【家具・寝具】Ｈ－１
【商品名】

ｆｅｅｇｏ ｍｅｓｈ（メッシュチェア）
【仕様説明】
軽快に進化した、先進のエルゴノミクスとメッシュ素材のチェア
定価 84,700 円～169,800 円（税抜）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●徹底した分別設計
将来的な素材の有効利用を考え、それぞれの素材に材質表示を実施。また、単一素材への分解が可能な徹底した
分別設計を行っています。

【取扱店・購入方法】

【情報元】

有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030
彦根市銀座町 6-13

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776

FAX：0749-22-5776

【家具・寝具】Ｈ－２
【商品名】

Ｃｏｎｔｅｓｓａ（メッシュチェア）
【仕様説明】
イタリアのインダストリアルデザインの名門「ＧＩＵＧＩＡＲＯ Ｄ
ＥＳＩＧＮ」とのコラボレーションにより生まれた革新的メッシュチェ
ア「コンテッサ」、快適な座り心地とシンクロリクライニング機構に加
え座ったままの自然な姿勢で、イスの調整が簡単に行える機構が特徴。
定価 152,500 円～345,400 円（税抜）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
●地球環境保全のため、環境負担の少ない材料を採用し、単一素材への分別設計を行っています。さらに主要樹
脂部品に材質表示を行い、リサイクルや分別廃棄に配慮しています。
●米国環境基準のグリーンカード認定取得
【取扱店・購入方法】
有限会社 正木屋商店
TEL：0749-22-0030
彦根市銀座町 6-13

【情報元】

FAX：0749-22-5776

団体名：有限会社 正木屋商店
担当者：正村 公一
TEL：0749-22-0030 FAX：0749-22-5776
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【家具・寝具】Ｈ－３
【商品名】

快眠マットレス

ステラフィット

【仕様説明】
寝心地の良さと清潔さを追求した「ステラフィット」
体圧を分散し、寝返りがしやすいマットレス
優れた通気性と体圧分散性の高い「クッション 3 層構造」
希望小売価格 65,000 円（税抜き）
発売元 パナソニック エイジフリーライフテック株式会社
【他製品と比べて「環境性能が優れている点】
洗えるタイプのウレタンを使用しているので、ブレスエアーとの組み合わせることで、短時間での
洗濯.乾燥が可能。繰り返し清潔に使用することができます。
材質 カバー
【側地】
：ポリエステル 100%
クッション【詰物】：1 層目／2 層目（端座位部）／3 層目：ウレタン 75％
2 層目（中央部）
：指定外繊維（ブレスエアー）25％
【取扱店・購入方法】
福祉用具レンタル・福祉用具販売・住宅改修・リフォ
ーム・宅配弁当事業・アレルノン食品事業
株式会社 ヤサカ
滋賀県高島市今津町今津 1970-1
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
URL：http://www.daisuki-kaigo.com/

【情報元】
団体名：株式会社 ヤサカ
担当者：総務部総務課 山田 英典」
TEL：0740-22-2751
FAX：0740-22-1564
E-mail： h_yamada@daisuki-kaigo.com

【家具・寝具】Ｈ－４
【商品名】

濱まゆ真綿掛ふとん
濱まゆ真綿掛ふとんゴールド
【仕様説明】
サイズ 150×210cm（他のサイズも可）
側は絹 100％ 濱ちりめん
中わたは 純国産生まゆ近江真綿（ゴールドは黄金真綿）
中わた 1.0kg
価格 200,000 円 ゴールドは 280,000 円（税別）
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
シルクロードともいわれる湖北地方は古来より養蚕が盛んですぐれた絹の製品を算出してきました
その最高級品である濱ちりめんの側生地を使い、純国産の生まゆを使った近江真綿を組み合わせた最高級の真綿
ふとんです。
長く使え、仕立て直しも可能で、廃棄時にも生分解性に優れているので全て土に還ります。地産地消を目標に、
全てを地元近江で調達しているために輸送時の CO2 を軽減します。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可

団体名：株式会社 沢田商店
担当者：沢田 昌宏
TEL：0749-62-0057
FAX：0749-62-0094
E-mail：info@sleep-natura.jp
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【家具・寝具】Ｈ－５
【商品名】

丸洗い可能

近江ちぢみ本麻クール掛ふとん

【仕様説明】
サイズ 140×190cm（他のサイズも可）
生地
麻 100％ 滋賀県産 近江縮み
タイプ A
中わた 麻 100％ 滋賀県産 0.28kg
タイプ B
中わた 麻 100％ 滋賀県産 0.57kg

価格 29,000 円（税別）
価格 24,000 円（税別）

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
地元の近江の麻を使い、地元で加工した純滋賀県産の本麻ふとんです。従来の本麻ふとんと違い、多針キルトに
よって軽量で、家庭で丸洗いすることができます。
麻は熱伝導性が高いので、涼しく古来より使われてきました。地元産品を見直して企画製造したオリジナル本麻
ふとんは省エネを推進するだけでなく、全て地元素材・加工なので輸送などにかかる CO2 を削減します。
２種類あり、タイプ A は新開発の軽量ウォッシャブル麻わたを使用した最軽量のもの、タイプ B は通常の麻わた
を使用したもの（丸洗いは OK）です。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可

団体名：株式会社 沢田商店
担当者：沢田 昌宏
TEL：0749-62-0057
FAX：0749-62-0094
E-mail：info@sleep-natura.jp

【家具・寝具】Ｈ－６
【商品名】

丸洗い可能

近江ちぢみ本麻クール敷パッド

【仕様説明】
サイズ 105×210cm
生地
麻 100％ 滋賀県産
中わた 麻 100％ 滋賀県産
価格 21,000 円（税別）
その他に

表：近江ちぢみ
0.6kg

裏：平織り

リネン麻を使ったバージョンなどがあります

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
麻は熱伝導性が高いので、涼しく古来より使われてきました。特に近江ちぢみはその独特のしぼで涼しさは抜群
の素材といえます。その地元の近江ちぢみの麻生地を使い、地元で加工した純滋賀県産の本麻の敷パッドで、敷
ふとんやマットレスの上に敷いて使います。従来の本麻敷ふとんと違い、多針キルトによって軽量で、家庭で丸
洗いすることができます。
地元産品を見直して企画製造したオリジナル本麻ふとんは省エネを推進するだけでなく、全て地元素材・加工な
ので輸送などにかかる CO2 を削減します。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

眠りのプロショップ Sawada
店頭およびインターネットで可

団体名：株式会社 沢田商店
担当者：沢田 昌宏
TEL：0749-62-0057
FAX：0749-62-0094
E-mail：info@sleep-natura.jp
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【家具・寝具】Ｈ－７
【商品名】

組手什（くでじゅう）甲賀
【仕様説明】
サイズ
20 本

約 40×15×2000 の杉または桧材
１セット

10,000 円（税別）となります。

甲賀産の杉・桧で作製した簡単組立家具キット。伝統技術を使い作製さ
れた商品で誰でも簡単に家具作りが楽しめます。
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」
「組手」とは障子の桟の切り込みのこと。
「什」とは什器のことで身の回りの器具のこと。
組み立てることで丈夫な構造になります。用途はイス・テーブル・テレビ台・本棚・小物置き・洋服掛けなどア
イデアしだい。生活スタイルに合わせて何度も組み換えできるので破棄することなく使えます。
エコプロダクト東京では展示ブースを組手什甲賀で作製し、破棄することなく何度も利用されています。
【取扱店・購入方法】

【情報元】

ずっとわくわく暮らしたい

団体名：ベストハウスネクスト株式会社

ベストハウスネクスト株式会社

担当者：吉本

滋賀県栗東市小野 1007-3

TEL：077-552-6955

電話 077-552-6955

E-mail：yumeusa3@gmail.com

FAX077-552-6775

智
FAX：077-552-6775

URL : http://besthouse.cc

【家具・寝具】Ｈ－８
【商品名】

天然ゴム 100％マットレス

スーパーフレックス

【仕様説明】（価格等）
サイズ：一般シングルサイズからオーダーメイドまで広く対応
厚さ：一般 8.5 ㎝
カラー：青、グリーン、濃茶、赤
材質：クッション/ 天然ゴム 100％
表面/ ウィルシュータ入りラミネートフィルム加工
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
ゴムの木は樹液を作るために、杉の木の３倍の勢いで Co2 を吸収します。しかも生育において土壌を痩せさせ
ません。1999 ～ 2004 年の間にスーパーフレックスが削減した CO２は 2000 万 kg です（ISO14064-1 GhG 分
析に基づく計算）
。耐久性に優れ、製造から廃棄まで環境保護を考慮した天然製品です。
普段のお手入れや清拭に危険なアルコールを使う必要はありません。２４時間、抗菌と消臭効果で清潔を維持
できることが多くの医療機関ですでに証明されています。寝心地も開発当初より現在もトップクラスです。
【取扱店・購入方法】
【情報元】

㈱シガドライウィザースにお問い合わせください。

団体名：株式会社 シガドライウィザース
担当者：田中利奈
TEL： 0749-25-1393
FAX：0749-25-3214
E-mail：info@shigadry.com
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【家具・寝具】Ｈ－９
【商品名】

段ボール製

簡易ベッド「暖段はこベッド」

（備蓄用～外装段ボール箱入り）
【仕様説明】
形状：組み立て時 約 900×1950×350（高さ）㎜
物性：一般的な「普通の」段ボールです
強度：均等加圧の耐荷重＝約 9 トン
荷姿：備蓄用は段ボール箱１ケースに１セット入りです
収納箱（外箱）110×33×57 ㎝（高さ）
意匠登録：
この簡易ベッドの様式は意匠登録されています
【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】
・工具なしで組み立て可能
・体重 100kg の人が乗っても大丈夫
・振動、音を吸収します
・ミカン箱形式の段ボール箱なので収納箱の替わりに所持品を収納できます
・引っ越し箱に使え、処分するときに困らない
・2017 年 4 月 24 日現在、全国 233 県市町で防災協定が締結されています（災害時の調達に関わる協定）
【取扱店・購入方法】
【情報元】
ご購入、お見積りは下記までご連絡下さい。
◆新江州 株式会社 本社営業部
営業担当；営業グループ 礒谷友司
TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021

団体名：新江州 株式会社 本社営業部
担当者：営業グループ 礒谷友司
TEL：0749-72-8020
FAX：0749-72-8021
E-mail：isogai@shingoshu.ci.jp
URL：http://www.shingoshu.co.jp/
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