
自社企画製造販売　宮地商事グループ （3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事

防ダニ寝具シリーズ
商品一覧



商品名　防ダニ なかわた増量洗えるベッドパッド ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　10,978円（税込）
　　　　セミダブル　　　         　13,178円（税込）
　　　　ダブル　　　　　    　　15,378円（税込）
　　　　ワイドダブル　　 　　　16,478円（税込）
　　　　クイーン　　　　    　 　17,578円（税込）
　　　　ワイドクイーン　 　　 　18,678円（税込）
　　　　キング　　　　　　　　19,778円（税込）

表地・裏地　ポリエステル80％、綿20％(246本)
中わた　ポリエステル100%

カラー　ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　100×200cm
　　　　セミダブル　　　　　　120×200cm
　　　　ダブル　　　　　　　　140×200cm
　　　　ワイドダブル　　　　　 150×200cm
　　　　クイーン　　　　　　　160×200cm
　　　　ワイドクイーン　　　　 180×200cm
　　　　キング　　　　　　　　200×200cm

商品名　防ダニ ボックスシーツ（無地・チェック柄）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　     7,945円（税込）
　　　　セミダブル　　　　              8,963円（税込）
　　　　ダブル　　　　         　　　9,982円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　        　12,018円（税込）
　　　　クイーン　　　　                13,037円（税込）
　　　　キング　　　　　           　15,074円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　【無地】ベージュ、ブルー、ピンク
　　　　【チェック柄】ベージュ、ブルー

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　100×200×30cm
　　　　セミダブル　　　　120×200×30cm
　　　　ダブル　　　　　　140×200×30cm
　　　　ワイドダブル　　　 150×200×30cm
　　　　クイーン　　　　　160×200×30cm
　　　　キング　　　　　　200×200×30cm



商品名　防ダニ ボックスシーツ（無地）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　     7,945円（税込）
　　　　セミダブル　　　　              8,963円（税込）
　　　　ダブル　　　　         　　　9,982円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　        　12,018円（税込）
　　　　クイーン　　　　                13,037円（税込）
　　　　キング　　　　　           　15,074円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　100×200×30cm
　　　　セミダブル　　　　120×200×30cm
　　　　ダブル　　　　　　140×200×30cm
　　　　ワイドダブル　　　 150×200×30cm
　　　　クイーン　　　　　160×200×30cm
　　　　キング　　　　　　200×200×30cm

商品名　防ダニボックスシーツ（無地）ダニブロック【スーパーガードII】（マチタイプ40cm）

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　         8,963円（税込）
　　　　セミダブル　　　　　　     9,982円（税込）
　　　　ダブル　　　　                   12,018円（税込）
　　　　ワイドダブル　　                13,037円（税込）
　　　　クイーン　　　　　           15,074円（税込）
　　　　キング　　　　                   18,130円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　100×200×40cm
　　　　セミダブル　　　　120×200×40cm
　　　　ダブル　　　　　　140×200×40cm
　　　　ワイドダブル　　 　150×200×40cm
　　　　クイーン　　　　　160×200×40cm
　　　　キング　　　　　　200×200×40cm



商品名　防ダニ 掛け布団カバー（チェック柄）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　     10,063円（税込）
　　　　セミダブル　　　　　 　11,611円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　　13,037円（税込）
　　　　クイーン　　　　　　　 15,686円（税込）
　　　　キング　　　　　　         18,130円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　ブルー、ベージュ、ピンク

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　150×210cm
　　　　セミダブル　　　　　　170×210cm
　　　　ダブル　　　　　　　　190×210cm
　　　　クイーン　　　　　　　210×210cm
　　　　キング　　　　　　　　230×210cm

商品名　防ダニ 掛け布団カバー（無地）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　  10,063円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　      13,410円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　150×210cm
　　　　ダブル　　　　　　　　190×210cm



防ダニ敷き布団カバー（無地M）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　   8,963円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　　12,018円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　ブルー、ベージュ、ピンク

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　105×215cm
　　　　ダブル　　　　　　　　145×215cm

商品名　防ダニ敷き布団カバー（無地）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　   8,963円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　　12,018円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)

カラー　ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　105×215cm
　　　　ダブル　　　　　　　　145×215cm



商品名　防ダニ ダニブロック【スーパーガードII】抗菌防臭マイクロファイバーわた入りなかわた増量タイプ枕

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　43×63cm　　　　　8,127円（税込）

 側地　ポリエステル80％　綿20％
 詰めもの　ポリエステル100％
（抗菌防臭マイクロファイバーわた/0.9kg入り）

カラー　ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　43×63cm

商品名　防ダニ 枕カバー（チェック柄）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　43×63cm　　　　　3,036円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)g入り）

カラー　ブルー、ベージュ、ピンク

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　43×63cm



商品名　防ダニ 枕カバー（無地）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　43×63cm　　　　　3,036円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)g入り）

カラー　ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　43×63cm



商品名　防ダニ 花柄フリル付きベッド用 羽根布団ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　         13,037円（税込）
　　　　セミダブル 　　　　　    　14,667円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　　　16,093円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)
詰めもの　スモールフェザー90%　ダウン10％
　　　　　（総重量　1.2kg）

カラー　ピンクベージュ、グリーン

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　　120×200cm
　　        ダブル　　　　　　　　　140×200cm
　　        ダブル　　　　　　　　　160×200cm
　　        ※フリル長さ（各サイズ共通）           35cm

商品名　防ダニ 洗える羽根布団（花柄:フェザー100％）ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　　9,146円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　          12,202円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％(246本)
詰めもの　スモールフェザー100％
　　　　　（総重量　2.1kg）

カラー　ピンク、ブルー

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　　150×210cm
　　　　ダブル　　　　　　　　　190×210cm



商品名　防ダニ生地使用 洗える敷きパッド ダニブロック【スーパーガードll】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　         6,578円（税込）
　　　　セミダブル　　　　　　　     7,678円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　　　　8,778円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　　　          9,878円（税込）
　　　　クイーン　　　　　　　   　11,528円（税込）
　　　　キング　　　　　　　　       13,178円（税込）

表地　ポリエステル80％　綿20％(打ち込み246本)
詰めもの　ポリエステル100%
　　　　　S 500g / SD 600g / D 700g / WD 750g
　　　　    Q 800g / K 1000g
裏地　ポリエステル100％

カラー　ピンク、ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　　     100×205cm
　　        セミダブル　　　　　　　     120×205cm
　　        ダブル　　　　　　　             140×205cm
　　        ワイドダブル　　　    　　      150×205cm
　　        クイーン　　　　　                  160×205cm
　　        キング　　　　                      　200×205cm

商品名　防ダニ 洗える一体型ボックスシーツダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　       8,228円（税込）
　　　　セミダブル　　　　　　   　9,878円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　    　11,528円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　              12,628円（税込）
　　　　クイーン　　　　　　　     14,278円（税込）
　　　　キング　　　　　　　　　15,928円（税込）

表地　ポリエステル80％　綿20％(打ち込み246本)
詰めもの　ポリエステル100%
　　　　　S 500g / SD 600g / D 700g / WD 750g
　　　　    Q 800g / K 1000g
裏地　ポリエステル100％

カラー　ピンク、ブルー、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　   100×200×30cm
　　        セミダブル　　　　            120×200×30cm
　　        ダブル　　　　　　　       140×200×30cm
　　        ワイドダブル　　　    　　150×200×30cm
　　        クイーン　　　　　            160×200×30cm
　　        キング　　　　                    200×200×30cm

山路を登りながら



商品名　東洋紡 防ダニ アルファイン®　掛け布団カバー 敷布団カバー 枕カバー

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル（掛）　　　　　 　10,186円（税込）
　　　　シングル（敷）　　　　            9,146円（税込）
　　　　枕カバー　　　　　　　       4,054円（税込）

側地　ポリエステル80％　綿20％
　　　（東洋紡 アルファイン®）

カラー　ブルー、アイボリー

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル（掛）　　　　　　150×210cm
　　　　シングル（敷）　　　　　　105×215cm
　　　　枕カバー　　　　　　　 　　43×63cm



商品名　防ダニ ボックスシーツ 綿100％ ダニブロック【スーパーガードll】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　シングル　　　　　　　         5,478円（税込）
　　　　セミダブル　　　　　　　     6,578円（税込）
　　　　ダブル　　　　　　　　　　7,128円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　　　          8,228円（税込）
　　　　クイーン　　　　　　　   　  8,778円（税込）
　　　　キング　　　　　　　　      10,428円（税込）

側地　綿100％（打ち込み233本）

カラー　ベージュ、グリーン、ピンク

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　シングル　　　　　　　100×200×30cm
　　        セミダブル　　　　　　120×200×30cm
　　        ダブル　　　　　　　    140×200×30cm
　　        ワイドダブル　　　    　 150×200×30cm
　　        クイーン　　　　　         160×200×30cm
　　        キング　　　　                 200×200×30cm

商品名　防ダニ 掛け布団カバー 綿100％ ダニブロック【スーパーガードII】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　ダブル　　　　　　　    　8,228円（税込）

側地　綿100％（打ち込み233本）

カラー　ピンク、グリーン、ベージュ

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　ダブル　　　　　　　       190×210cm



商品名　防ダニ 敷布団カバー 綿100％ ダニブロック【スーパーガードll】

自社企画製造販売　宮地商事グループ（3社）
品質表示社名　株式会社宮地商事、宮地株式会社、有限会社 宮地商事
住所 埼玉県秩父市相生町15-16、埼玉県秩父市中宮地町29-18
商品の品質、単価、その他問い合わせ先　0494-24-6153

メーカー希望小売価格
　　　　ダブル　　　　　　　　　　7,128円（税込）

側地　綿100％（打ち込み233本）

カラー　ベージュ、グリーン、ピンク

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　ダブル　　　　　　　    　　145×215cm


