラウン)
3

Vanxing ガーゼケット シングル 4重織り 天然綿
ガーゼケット シングル 6重ガーゼ とろける 肌
100% 肌触りが抜群 吸湿 通気 夏快眠 肌に優
掛け ガーゼタオルケット オールシーズン ふん
しい 年中快適 丸洗いOK 軽量 リバーシブル
わりボリューム 綿100％ グレー
150x200cm (人生ゲームマップ柄,ブラウン)
B07QQPQG1Y

B07SBTNHHW

Vanxing

AVA.Home

L.

☆ 4.9 (108)

☆ 4.8 (112)

☆ 4.7 (35)

☆ 4.9 (20)

¥3,599〜¥5,999

¥3,599〜¥4,799

¥4,080〜¥5,380

¥1,898

Vanxing ガーゼケット シングル 4重織り 天然綿
Hanacat 6重ガーゼケット セミシングル 綿100%
ガーゼケット シングル 6重ガーゼ とろける 肌
100% 肌触りが抜群 吸湿 通気 夏快眠 肌に優
肌掛け ふわふわ 吸湿性 洗えるタオルケット
掛け ガーゼタオルケット オールシーズン ふん
しい 年中快適 丸洗いOK 軽量 リバーシブル
ウマ柄（120×150cm）
わりボリューム 綿100％ グレー
150x200cm (仔馬柄,イエロー)

B07VMCLQNK

B07582VT24

B07QQPQG1Y

B07SBTNHHW

Hanacat

Vanxing

AVA.Home

☆ 4.0 (40)

☆ 4.3 (55)

☆ 4.8 (115)

☆ 4.7 (40)

¥3,652〜¥10,164

¥2,499〜¥4,999

¥3,599〜¥4,799

¥4,080〜¥5,380

B083937JH7

B07SQFVYRH

B07VMCLQNK

EMME

昭和西川(Showa-nishikawa)

Hanacat

☆ 4.6 (32)

☆ 4.4 (24)

☆ 4.0 (41)

☆ 4.3 (56)

B07582VT24

¥3,180〜¥3,480

¥4,463〜¥10,164

¥2,499〜¥4,999

【 ブランケット おしゃれ 】 落ち着いた色合いで
ブルーム 今治タオル 認定 リユース ストライプ ブルーム 今治タオル 認定 リユース ストライプ
おしゃれなガーゼケット フリンジがかわいい こ
残糸使用 タオルケット 厚手 オールシーズン対 残糸使用 タオルケット 厚手 オールシーズン対
ども タオルケット ガーゼケット 綿100% 4重ガー
応 日本製 (シングルサイズ)
応 日本製 (シングルサイズ)
ゼ 100x130cm ネイビー

B07WTZXG1Z

B07WTZXG1Z

B00LTOKJIE

B00LTOKJIE

L.

L.

タオルショップブルーム

タオルショップブルーム

☆ 4.9 (20)

☆ 4.9 (20)

☆ 4.6 (130)

☆ 4.6 (130)

¥1,898

¥1,898

¥5,610

¥5,610

今治 ガーゼケット シングル サックス 5重 ガー
ゼケット 今治 わけあり 日本製 今治 タオル
今治5重ガーゼケット シングル 140ｘ190cm ピ
ケット ガーゼケット ベビー お昼寝ケット ガーゼ
ンク [TM-12] 100230403102-01-01
バスタオル 今治 タオル アウトレットでもしっか
り今治品質

今治5重ガーゼケット シングル 140ｘ190cm ピ
ンク [TM-12] 100230403102-01-01

昭和西川 ガーゼケット グリーン 140×190㎝
夏の1枚 近江の本麻2重織りガーゼケット
2230379212409

B07CNZGCHV

B07BBNVVGR

B07BBNVVGR

B07VMCLQNK

徳綿寝装店

シ-フィ-ルド

シ-フィ-ルド

昭和西川(Showa-nishikawa)

☆ 4.9 (16)

☆ 4.4 (44)

☆ 4.4 (44)

☆ 4.1 (43)

¥1,999

¥3,029〜¥5,478

¥3,019〜¥5,478

¥4,201〜¥10,164

昭和西川 ガーゼケット グレー 140×190㎝ シ 昭和西川 ガーゼケット グリーン 140×190㎝
ングル 肌に優しい綿100% 6重織ガーゼケット 夏の1枚 近江の本麻2重織りガーゼケット
AmazonオリジナルG2
2230379212409
8

Hanacat 6重ガーゼケット セミシングル 綿100%
肌掛け ふわふわ 吸湿性 洗えるタオルケット
ウマ柄（120×150cm）

昭和西川(Showa-nishikawa)

¥4,209〜¥4,807

7

B07WTZXG1Z

昭和西川(Showa-nishikawa)

【 ブランケット おしゃれ 】 落ち着いた色合いで
おしゃれなガーゼケット フリンジがかわいい こ
ども タオルケット ガーゼケット 綿100% 4重ガー
ゼ 100x130cm ネイビー
6

【 ブランケット おしゃれ 】 落ち着いた色合いで
おしゃれなガーゼケット フリンジがかわいい こ
ども タオルケット ガーゼケット 綿100% 4重ガー
ゼ 100x130cm ネイビー

Vanxing

EMME おしゃれ ワッフルケットガーゼ タオル
ケット シングル マルチケット お昼寝ハーフ ひ
昭和西川 ガーゼケット グレー 140×190cm シ
昭和西川 ガーゼケット グリーン 140×190㎝
ざ掛け 夏掛け 肌掛け 夏用 毛布 ブランケット
ングル 今治認定 肌にやさしい綿ガーゼ5重織
夏の1枚 近江の本麻2重織りガーゼケット
綿100％2 本糸 使用肌にやさしい 吸湿速乾 ふ
ガーゼケット AmazonオリジナルIG04
2230379212409
わふわ 洗い加工 欧米風 無地オールシーズン
父の日 ギフト140×200cmイエロー
5

B07QQPQG1Y

B07QQPQG1Y

昭和西川 ガーゼケット グリーン 140×190㎝
夏の1枚 近江の本麻2重織りガーゼケット
2230379212409
4

Vanxing ガーゼケット シングル 4重織り 天然綿
100% 肌触りが抜群 吸湿 通気 夏快眠 肌に優
しい 年中快適 丸洗いOK 軽量 リバーシブル
150x200cm (仔馬柄,イエロー)

EMME おしゃれ ワッフルケットガーゼ タオル
ケット シングル マルチケット お昼寝ハーフ ひ
通販生活 ガーゼのケット 超薄ガーゼ５枚重ね
ざ掛け 夏掛け 肌掛け 夏用 毛布 ブランケット
抜群の通気性でムレを軽減 安い模倣品にはな
綿100％2 本糸 使用肌にやさしい 吸湿速乾 ふ
いサラサラ感 日本製
わふわ 洗い加工 欧米風 無地オールシーズン
父の日 ギフト140×200cmイエロー

B07WGKZPXZ

B07VMCLQNK

B07T1GDZ5F

昭和西川(Showa-nishikawa)

昭和西川(Showa-nishikawa)

通販生活

B07SQFVYRH
EMME

☆ 4.2 (52)

☆ 4.0 (41)

☆ 4.1 (60)

☆ 4.4 (26)

¥2,362〜¥3,243

¥5,072〜¥10,164

¥4,158〜¥6,080

¥3,280〜¥3,880

西川リビング ふわとろ レーヨンガーゼケット ネ 通販生活 ガーゼのケット 超薄ガーゼ５枚重ね
西川リビング タオルケット グレー 140×190cm
タオルケット リバーシブル パイル × ガーゼ シ
イビー 140×190㎝ 極上のとろ~りふわふわ 魔 抜群の通気性でムレを軽減 安い模倣品にはな
ノットフラット 斜め ボーダー NF-11 2232ングル ロングサイズ 140×200cm (グリーン)
法のレーヨン素材 2032-72208
いサラサラ感 日本製
01153
9

B07G8Z7NXG

B07T1GDZ5F

B07PLPGQYC

B07F7586W1

西川(Nishikawa)

通販生活

Reveur

西川(Nishikawa)

☆ 4.3 (14)

☆ 4.1 (60)

☆ 4.0 (2)

☆ 3.7 (4)

¥2,587

¥4,158〜¥6,080

¥2,990

¥1,687〜¥5,853

ガーゼケット 子供 ベビー大判5重100x140㎝ブ
Hanacat 6重ガーゼケット セミシングル 綿100%
ランケット ハーフケット 通気 サラサラ 5重ガー
肌掛け ふわふわ 吸湿性 洗えるタオルケット
ゼ 綿100％ オーガニックコットン タオルケット
ウマ柄（120×150cm）
柔らかtopcharme(ピンク, 140x100 cm)
10

MINIRIS ワッフル ガーゼケット 肌掛け布団 エ
日本製 パシーマ 敷き専用 サニセーフ ガーゼ
アーケット 接触冷感 冷感＆タオル地 ひんやり
と脱脂綿のパットシーツ シングル （サイズ約
タオル毛布 夏用 防臭と防ダニ 洗える 軽い い
110×210 ）色：きなり
い触り心地(ネイビー, 150*200cm)

B07582VT24

B07P75YW8C

B07RBX5TLF

Hanacat

topcharme

MINIRIS

B00839NHFA
パシーマ

☆ 4.3 (56)

☆ 4.8 (27)

☆ 4.5 (10)

☆ 5.0 (1)

¥2,499〜¥4,999

¥1,568〜¥2,630

¥2,599〜¥3,499

¥8,800

Amazon売れ筋ランキング(ベッド)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

タンスのゲン 【搬入らくらく圧縮梱包】 脚付き
タンスのゲン すのこマット シングル 天然桐 折 タンスのゲン すのこマット シングル 天然桐 折 マットレス BONO (圧縮梱包) 一体型 セミシン
りたたみ ベッド 二つ折りタイプ リブ加工 風りたたみ ベッド 二つ折りタイプ リブ加工 風グル ショート丈 脚長15cm ボンネルコイル ニッ
kaze- AM 000078 【51280】
kaze- AM 000078 【51280】
ト生地 洗えるカバー付き ホワイト 【実用新案
登録済み】 17800065 00 【63632】
1

B073GQP8XC

B00HG937NU

B07YYSW2P6

B083ZWKLJ8

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.7 (305)

☆ 3.7 (308)

☆ 3.9 (281)

☆ 4.0 (103)

¥4,999〜¥9,999

¥5,780〜¥9,999

¥10,999〜¥25,999

¥12,999〜¥34,800

タンスのゲン 【搬入らくらく圧縮梱包】 脚付き
マットレス BONO (圧縮梱包) 一体型 セミシン
グル ショート丈 ボンネルコイル ニット生地 洗
えるカバー付き ブラック 【実用新案登録済み】
17800065 01 【64482】
2

2020-01-26
タンスのゲン 宮付き すのこベッド シングル 天
然木 スマホスタンド 2口コンセント ブックシェル
フ 3段階高さ調節 耐荷重:約200kg 面取り加工
ベッド下収納 ベッドフレーム ブラウン
49600033 07AM 【64036】

タンスのゲン 【搬入らくらく圧縮梱包】 脚付き
マットレス BONO (圧縮梱包) 一体型 セミシン
グル ショート丈 ボンネルコイル ニット生地 洗
えるカバー付き ブラック 【実用新案登録済み】
17800065 01 【64482】

タンスのゲン 宮付き すのこベッド シングル 天
然木 スマホスタンド 2口コンセント ブックシェル
フ 3段階高さ調節 耐荷重:約200kg 面取り加工
ベッド下収納 ベッドフレーム ブラウン
49600033 07AM 【64036】

タンスのゲン 【搬入らくらく圧縮梱包】 脚付き
マットレス BONO (圧縮梱包) 一体型 セミシン
グル ショート丈 脚長15cm ボンネルコイル ニッ
ト生地 洗えるカバー付き ホワイト 【実用新案
登録済み】 17800065 00 【63632】

B07YYSW2P6

B07TSZFKVK

B083ZWKLJ8

B07YYSW2P6

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.9 (256)

☆ 3.9 (270)

☆ 4.0 (97)

☆ 3.9 (295)

¥9,480〜¥25,999

¥10,999〜¥25,999

¥12,999〜¥34,800

¥10,999〜¥25,999

タンスのゲン すのこベッド セミシングル 80×
アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン コモライフ ポケット付きのベッドガード サイドポ タンスのゲン すのこマット シングル 天然桐 折
200cm 【狭いワンルームにも！】 天然木 3段階
グル 収納 低反発 ハイタイプ 完成品 ブラウン ケット ずれ防止 収納ポケット 簡単取付 落下 りたたみ ベッド 二つ折りタイプ リブ加工 風高さ調節 耐荷重:約200kg ナチュラル
OTB-MTN
防止 2個入
kaze- AM 000078 【51280】
4960074300 【64057】
3

B01H19RFXW

B076VLJDK2

B073GQP8XC

B083ZVTGDN

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

コモライフ(Comolife)

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.9 (313)

☆ 3.2 (68)

☆ 3.7 (314)

☆ 4.1 (336)

¥11,979〜¥34,800

¥1,441

¥5,780〜¥9,999

¥7,680〜¥23,800

タンスのゲン 宮付き すのこベッド シングル 天
タンスのゲン すのこマット シングル ～シング 然木 スマホスタンド 2口コンセント ブックシェル タンスのゲン すのこマット シングル ～シング タンスのゲン すのこマット シングル ～シング
ルロング対応 折りたたみ ベッド 四つ折りタイプ フ 3段階高さ調節 耐荷重:約200kg 面取り加工 ルロング対応 折りたたみ ベッド 四つ折りタイプ ルロング対応 折りたたみ ベッド 四つ折りタイプ
完成品 AM 000067 【56329】
ベッド下収納 ベッドフレーム ブラウン
完成品 AM 000067 【56329】
完成品 AM 000067 【56329】
49600033 07AM 【64036】
4

B07FF6FTDY

B07G72CWQR

B07FF6FTDY

B07FF6FTDY

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.4 (176)

☆ 4.0 (113)

☆ 3.5 (186)

☆ 3.5 (189)

¥3,999〜¥11,800

¥8,980〜¥30,999

¥3,999〜¥11,800

¥3,999〜¥11,800

タンスのゲン すのこベッド セミシングル 80×
ベッド 収納付き 引き出し付き 木製 カントリー タンスのゲン すのこマット シングル ～シング
タンスのゲン すのこマット シングル 天然桐 折
200cm 【狭いワンルームにも！】 天然木 3段階
棚付き 宮付き コンセント付き シンプル モダン ルロング対応 折りたたみ ベッド 四つ折りタイプ
りたたみ ベッド 二つ折りタイプ リブ加工 風高さ調節 耐荷重:約200kg ナチュラル
ナチュラル シングル ベッドフレームのみ
完成品 AM 000067 【56329】
kaze- AM 000078 【51280】
4960074300 【64057】
5

B07QVY3LLK

B00HG93CTO

B083ZVTGDN

B073GQP8XC

ベストバリュースタイル

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.7 (46)

☆ 3.4 (178)

☆ 4.1 (329)

☆ 3.8 (327)

¥19,800〜¥45,800

¥3,999〜¥11,800

¥7,680〜¥23,800

¥5,780〜¥9,999

タンスのゲン 宮付き すのこベッド シングル 天
然木 スマホスタンド 2口コンセント ブックシェル タンスのゲン すのこベッド シングルベッド 天然 コモライフ ポケット付きのベッドガード サイドポ
フ 3段階高さ調節 耐荷重:約200kg 面取り加工 木 3段階高さ調節 耐荷重:約200kg ナチュラル ケット ずれ防止 収納ポケット 簡単取付 落下
ベッド下収納 ベッドフレーム ブラウン
11719094 19AM 【63993】
防止 2個入
49600033 07AM 【64036】
6

B07VBL69PX

B07765TWHM

B076VLJDK2

B07R71CXYH

タンスのゲン

タンスのゲン

コモライフ(Comolife)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.0 (111)

☆ 4.1 (354)

☆ 3.2 (70)

☆ 3.8 (187)

¥8,980〜¥30,999

¥7,980〜¥23,800

¥1,441

¥6,903〜¥25,678

コモライフ ポケット付きのベッドガード サイドポ
アイリスプラザ ベッド シングル コンセント付き
ケット ずれ防止 収納ポケット 簡単取付 落下
ホワイト 棚付き メッシュ床 LXESB-01BK
防止 2個入
7

アイリスプラザ ベッド シングル すのこ 高さ2段
階 天然木 セレナ SRESWN ウォルナット 幅約
98×長さ200cm×高さ約6.5(下位設定)・
23.5(上位設定)㎝ 7126681

Zinus (ジヌス) ベット フレーム シングル 36cm
SmartBase /静音防音/ベッド下収納大 【日本
正規品】

コモライフ ポケット付きのベッドガード サイドポ
ケット ずれ防止 収納ポケット 簡単取付 落下
防止 2個入

B076VLJDK2

B07HLWR6YC

B07RPSCMJ5

B076VLJDK2

コモライフ(Comolife)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

Zinus

コモライフ(Comolife)

☆ 3.2 (64)

☆ 3.5 (74)

☆ 3.9 (17)

☆ 3.2 (76)

¥1,441

¥11,000〜¥12,116

¥6,035〜¥41,076

¥1,441

アイリスプラザ ベッド シングル すのこ 高さ2段
アイリスプラザ 折りたたみベッド 桐 すのこ 31
ベッド 収納付き 引き出し付き 木製 カントリー ベッド 収納付き 引き出し付き 木製 カントリー
階 天然木 セレナ SRESWN ウォルナット 幅約
枚 通気性 折りたたみ収納可 ナチュラル 幅98
棚付き 宮付き コンセント付き シンプル モダン 棚付き 宮付き コンセント付き シンプル モダン
98×長さ200cm×高さ約6.5(下位設定)・
×奥行208.5×高さ44.5cm
ナチュラル シングル ベッドフレームのみ
ナチュラル シングル ベッドフレームのみ
23.5(上位設定)㎝ 7126681
8

B07PCYG6T9

B07BDC14HH

B07QVY3LLK

B07QVY3LLK

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

ベストバリュースタイル

ベストバリュースタイル

☆ 3.7 (84)

☆ 3.7 (172)

☆ 3.6 (54)

☆ 3.3 (61)

¥9,357〜¥13,700

¥6,992〜¥25,678

¥19,800〜¥45,800

¥19,800〜¥45,800

アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン アイリスプラザ 折りたたみベッド 桐 すのこ 31
アイリスプラザ すのこマット 桐 二つ折り シン
グル 収納 14段階リクライニング ブラウン
枚 通気性 折りたたみ収納可 ナチュラル 幅98
グル 天然木 折りたたみ ベッド通気性
OTB-BR
×奥行208.5×高さ44.5cm
9

アイリスプラザ すのこマット 桐 二つ折り シン
グル 天然木 折りたたみ ベッド通気性

B07SG3FTBY

B01KQ2BX7A

B07NZPDDY6

B0845CFRN9

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 3.7 (379)

☆ 3.8 (88)

☆ 3.7 (140)

☆ 3.8 (141)

¥9,204〜¥46,970

¥11,009〜¥13,700

¥3,626〜¥11,980

¥3,626〜¥12,404

タンスのゲン すのこベッド シングルベッド 天然 アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン
木 3段階高さ調節 耐荷重:約200kg ホワイト
グル 収納 14段階リクライニング ブラウン
グル 収納 低反発 ハイタイプ 完成品 ブラウン グル 収納 低反発 ハイタイプ 完成品 ブラウン
ウォッシュ 11719094 20AM 【63997】
OTB-BR
OTB-MTN
OTB-MTN
10

B07VBKWSMQ

B01M4KIF0D

B01H19RFXW

B01H19RFXW

タンスのゲン

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

☆ 4.1 (348)

☆ 3.8 (383)

☆ 3.9 (323)

☆ 3.9 (335)

¥7,980〜¥23,800

¥10,829〜¥46,970

¥13,984〜¥34,800

¥13,984〜¥34,800

Amazon売れ筋ランキング(ソファ・カウチ)
Rank

2020-01-05
アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
リーン

1

2020-01-12
アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
リーン

2020-01-19
アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
リーン

2020-01-26
タンスのゲン コーナーソファ 二人掛け バラ売
り ロータイプ ズレ防止テープ付き 自由自在 ダ
リアン生地 グレージュ 15210060 01 【67721】

B07XYY6CBC

B06WP2JC1Z

B07XYY6CBC

B08221HVS1

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

タンスのゲン

☆ 4.0 (270)

☆ 4.1 (286)

☆ 4.1 (311)

☆ 4.3 (38)

¥17,157〜¥38,588

¥19,518〜¥38,588

¥19,518〜¥38,588

¥6,980〜¥13,999

【Amazon.co.jp 限定】オーエスジェイ(OSJ) ソ
【セット品】アイリスプラザ ソファ×テーブルセッ 【セット品】アイリスプラザ ソファ×テーブルセッ
【セット品】アイリスプラザ ソファ×テーブルセッ
ファ 幅106㎝ ソファ ソファ- クッション付 軽量
ト ソファ 2人掛け アッシュグレー + テーブル 折 ト ソファ 2人掛け アッシュグレー + テーブル 折
ト ソファ 2人掛け グリーン + テーブル 折りたた
コンパクト 2人掛け 一人暮らし ベッド そふぁ ソ
りたたみ ナチュラル
りたたみ ナチュラル
み ナチュラル
ファ グリーン
2

B07XYXD2ML

B07XSSKQDV

B081NHXJYC

B07XSS2F7B

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

オーエスジェイ(OSJ)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 3.9 (293)

☆ 3.9 (296)

☆ 4.0 (134)

☆ 3.9 (307)

¥8,656〜¥23,800

¥9,878〜¥23,800

¥11,144〜¥13,800

¥9,878〜¥23,800

OSJ ソファ 1人掛け ブラック レトロモダン 65
×73×70

3

【Amazon.co.jp 限定】オーエスジェイ(OSJ) ソ
【セット品】アイリスプラザ ソファ×テーブルセッ アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
ファ 幅106㎝ ソファ ソファ- クッション付 軽量
ト ソファ 2人掛け グリーン + テーブル 折りたた オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
コンパクト 2人掛け 一人暮らし ベッド そふぁ ソ
み ナチュラル
リーン
ファ グリーン

B07SN2XRGL

B07YNWZ283

B07XYXD2ML

B06WP2JC1Z

オーエスジェイ(OSJ)

オーエスジェイ(OSJ)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.0 (23)

☆ 3.9 (130)

☆ 3.9 (303)

☆ 4.1 (320)

¥8,885〜¥13,800

¥11,144〜¥13,800

¥9,878〜¥23,800

¥19,554〜¥38,588

セルタン カウチソファー 和楽の極 二人掛け テ
OSJ ソファ 1人掛け ブラック レトロモダン 65
クノブラウン 背部肘部14段階リクライニング ポ
×73×70
ケットコイル 日本製 A01p-266BR
4

B07T4C95WF

B07R79CFC6

B07JFNRH24

B07HFM377L

オーエスジェイ(OSJ)

オーエスジェイ(OSJ)

オーエスジェイ(OSJ)

☆ 4.1 (77)

☆ 3.9 (23)

☆ 3.4 (52)

☆ 3.5 (58)

¥4,950〜¥32,653

¥9,649〜¥14,872

¥10,899

¥10,899

タンスのゲン ローソファ 2人掛け リクライニン
グ フロアソファ 背面5段階ギア 肘掛け6段階ギ OSJ ソファ 2人掛け ブラック レトロモダン 105
ア *moko* グレージュ 15210055 02 AM
×55×33
【64096】

B07JFNRH24

B07P4N3SCF

B07SN2XRGL

B07YNWZ283

タンスのゲン

オーエスジェイ(OSJ)

オーエスジェイ(OSJ)

☆ 3.4 (48)

☆ 4.2 (21)

☆ 3.4 (29)

☆ 4.1 (145)

¥10,136〜¥10,899

¥9,999

¥11,866〜¥14,872

¥11,144〜¥13,800

オーエスジェイ(OSJ) ソファー 2人掛け 肘付き
タンスのゲン コーナーソファ バラ売り ロータイ
天然木脚 幅約110cm 簡単組み立て 2WAY
プ ズレ防止テープ付き 自由自在 ダリアン生地
ファブリック おしゃれ 新生活 北欧スタイル ソ
グレージュ 15210061 01 【67955】
ファベッド グリーン 62*113*38
B07HFM377L

B07JB9STRZ

B07DW3FYKB

楽/RAKU

オーエスジェイ(OSJ)

タンスのゲン

Comfa(コムファ)

☆ 3.7 (7)

☆ 3.5 (51)

☆ 4.4 (36)

☆ 3.0 (36)

¥4,098

¥10,899

¥6,980〜¥13,999

¥11,980

セルタン カウチソファー 和楽の極 二人掛け テ
クノブラウン 背部肘部14段階リクライニング ポ
ケットコイル 日本製 A01p-266BR

B07DW3MK1Z

B076V963FS

B082K9GNDS

B00W5GP8Y0

Comfa(コムファ)

タンスのゲン

岩附(IWATSUKI)

セルタン(Cellutane)

☆ 3.0 (32)

☆ 4.4 (34)

☆ 4.1 (45)

☆ 4.1 (78)

¥11,980

¥13,999

¥9,577〜¥53,280

¥4,950〜¥29,466

タンスのゲン コーナーソファ ロータイプ 3人掛
アイリスプラザ ソファ 2人掛けワイド ギア付き
L字 フロアソファ ズレ防止テープ付き ダリアン
マイルド風 オレンジ 幅140cm
生地 ネイビー 15210041 92AM 【63250】
8

コムファ EMMA 【 国産 】 ジャンボ カウチソファ
リクライニング 肘付き 7段階調整 クッション 2
個付き 幅 170 ゆったり フロアソファ 2人掛け
ローソファ アイボリー レザー

B07YY7XF8S

【セット品】岩附(IWATSUKI) ソファ×オットマン
コムファ EMMA 【 国産 】 ジャンボ カウチソファ
タンスのゲン コーナーソファ ロータイプ 3人掛 セット ソファー レザー 1人掛け 肘付き a) 1P
リクライニング 肘付き 7段階調整 クッション 2
L字 フロアソファ ズレ防止テープ付き ダリアン ブラック 革 合皮 幅75cm IW-72-1PBK ＋ ス
個付き 幅 170 ゆったり フロアソファ 2人掛け
生地 ネイビー 15210041 92AM 【63250】
ツール 足置き チェア 1人用 e) オットマン ブ
ローソファ ダークブラウン
ラック 革 合皮 幅55cm IW-90 Loire ロワール
7

【Amazon.co.jp 限定】オーエスジェイ(OSJ) ソ
ファ 幅106㎝ ソファ ソファ- クッション付 軽量
コンパクト 2人掛け 一人暮らし ベッド そふぁ ソ
ファ グリーン

オーエスジェイ(OSJ)

【RAKU】折りたたみ座椅子 フロアチェア ロー
チェアー リクライニングチェア42段階リクライニ
ング 肉厚クッション 一人掛け koyo製ギア クッ
ション付き (ベージュ)
6

オーエスジェイ(OSJ) ソファー 2人掛け 肘付き
天然木脚 幅約110cm 簡単組み立て 2WAY
ファブリック おしゃれ 新生活 北欧スタイル ソ
ファベッド グリーン 62*113*38

セルタン(Cellutane)

【Amazon.co.jp 限定】オーエスジェイ(OSJ) SJ
ソファー 2人掛け 肘付き 天然木脚 幅約110cm
簡単組み立て 2WAY ファブリック おしゃれ 新
生活 北欧スタイル ソファベッド
5

オーエスジェイ(OSJ) ソファー 2人掛け 肘付き
天然木脚 幅約110cm 簡単組み立て 2WAY
ファブリック おしゃれ 新生活 北欧スタイル ソ
ファベッド グリーン 62*113*38

アイリスプラザ ソファ 2人掛けワイド ギア付き
マイルド風 オレンジ 幅140cm

タンスのゲン ローソファ 2人掛け リクライニン
グ フロアソファ 背面5段階ギア 肘掛け6段階ギ
ア *moko* ネイビー 15210055 16 【65369】

B07JB9STRZ

B073WZMZPZ

B07SSJ88ZF

B07XDQWDRD

タンスのゲン

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

タンスのゲン

☆ 4.4 (34)

☆ 3.0 (120)

☆ 3.0 (120)

☆ 4.2 (22)

¥13,999

¥10,000〜¥19,049

¥10,000〜¥19,049

¥9,999

セルタン オットマン 和楽の極 一人掛け ダリア セルタン カウチソファー 和楽の極 二人掛け テ
アイリスプラザ ソファ 1人掛け PU ダークブラウ
コンパクトなくつろぎカウチソファ【miriam】ミリア
ンベージュ ポケットコイル 日本製 A281pクノブラウン 背部肘部14段階リクライニング ポ
ン 幅約65cm 72085
ム 折りたたみ仕様 (オレンジ)
560BE
ケットコイル 日本製 A01p-266BR
9

B07NZ5W2FB

B01JYBF5W8

B07T4C95WF

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

セルタン(Cellutane)

セルタン(Cellutane)

リコメン堂

☆ 3.8 (30)

☆ 4.0 (38)

☆ 4.1 (78)

☆ 3.8 (30)

¥10,800〜¥26,800

¥5,584〜¥9,071

¥4,950〜¥28,969

¥9,980〜¥10,166

ドウシシャ 高座椅子 1人掛けソファー 座椅子
立ち座りラクラク 座面回転式 グレー LKR-GY

10

B01AJP8OBC

タンスのゲン ローソファ 2人掛け リクライニン セルタン オットマン 和楽の極 一人掛け ダリア
山善(YAMAZEN) カジュアルソファー(幅134)2人
グ フロアソファ 背面5段階ギア 肘掛け6段階ギ ンベージュ ポケットコイル 日本製 A281p掛け ブラック KDS-135(BK)P
ア *moko* ネイビー 15210055 16 【65369】
560BE

B07PMJW3C1

B004NXU1AE

B07NY53ZTJ

B01JYBF5W8

ドウシシャ(DOSHISHA)

山善(YAMAZEN)

タンスのゲン

セルタン(Cellutane)

☆ 4.1 (66)

☆ 4.0 (123)

☆ 4.2 (22)

☆ 4.0 (39)

¥7,855〜¥16,280

¥14,159

¥9,999

¥5,590〜¥9,071

Amazon売れ筋ランキング(ソファベッド)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

アイリスプラザ ソファ ベッド 座椅子 3WAY 折り アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
畳み 1人掛け ブラウン 幅約60cm CG-4Aー
オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
60-FAB
リーン
1

B07P2FY7PM

B06WP2JC1Z

B0733935T2

B07P2FY7PM

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.2 (158)

☆ 4.1 (286)

☆ 4.1 (171)

☆ 4.1 (178)

¥6,422〜¥13,800

¥19,518〜¥38,588

¥7,970〜¥13,800

¥7,970〜¥13,800

アイリスプラザ ソファ ベッド 座椅子 3WAY 折り アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
畳み 1人掛け ブラウン 幅約60cm CG-4Aー
オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
60-FAB
リーン

タンスのゲン 高反発 ソファーマットレス シング
ル 幅97cm 厚み10cm 4WAY マットレス ソ
ファーベッド 低ホルムアルデヒド仕様 【パイル】
ブラウン AM 000070 00 【61204】

B07XYY6CBC

B0733935T2

B06WP2JC1Z

B07DV69Z5C

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

タンスのゲン

☆ 4.0 (270)

☆ 4.1 (168)

☆ 4.1 (311)

☆ 3.9 (393)

¥17,157〜¥38,588

¥6,422〜¥13,800

¥19,518〜¥38,588

¥6,999〜¥20,800

タンスのゲン 高反発 ソファーマットレス シング
ル 幅97cm 厚み10cm 4WAY マットレス ソ
ファーベッド 低ホルムアルデヒド仕様 【パイル】
ブラウン AM 000070 00 【61204】
3

2020-01-26

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
リーン
2

2020-01-19

アイリスプラザ ソファ ベッド 座椅子 3WAY 折り アイリスプラザ ソファ ベッド 座椅子 3WAY 折り
畳み 1人掛け ブラウン 幅約60cm CG-4Aー
畳み 1人掛け ブラウン 幅約60cm CG-4Aー
60-FAB
60-FAB

タンスのゲン 座椅子 3WAY ソファベッド リクラ
イニング 1人掛け クッション付き ハイバック 1P
ソファ ロータイプ ローソファ ファブリック イン
ディゴブラック 15210053 02 【64990】

タンスのゲン 座椅子 3WAY ソファベッド リクラ
イニング 1人掛け クッション付き ハイバック 1P
ソファ ロータイプ ローソファ ファブリック イン
ディゴブラック 15210053 02 【64990】

タンスのゲン 座椅子 3WAY ソファベッド リクラ
イニング 1人掛け クッション付き ハイバック 1P
ソファ ロータイプ ローソファ ファブリック イン
ディゴブラック 15210053 02 【64990】

B07DV69Z5C

B07VLKD28C

B07VLKD28C

B07XD3ZYGS

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

タンスのゲン

☆ 3.9 (363)

☆ 4.2 (39)

☆ 4.1 (43)

☆ 4.1 (48)

¥5,980〜¥20,800

¥6,999

¥6,999

¥6,999

タンスのゲン 座椅子 3WAY ソファベッド リクラ
座椅子 ソファベッド ひじ掛け付き 肘掛け連動 座椅子 ソファベッド ひじ掛け付き 肘掛け連動 アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ
イニング 1人掛け クッション付き ハイバック 1P
折り畳み ハイバック 42段階リクライニング ふ 折り畳み ハイバック 42段階リクライニング ふ オットマン クッション付き 組み合わせ自由 グ
ソファ ロータイプ ローソファ ファブリック イン
あふあフロアチェア 静電気防止生地 (グレー) あふあフロアチェア 静電気防止生地 (グレー) リーン
ディゴブラック 15210053 02 【64990】
4

B07XD3ZYGS

B07Z3NGPVD

B07Z3NGPVD

B07XYY6CBC

タンスのゲン

MagicLife

MagicLife

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

☆ 4.2 (37)

☆ 4.6 (33)

☆ 4.6 (37)

☆ 4.1 (320)

¥6,999

¥8,900

¥8,900

¥19,554〜¥38,588

タンスのゲン 高反発 ソファーマットレス シング
アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン
ル 幅97cm 厚み10cm 4WAY マットレス ソ
グル 収納 14段階リクライニング ブラウン
ファーベッド 低ホルムアルデヒド仕様 【パイル】
OTB-BR
ブラウン AM 000070 00 【61204】
5

タンスのゲン 高反発 ソファーマットレス シング
アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン
ル 幅97cm 厚み10cm 4WAY マットレス ソ
グル 収納 14段階リクライニング ブラウン
ファーベッド 低ホルムアルデヒド仕様 【パイル】
OTB-BR
ブラウン AM 000070 00 【61204】

B07SG3FTBY

B018QMXBL8

B018QMXBL8

B07SG3FTBY

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

タンスのゲン

タンスのゲン

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

☆ 3.7 (379)

☆ 3.8 (371)

☆ 3.9 (382)

☆ 3.8 (404)

¥9,204〜¥46,970

¥6,999〜¥20,800

¥6,999〜¥20,800

¥10,829〜¥46,970

アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン アイリスオーヤマ ベッド 折りたたみベッド シン モダンデコ 2人掛け リクライニング ソファ ソ
DORIS ソファーベッド ソファベッド ソファー 3人
グル 収納 14段階リクライニング ブラウン
グル 収納 14段階リクライニング ブラウン
ファーベッド 大容量 収納 オットマン付き
掛け 布製 幅165 グリーン シャンブル
OTB-BR
OTB-BR
【massimo】 (グレー×ナチュラル)
6

B01N5MFC72

B01M4KIF0D

B01M4KIF0D

DORIS

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

アイリスオーヤマ
(IRISOHYAMA)

モダンデコ

☆ 3.7 (99)

☆ 3.8 (383)

☆ 3.8 (395)

☆ 4.0 (31)

¥7,990

¥10,829〜¥46,970

¥10,829〜¥46,970

¥39,990

アイリスプラザ(IRIS PLAZA) ソファベッド コー
ヒーブラウン 120×63~180×9~60cm 2人掛け
3WAY LSB-002
7

オーエスジェイ(OSJ) ソファベッド 折りたたみ
3WAY ファブリック生地 カウチソファー 幅60 肘 LOWYA ソファ ソファベッド リビングソファ フロ
付き 一人掛け 二人掛け カウチ リクライニング アソファ 2人掛け レザー アイボリー
一人暮らし 組立品

B07C6YQ16F

DORIS ソファベッド 2人掛け 幅130 ローソファ
14段階リクライニング NEWブラック リーフ

B082FSHR76

B07QM6MSB7

B012N16FCU

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

オーエスジェイ(OSJ)

VEGACORPORATION

B008U0YAAI
DORIS

☆ 0.0 (0)

☆ 3.7 (26)

☆ 4.0 (51)

☆ 3.6 (170)

¥10,436〜¥12,352

¥13,613〜¥16,241

¥4,990〜¥19,990

¥11,990

オーエスジェイ(OSJ) ソファベッド 折りたたみ
生活雑貨 ソファーベッド ソファー 脚を伸ばして
生活雑貨 ソファーベッド ソファー 脚を伸ばして
LOWYA ソファ ソファベッド リビングソファ 二人
3WAY ファブリック生地 カウチソファー 幅60 肘
ゆったり寝れるソファーベッド 3つ折りコンパクト
ゆったり寝れるソファーベッド 3つ折りコンパクト
掛け ソファセット sofa グリーン
付き 一人掛け 二人掛け カウチ リクライニング
タイプ (1P, グリーン)
タイプ (1P, グリーン)
一人暮らし 組立品
8

B00JO5Z5TS

B07DD7SHND

B07QM6MSB7

VEGACORPORATION

生活雑貨

オーエスジェイ(OSJ)

生活雑貨

☆ 3.8 (115)

☆ 4.0 (57)

☆ 3.8 (29)

☆ 4.0 (60)

¥15,990

¥16,290〜¥21,390

¥12,933〜¥16,241

¥16,290〜¥21,390

オーエスジェイ(OSJ) ソファベッド 折りたたみ
3WAY ファブリック生地 カウチソファー 幅60 肘 タマリビング ソファベッド エメラルドグリーン ミ
付き 一人掛け 二人掛け カウチ リクライニング ニ ビータIII 50000466
一人暮らし 組立品
9

山善 ソファベッド 幅84×奥行67-210×高さ
生活雑貨 ソファーベッド ソファー 脚を伸ばして
18-62.5cm ロー ワイド 3WAY(ソファ・カウチ・ご
ゆったり寝れるソファーベッド 3つ折りコンパクト
ろ寝) リクライニング 一人暮らし 完成品 グレー
タイプ (1P, グリーン)
ジュ IGS-84(GRG)

B07R4RRM2R

B07G39BJWH

B07DD7SHND

B01N7QBP6O

オーエスジェイ(OSJ)

タマリビング(Tamaliving)

生活雑貨

山善(YAMAZEN)

☆ 3.8 (23)

☆ 3.8 (15)

☆ 4.0 (58)

☆ 3.7 (122)

¥12,660〜¥15,104

¥17,700〜¥19,800

¥16,290〜¥21,390

¥6,406〜¥9,675

LOWYA ソファ ソファベッド リビングソファ フロ
アソファ 2人掛け レザー アイボリー

10

B075ZS4VVZ

山善 ソファベッド 幅84×奥行67-210×高さ
18-62.5cm ロー ワイド 3WAY(ソファ・カウチ・ご DORIS ソファーベッド ソファベッド ソファー 3人 LOWYA ソファ ソファベッド リビングソファ フロ
ろ寝) リクライニング 一人暮らし 完成品 グレー 掛け 布製 幅165 グリーン シャンブル
アソファ 2人掛け レザー アイボリー
ジュ IGS-84(GRG)

B00JO5ZARA

B01N1Z7Z4K

B07M957N1D

B00JO5ZARA

VEGACORPORATION

山善(YAMAZEN)

DORIS

VEGACORPORATION

☆ 4.0 (60)

☆ 3.6 (119)

☆ 3.7 (104)

☆ 4.0 (51)

¥4,990〜¥19,990

¥6,406〜¥9,675

¥7,990

¥4,990〜¥19,990

Amazon売れ筋ランキング(ラグ・カーペット)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
菌 防臭 １３５×１８５cm(約１．５畳) １０色選べ
LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm× LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm× LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm×
る 1年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
対応 北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラ
グ 絨毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)
1

B07YZ2S2SG

B07YZ2S2SG

B0744FBDJ9

LIFEJOY

LIFEJOY

LIFEJOY

B07H79F7S2
VKLiving

☆ 4.1 (581)

☆ 4.1 (621)

☆ 4.1 (667)

☆ 4.3 (357)

¥3,980〜¥10,980

¥3,980〜¥10,980

¥3,370〜¥10,980

¥2,080〜¥5,280

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付 円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付 菌 防臭 １３５×１８５cm(約１．５畳) １０色選べ
LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm×
オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
る 1年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
(R100cmスター・ネイビー)
(R100cmスター・ネイビー)
対応 北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラ
グ 絨毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)
2

B07RGVV71B

B07RGVV71B

B07H79F7S2

フリーライフ(Freelife)

フリーライフ(Freelife)

VKLiving

LIFEJOY

☆ 4.1 (1191)

☆ 4.1 (1219)

☆ 4.3 (345)

☆ 4.1 (713)

¥2,180〜¥4,980

¥2,080〜¥5,280

¥3,390〜¥10,980

¥1,853〜¥4,980
【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm
3

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
菌 防臭 135×185cm(約1.5畳) 10色選べる 1 円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付 円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付
年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット対応 オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラグ 絨 (R100cmスター・ネイビー)
(R100cmスター・ネイビー)
毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)

B082VW5ZTD

B081G93DLL

B07C3NWJ4T

B07C3NWJ4T

システムK

VKLiving

フリーライフ(Freelife)

フリーライフ(Freelife)

☆ 4.1 (1273)

☆ 4.3 (321)

☆ 4.1 (1253)

☆ 4.1 (1283)

¥2,290〜¥8,480

¥2,080〜¥5,280

¥2,180〜¥4,980

¥2,180〜¥4,980

【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
HINCES 【amazon.co.jp限定】ラグ 洗える オー 優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ルシーズン ホットカーペット対応 140X200cm 7 ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
色選べる アイボリー
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm
4

B082VW5ZTD

B07S679GMW

システムK

システムK

システムK

☆ 3.6 (281)

☆ 4.2 (1308)

☆ 4.2 (1344)

☆ 4.2 (1361)

¥2,284〜¥3,061

¥2,680〜¥8,480

¥2,680〜¥8,480

¥2,680〜¥8,480

Berukon ラグ 丸 洗えるラグマット 丸型 円形
グレー カーペット シャギーラグ 120*120cm マ
イクロファイバー 滑り止め 秋冬 床暖房対応
ホットカーペット グレーパープル
B07W4ND6TM

B07GKLB25J

Berukon

YJ.GWL

YJ.GWL

☆ 4.3 (303)

☆ 4.1 (116)

☆ 3.6 (316)

☆ 3.6 (330)

¥2,000〜¥15,945

¥2,100〜¥15,945

¥1,850〜¥3,980
YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン

B07GKLB25J

ラグ ラグマット カーペット 1.5畳 約 130×185
Berukon ラグ カーペット 洗える ラグマット 3色
cm やわらかなめらか感触のフランネルラグ ラ
選べる 絨毯 防ダニ 滑り止め付き60×200cm
グマット バリエ VARIE アイボリー 洗える ホット
四季通用 ふわふわ 折り畳み 長方形 センター
カーペット対応 こたつ敷き 無地 白 ホワイト モ
ラグ グレー
ノトーン

B07W4ND6TM

B07ZCSDQKB

B07W914254

B07HGX9N12

Berukon

YJ.GWL

Berukon

StorePocket

☆ 4.1 (108)

☆ 3.6 (299)

☆ 4.1 (121)

☆ 4.1 (257)

¥1,850〜¥3,980

¥2,000〜¥15,945

¥2,150〜¥3,980

¥1,990〜¥7,570

Berukon ラグ カーペット 洗える ラグマット 3色
HINCES 【amazon.co.jp限定】ラグ 洗える オー
選べる 絨毯 防ダニ 滑り止め付き60×200cm
ルシーズン ホットカーペット対応 140X200cm 7
四季通用 ふわふわ 折り畳み 長方形 センター
色選べる アイボリー
ラグ グレー

B07ZCSDQKB

B07YYWPDT9

B07RP7F33P

YJ.GWL

SANMU

ヒンセス(HINCES)

Berukon

☆ 3.6 (281)

☆ 3.5 (226)

☆ 3.6 (310)

☆ 4.0 (126)

¥2,000〜¥15,945
ラグ ラグマット カーペット 1.5畳 約 130×185
cm やわらかなめらか感触のフランネルラグ ラ
グマット バリエ VARIE アイボリー 洗える ホット
カーペット対応 こたつ敷き 無地 白 ホワイト モ
ノトーン

¥2,000〜¥4,100
ラグ ラグマット カーペット 1.5畳 約 130×185
cm やわらかなめらか感触のフランネルラグ ラ
グマット バリエ VARIE アイボリー 洗える ホット
カーペット対応 こたつ敷き 無地 白 ホワイト モ
ノトーン

¥2,508〜¥3,061
ラグマット ラグカーペット 滑り止め付 洗えるラ
グ 抗菌 ふわっと手触り優しいフランネルラグ
60x200cm 折り畳み 長方形 (カーキ,
60x200cm)

B07W914254

¥2,150〜¥3,980
ラグマット ラグカーペット 滑り止め付 洗えるラ
グ 抗菌 ふわっと手触り優しいフランネルラグ
60x200cm 折り畳み 長方形 (カーキ,
60x200cm)

B07H28DRB4

B07H28DRB4

B07ZW8YFC5

StorePocket

StorePocket

Oromany

Oromany

☆ 4.1 (195)

☆ 4.1 (218)

☆ 3.9 (79)

☆ 3.9 (87)

¥1,990〜¥6,434

¥1,990〜¥7,570

¥2,100〜¥4,280

¥2,100〜¥4,280

アイリスプラザ 洗えるラグ 防ダニ フランネル
ラグカーペット 130×185cm 心地良いさらフワ
触感 滑り止め付き ベージュ
9

YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン

VKLiving

SANMU ラグマット 80×160 カーペット みどり
YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
ラグ 楕円 緑カーペット じゅうたん カーペット
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
シャギーラグ 絨毯 マイクロファイバー 洗える
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
防ダニ 滑り止め付き ふわふわ ホットカーペッ
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン
ト 床暖房対応 グーリン

8

YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン

B07S679GMW

B081G93DLL

¥2,080〜¥5,280

7

【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm

B07T15MYHW

Berukon ラグ 丸 洗えるラグマット 丸型 円形
グレー カーペット シャギーラグ 120*120cm マ
イクロファイバー 滑り止め 秋冬 床暖房対応
ホットカーペット グレーパープル
6

【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm

ヒンセス(HINCES)

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
菌 防臭 135×185cm(約1.5畳) 10色選べる 1
年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット対応
北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラグ 絨
毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)
5

B0744FBDJ9

ラグマット ラグカーペット 滑り止め付 洗えるラ
グ 抗菌 ふわっと手触り優しいフランネルラグ
60x200cm 折り畳み 長方形 (カーキ,
60x200cm)

SANMU ラグマット 80×160 カーペット みどり
ラグ 楕円 緑カーペット じゅうたん カーペット
シャギーラグ 絨毯 マイクロファイバー 洗える
防ダニ 滑り止め付き ふわふわ ホットカーペッ
ト 床暖房対応 グーリン

B07ZW8YFC5

カーペット Onlygreen 洗えるラグ 北欧 長方形
ラグマット極厚毛足約4.0cm 絨毯 防ダニ 滑り
止め付 抗菌 防臭 ふわふわ 秋冬 冷房 床暖
房対応 80×160cm

B07P3K1TVQ

B07YRMKL8B

B07J4XMDL1

アイリスプラザ(IRISPLAZA)

Oromany

SANMU

B07XRH3VHX
Onlygreen

☆ 3.9 (407)

☆ 3.9 (70)

☆ 3.5 (237)

☆ 4.1 (64)

¥2,172〜¥11,478

¥2,100〜¥4,280

¥2,000〜¥4,100

¥2,480〜¥3,980

ラグ ラグマット カーペット 1.5畳 約 130×185
HINCES 【amazon.co.jp限定】ラグ 洗える オー cm やわらかなめらか感触のフランネルラグ ラ
サヤンサヤン エクセレントムーティーⅡ 洗える
洗える フランネル キッチンマット 約60×180cm
ルシーズン ホットカーペット対応 140X200cm 7 グマット バリエ VARIE アイボリー 洗える ホット
シャギー ラグ 円形 直径 95 マット グレージュ
スター柄 グレー A707-180KMAT-PSGY
色選べる アイボリー
カーペット対応 こたつ敷き 無地 白 ホワイト モ
ノトーン
10

B07DPCQN3J

B07T15MYHW

B07HGX9N12

B0765RR55T

サヤンサヤン

ヒンセス(HINCES)

StorePocket

布団と寝具専門店カラーズ

☆ 4.3 (603)

☆ 3.6 (297)

☆ 4.1 (237)

☆ 4.0 (299)

¥2,116〜¥9,990

¥2,414〜¥3,061

¥1,990〜¥7,570

¥1,780〜¥4,480

Amazon売れ筋ランキング(ラグ・カーペット・マット)
Rank

2020-01-05

2020-01-12

2020-01-19

2020-01-26

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
菌 防臭 １３５×１８５cm(約１．５畳) １０色選べ
LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm× LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm× LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm×
る 1年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
176cm コンパクト収納 グレー JCU101
対応 北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラ
グ 絨毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)
1

B07YZ2S2SG

B0744FBDJ9

B0744FBDJ9

LIFEJOY

LIFEJOY

LIFEJOY

VKLiving

☆ 4.1 (581)

☆ 4.1 (621)

☆ 4.1 (667)

☆ 4.3 (357)

¥3,980〜¥10,980

¥3,980〜¥10,980

¥3,370〜¥10,980

¥2,080〜¥5,280

円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付
サンコー ズレない チェアマット おくだけ吸着
オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
デスク 床保護マット 90×120cm クリーム
(R100cmスター・ネイビー)
2

B07RGVV71B

B07H7X66ZB

B0033W1SDU

サンコー(三つ葉)

アーランド

LIFEJOY

☆ 4.1 (1191)

☆ 4.2 (478)

☆ 4.5 (666)

☆ 4.1 (713)

¥1,853〜¥4,980

¥2,173〜¥10,980

¥1,080〜¥5,546

¥3,390〜¥10,980

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
菌 防臭 １３５×１８５cm(約１．５畳) １０色選べ 円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付
る 1年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
対応 北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラ (R100cmスター・ネイビー)
グ 絨毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)

B07C3NWJ4T

B07H79F7S2

B07C3NWJ4T

システムK

フリーライフ(Freelife)

VKLiving

フリーライフ(Freelife)

☆ 4.1 (1273)

☆ 4.1 (1219)

☆ 4.3 (345)

☆ 4.1 (1283)

¥2,290〜¥8,480

¥2,180〜¥4,980

¥2,080〜¥5,280

¥2,180〜¥4,980

お風呂のすべり止めゴムマット 49419

円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付
サンコー ズレない チェアマット おくだけ吸着
オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
デスク 床保護マット 90×120cm クリーム
(R100cmスター・ネイビー)

B07HG6JHNT

B0033W1SDU

B07C3NWJ4T

B07H7X66ZB

サンコー(三つ葉)

アーランド

フリーライフ(Freelife)

サンコー(三つ葉)

☆ 4.3 (460)

☆ 4.6 (654)

☆ 4.1 (1253)

☆ 4.2 (522)

¥2,173〜¥10,980

¥991〜¥5,546

¥2,180〜¥4,980

¥2,123〜¥10,980

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
HINCES 【amazon.co.jp限定】ラグ 洗える オー 菌 防臭 135×185cm(約1.5畳) 10色選べる 1
サンコー ズレない チェアマット おくだけ吸着
ルシーズン ホットカーペット対応 140X200cm 7 年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット対応
デスク 床保護マット 90×120cm クリーム
色選べる アイボリー
北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラグ 絨
毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)
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B07T15MYHW

B07H79F7S2

B07H7X66ZB

VKLiving

サンコー(三つ葉)

アーランド

☆ 3.6 (281)

☆ 4.3 (321)

☆ 4.2 (502)

☆ 4.5 (685)

お風呂のすべり止めゴムマット 49419

¥2,080〜¥5,280
【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm
B07S679GMW

B07S679GMW

システムK

システムK

システムK

☆ 4.6 (641)

☆ 4.2 (1308)

☆ 4.2 (1344)

☆ 4.2 (1361)

¥1,120〜¥5,546

¥2,680〜¥8,480

¥2,680〜¥8,480

¥2,680〜¥8,480

サンコー ズレない 安心 滑り止めテープ カー
ペット マット 用 4枚入 おくだけ吸着 日本製
KD-31

サンコー ズレない 安心 滑り止めテープ カー
ペット マット 用 4枚入 おくだけ吸着 日本製
KD-31

B07QW6KPFC

B0083ET0RY

B0083ET0RY

B0083ET0RY

サンコー(三つ葉)

サンコー(三つ葉)

サンコー(三つ葉)

☆ 4.0 (425)

☆ 4.1 (244)

☆ 4.1 (248)

☆ 4.0 (257)

¥683〜¥19,154

¥246〜¥3,980

¥246〜¥3,980

¥246〜¥3,980

YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン

YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン

B081G93DLL

B07QKB97B2

B07GKLB25J

VKLiving

サンコー(三つ葉)

YJ.GWL

YJ.GWL

☆ 4.3 (303)

☆ 4.0 (437)

☆ 3.6 (316)

☆ 3.6 (330)

¥2,080〜¥5,280

¥683〜¥19,154

¥2,000〜¥15,945

¥2,100〜¥15,945

B07GKLB25J

Berukon ラグ 丸 洗えるラグマット 丸型 円形
サンコー ズレない 安心 滑り止めテープ カー
グレー カーペット シャギーラグ 120*120cm マ レック ぴたQ 吸着 タイルマット 30×30cm 9枚
ペット マット 用 4cm×10m おくだけ吸着 日本
イクロファイバー 滑り止め 秋冬 床暖房対応
入 グリーン (タイルカーペット) O-686
製 KJ-77
ホットカーペット グレーパープル

B01MRKMRQY

B07WBZHXMR

B00DVY5W3M

B017X10JRM

サンコー(三つ葉)

Berukon

レック(LEC)

サンコー(三つ葉)

☆ 4.1 (240)

☆ 4.1 (116)

☆ 3.9 (297)

☆ 4.2 (480)

¥246〜¥3,990

¥1,850〜¥3,980

¥702〜¥35,000

¥300〜¥10,000

YJ.GWL ラグマット 楕円 80×160 ラグマット 丸
キッチンマット 玄関マット 洗える 滑り止め付
サンコー ズレない 安心 滑り止めテープ カー
ラグ カーペット 洗える 防ダニ 滑り止め付 丸
西海岸 マイクロファイバー 滑り止め (無地・グ
ペット マット 用 4cm×10m おくだけ吸着 日本
円形 オーバル ホットカーペット 抗菌 防臭 北
リーン, 50*80cm)
製 KJ-77
欧 冬用 夏用 床暖房 グリーン
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B07S679GMW

サンコー(三つ葉)

サンコー ズレない 安心 滑り止めテープ カー
ペット マット 用 4枚入 おくだけ吸着 日本製
KD-31
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¥1,080〜¥5,546
【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm

アーランド

カーペット ラグ 洗える 滑り止め付 防ダニ 抗
菌 防臭 135×185cm(約1.5畳) 10色選べる 1 サンコー ずれない タイルマット フラットタイプ
年中使えるタイプ 床暖房 ホットカーペット対応 ジョイント 洗える 撥水 消臭 おくだけ吸着 日本
北欧 ふわっと手触り 優しいフランネルラグ 絨 製 25×25cm 20枚入 ブラウン KK-28
毯 トライアングル柄・グレー (VKLiving)
8

¥2,173〜¥10,980
【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
グリーン 1：130×185cm

B0033W1SDU

B01MR6JGUT

サンコー ずれない タイルマット フラットタイプ サンコー ズレない 安心 滑り止めテープ カー
ジョイント 洗える 撥水 消臭 おくだけ吸着 日本 ペット マット 用 4枚入 おくだけ吸着 日本製
製 25×25cm 20枚入 ブラウン KK-28
KD-31
7

お風呂のすべり止めゴムマット 49419

ヒンセス(HINCES)

¥2,284〜¥3,061

6

B0744FBDJ9

B082VW5ZTD

サンコー ズレない チェアマット おくだけ吸着
デスク 床保護マット 90×120cm クリーム

4

LIFEJOY 日本製 ホットカーペット 1畳 88cm×
176cm コンパクト収納 グレー JCU101

フリーライフ(Freelife)

【防ダニ 抗菌 防臭】洗えるラグ ふわっと手触り
優しいフランネルラグ 130×185cm(約1.5畳) 低 円形 洗えるラグ 直径100cm 丸型 滑り止め付
ホルムアルデヒド仕様 1年中使えるタイプ 床暖 オールシーズン オールシーズン使用 サイズ
房 ホットカーペット対応 ラグマット カーペット
(R100cmスター・ネイビー)
グリーン 1：130×185cm
3

お風呂のすべり止めゴムマット 49419

B07H79F7S2

レック ぴたQ 吸着 タイルマット 30×30cm 9枚
入 グリーン (タイルカーペット) O-686

B0796RYVLL

B07GKLB25J

B017X10JRM

フリーライフ

YJ.GWL

サンコー(三つ葉)

B00DVY5W3M
レック(LEC)

☆ 3.8 (152)

☆ 3.6 (299)

☆ 4.2 (473)

☆ 3.8 (304)

¥1,243〜¥1,915

¥2,000〜¥15,945

¥300〜¥10,000

¥702〜¥35,000

