
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

防水シリーズ
商品一覧



商品名　防水ボックスシーツ　※サイド（マチ部）は防水加工は施されておりません。

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　　　　　  6,028円（税込）
　　　　ダブル　　　　　          6,578円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　 　  7,678円（税込）
　　　　クイーン　　　　　       8,778円（税込）
　　　　ワイドクイーン　　        9,878円（税込）
　　　　キング　　　　　        10,978円（税込）

表地　　　パイル部分　綿100％
裏地　　　ポリウレタン　100％
マチ部分　ポリエステル65％ 綿35％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

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　　　          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
　　　　ワイドクイーン      　 180×200×30cm
　　　　キング　　　　　     200×200×30cm

商品名　防水ボックスシーツ【全面タイプ】(おねしょボックスシーツ)

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　　　　　  9,108円（税込）
　　　　ダブル　　　　　          9,878円（税込）
　　　　ワイドダブル　　　     10,428円（税込）
　　　　クイーン　　　　         10,978円（税込）
　　　　ワイドクイーン　　      12,078円（税込）
　　　　キング　　　                 13,178円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　クリーム（イエロー系）

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
　　　　ワイドクイーン      　 180×200×30cm
　　　　キング　　　　　     200×200×30cm



商品名　ベッド用 防水シーツ（フリーサイズ）（おねしょ・介護用シーツ）

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
　　　　S～Dサイズ 　　　　    7,678円（税込）
　　　　D～Qサイズ 　　　　   9,878円（税込）
　　　　D～Kサイズ 　　　      10,978円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　S～Dサイズ　　　　　200×200cm
　            D～Qサイズ　　　        200×240cm
　            D～Kサイズ　　　　　200×280cm

商品名　防水ベッドカバー【ペットによるおしっこ対策に最適】

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
　　　　S～Dサイズ 　　　　    7,678円（税込）
　　　　D～Qサイズ 　　　　   9,878円（税込）
　　　　D～Kサイズ 　　　      10,978円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　S～Dサイズ　　　　　200×200cm
　            D～Qサイズ　　　        200×240cm
　            D～Kサイズ　　　　　200×280cm



商品名　防水ソファカバー【ペットによるおしっこ対策に最適】

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
　　　　正方形　　　 　　　　  7,678円（税込）
　　　　長方形　　　 　　　　  9,878円（税込）
　　　　大判長方形　 　　　　10,978円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　正方形　　　　　　　　200×200cm
　　        長方形　　　　　　　　200×240cm
　　        大判長方形　　　　　　200×280cm

商品名　防水マルチカバー【ペットによるおしっこ対策に最適】

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
　　　　S～Dサイズ 　　　　    7,678円（税込）
　　　　D～Qサイズ 　　　　   9,878円（税込）
　　　　D～Kサイズ 　　　      10,978円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　S～Dサイズ　　　　　200×200cm
　            D～Qサイズ　　　        200×240cm
　            D～Kサイズ　　　　　200×280cm



商品名　タオル地 防水シーツ（おねしょ・介護用シーツ）

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
　　　　100×70cm （ゴム無）　　3,218円（税込）
　　　　100×140cm （ゴム無） 　4,298円（税込）
　　　　シングル（ゴム付） 　　　　5,378円（税込）
　　　　ダブル（ゴム付） 　　　　　6,458円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン
　　　　※サイズにより色展開が異なります。

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　100×70cm （ゴム無）
　　　　100×140cm （ゴム無）
　　　　シングル（ゴム付）　100cm×205cm
　　　　ダブル（ゴム付）　　140cm×205cm

商品名　防水 掛け布団カバー【ペットによるおしっこ対策に最適】

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）
　　　　ダブル　　　　　　　  9,878円（税込）

表側　毛羽部 綿100％、裏地 ポリウレタン100％
裏側　ポリエステル65％、綿35％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

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　　　　　　　150×210cm
　　　　ダブル　　　　　　　　190×210cm



商品名　防水こたつ上掛けカバー

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
　　　　正方形　　　 　　　　  7,678円（税込）
　　　　長方形　　　 　　　　  9,878円（税込）
　　　　大判長方形　 　　　　10,978円（税込）

表地　パイル部分　綿100％
裏地　ポリウレタン　100％

カラー　ブルー、クリーム（イエロー系）、ブラウン

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造です。

サイズ　正方形　　　　　　　　200×200cm
　　　　長方形　　　　　　　　200×240cm
　　　　大判長方形　　　　　　200×280cm

商品名　綿マイヤータオル地 抗菌防臭 防水枕カバー

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
　　　　26×35cm　　　　　2,178円（税込）
　　　　35×50cm　　　　　2,728円（税込）
　　　　43×63cm　　　　　3,278円（税込）

表地　パイル部　綿100％
　　　基布部　綿70％、ポリエステル30％
裏側　ポリウレタンフィルム使用（ポリウレタン100％）

カラー　ブルー、ブラウン、イエロー

原産国　中国製
　　　　※日本自社企画、中国製造

サイズ　26×35cm（アイス枕用）
　　　　35×50cm
　　　　43×63cm


