
価格改定リスト（2022.12.16～）

Item Category 商品コード 品名 本体価格 税込価格 新本体価格 新税込価格

Mattress ZJ-GTFM-6S GreenTea 低反発 マットレス 15cm シングル ¥9,082 ¥9,990 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-GTFM-6SD GreenTea 低反発 マットレス 15cm セミダブル ¥12,264 ¥13,490 ¥13,173 ¥14,490

ZJ-GTFM-6D GreenTea 低反発 マットレス 15cm ダブル ¥14,991 ¥16,490 ¥15,900 ¥17,490

ZJ-DST-6S Classic ハイブリッドマットレス（ポケットコイル） 15cm シングル ¥6,358 ¥6,993 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-DST-6SD Classic ハイブリッドマットレス（ポケットコイル） 15cm セミダブル ¥8,903 ¥9,793 ¥12,264 ¥13,490

ZJ-DST-6D Classic ハイブリッドマットレス（ポケットコイル） 15cm ダブル ¥10,812 ¥11,893 ¥14,264 ¥15,690

ZJ-GTFM-8S GreenTea 低反発 マットレス シングル 20cm ¥14,728 ¥16,200 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-GTFM-8SD GreenTea 低反発 マットレス セミダブル 20cm ¥18,182 ¥20,000 ¥19,991 ¥21,990

ZJ-GTFM-8D GreenTea 低反発 マットレス ダブル 20cm ¥22,728 ¥25,000 ¥24,537 ¥26,990

ZJ-PPSM-8S Extra Firm ポケットコイル+高反発フォーム マットレス シングル 厚さ20cm ¥16,364 ¥18,000 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-PPSM-8SD Extra Firm ポケットコイル+高反発フォーム マットレス セミダブル 厚さ20cm ¥20,000 ¥22,000 ¥21,810 ¥23,990

ZJ-PPSM-8D Extra Firm ポケットコイル+高反発フォーム マットレス ダブル 厚さ20cm ¥24,546 ¥27,000 ¥26,355 ¥28,990

ZJ-BNSMN-6S Tight Top 高耐久 ボンネルコイルマットレス 15cm ¥6,358 ¥6,993 ¥7,264 ¥7,990

ZJ-BNSMN-6SD Tight Top 高耐久 ボンネルコイルマットレス 15cm ¥8,903 ¥9,793 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-BNSMN-6D Tight Top 高耐久 ボンネルコイルマットレス 15cm ¥10,812 ¥11,893 ¥11,810 ¥12,990

ZJ-TMTTR1-03S 高反発マットレス 三つ折り 9cm シングル ¥4,500 ¥4,950 ¥7,264 ¥7,990

ZJ-TMTTR1-03SD 高反発マットレス 三つ折り 9cm セミダブル ¥5,500 ¥6,050 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-MFMBHD-05S Cooling Essential マットレス 12.5cm シングル ¥15,273 ¥16,800 ¥15,446 ¥16,990

ZJ-MFMBHD-05SD Cooling Essential マットレス 12.5cm セミダブル ¥18,000 ¥19,800 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-MFMBHD-05D Cooling Essential マットレス 12.5cm ダブル ¥20,728 ¥22,800 ¥20,900 ¥22,990

ZJ-TPMG-02S GreenTea 低反発 マットレストッパー 5cm シングル ¥8,182 ¥9,000 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-TPMG-02SD GreenTea 低反発 マットレストッパー 5cm セミダブル ¥10,910 ¥12,000 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-TPMG-02D GreenTea 低反発 マットレストッパー 5cm ダブル ¥13,637 ¥15,000 ¥15,446 ¥16,990

Bed ZJ-SBBK-14S SmartBase ベッドフレーム 36cm ブラック シングル ¥7,266 ¥7,992 ¥8,173 ¥8,990

ZJ-SBBK-14SD SmartBase ベッドフレーム 36cm ブラック セミダブル ¥9,196 ¥10,115 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-SBBK-14D SmartBase ベッドフレーム 36cm ブラック ダブル ¥10,691 ¥11,760 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-SBBKW-14S SmartBase ベッドフレーム ホワイト シングル ¥7,266 ¥7,992 ¥8,173 ¥8,990

ZJ-SBBKW-14SD SmartBase ベッドフレーム ホワイト セミダブル ¥9,196 ¥10,115 ¥9,991 ¥10,990

ZJ-SBBKW-14D SmartBase ベッドフレーム ホワイト ダブル ¥10,691 ¥11,760 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-ASMPH-15S Mia スチールベッドフレーム ヘッドボード付 ブラック シングル 36cm ¥12,637 ¥13,900 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-ASMPH-15SD Mia スチールベッドフレーム ヘッドボード付 ブラック セミダブル ¥14,455 ¥15,900 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-ASMPH-15D Mia スチールベッドフレーム ヘッドボード付 ブラック ダブル ¥17,182 ¥18,900 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-ASMPHW-15S Mia スチールベッドフレーム ヘッドボード付 ホワイト シングル 36cm ¥12,637 ¥13,900 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-ASMPHW-15SD Mia スチールベッドフレーム ヘッドボード付 ホワイト セミダブル ¥14,455 ¥15,900 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-ASMPHW-15D Mia スチールベッドフレーム ヘッドボード付 ホワイト ダブル ¥17,182 ¥18,900 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-ASMP-10S Arnav スチールベッドフレーム 25cm ブラック シングル ¥9,082 ¥9,990 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-ASMP-10SD Arnav スチールベッドフレーム 25cm ブラック セミダブル ¥11,355 ¥12,490 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-ASMP-10D Arnav スチールベッドフレーム 25cm ブラック ダブル ¥14,455 ¥15,900 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-ASMPW-10S Arnav スチールベッドフレーム 25cm ホワイト シングル ¥9,082 ¥9,990 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-ASMPW-10SD Arnav スチールベッドフレーム 25cm ホワイト セミダブル ¥11,355 ¥12,490 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-ASMPW-10D Arnav スチールベッドフレーム 25cm ホワイト ダブル ¥14,455 ¥15,900 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-MBBF-6S Joseph スチールベッドフレーム 15cm ブラック シングル ¥10,819 ¥11,900 ¥10,900 ¥11,990

ZJ-MBBF-6SD Joseph スチールベッドフレーム 15cm ブラック セミダブル ¥12,637 ¥13,900 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-MBBFW-6S Joseph スチールベッドフレーム 15cm ホワイト シングル ¥10,819 ¥11,900 ¥10,900 ¥11,990

ZJ-MBBFW-6SD Joseph スチールベッドフレーム 15cm ホワイト セミダブル ¥12,637 ¥13,900 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-MBBF-10S Joseph スチールベッドフレーム 25cm ブラック シングル ¥12,637 ¥13,900 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-MBBF-10SD Joseph スチールベッドフレーム 25cm ブラック セミダブル ¥14,455 ¥15,900 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-MBBF-10D Joseph スチールベッドフレーム 25cm ブラック ダブル ¥16,273 ¥17,900 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-MBBFW-10S Joseph スチールベッドフレーム 25cm ホワイト シングル ¥12,637 ¥13,900 ¥12,719 ¥13,990

ZJ-MBBFW-10SD Joseph スチールベッドフレーム 25cm ホワイト セミダブル ¥14,455 ¥15,900 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-MBBFW-10D Joseph スチールベッドフレーム 25cm ホワイト ダブル ¥16,273 ¥17,900 ¥16,355 ¥17,990

ZJ-EFPB-GR-S Essential すのこ ベット フレーム シングル 34cm 布張り メタル脚付き ¥14,455 ¥15,900 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-EFPB-GR-SD Essential すのこ ベット フレーム セミダブル 34cm 布張り メタル脚付き ¥15,364 ¥16,900 ¥17,264 ¥18,990

ZJ-EFPB-GR-D Essential すのこ ベッド フレーム ダブル 高さ34cm 布張り メタル脚付き ¥16,273 ¥17,900 ¥19,991 ¥21,990

ZJ-EFPB-LG-S Essential すのこ ベット フレーム シングル 34cm 布張り メタル脚付き ¥14,455 ¥15,900 ¥14,537 ¥15,990

ZJ-EFPB-LG-SD Essential すのこ ベット フレーム セミダブル 34cm 布張り メタル脚付き ¥15,364 ¥16,900 ¥17,264 ¥18,990

ZJ-EFPB-LG-D Essential すのこ ベッド フレーム ダブル 高さ34cm 布張り メタル脚付き ¥16,273 ¥17,900 ¥19,991 ¥21,990

ZJ-MPSC-14S Yelena ベッドフレーム 36cm ブラック シングル ¥7,264 ¥7,990 ¥7,719 ¥8,490

ZJ-MPSC-14SD Yelena ベッドフレーム 36cm ブラック セミダブル ¥9,082 ¥9,990 ¥9,537 ¥10,490

ZJ-MPSC-14D Yelena ベッドフレーム 36cm ブラック ダブル ¥10,446 ¥11,490 ¥12,264 ¥13,490

ZJ-HBPBA-14S Sonoma スチール&ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ナチュラル シングル ¥16,273 ¥17,900 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-HBPBA-14SD Sonoma スチール&ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ナチュラル セミダブル ¥19,910 ¥21,900 ¥21,810 ¥23,990

ZJ-HBPBA-14D Sonoma スチール&ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ナチュラル ダブル ¥23,546 ¥25,900 ¥25,446 ¥27,990

ZJ-HBPBB-14S Tuscan スチール&ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ナチュラル シングル ¥16,273 ¥17,900 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-HBPBB-14SD Tuscan スチール&ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ナチュラル セミダブル ¥19,910 ¥21,900 ¥21,810 ¥23,990

ZJ-HBPBB-14D Tuscan スチール&ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ナチュラル ダブル ¥23,546 ¥25,900 ¥25,446 ¥27,990



ZJ-SAFE-12S Santa Fe Hybrid スチール＆ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ダークブラウン シングル ¥15,364 ¥16,900 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-SAFE-12SD Santa Fe Hybrid  スチール＆ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ダークブラウン セミダブル ¥19,910 ¥21,900 ¥21,810 ¥23,990

ZJ-SAFE-12D Santa Fe Hybrid  スチール＆ウッド ベッドフレーム ヘッドボード付 ダークブラウン ダブル ¥24,455 ¥26,900 ¥25,446 ¥27,990

ZJ-FPPVGR-12S Maddon 布張りベッドフレーム ショートヘッドボード付 ダークグレー シングル ¥14,455 ¥15,900 ¥17,264 ¥18,990

ZJ-FPPVGR-12SD Maddon 布張りベッドフレーム ショートヘッドボード付 ダークグレー セミダブル ¥19,000 ¥20,900 ¥19,991 ¥21,990

ZJ-FPPVGR-12D Maddon 布張りベッドフレーム ショートヘッドボード付 ダークグレー ダブル ¥21,728 ¥23,900 ¥22,719 ¥24,990

ZJ-STPB-S Wanda 布張りベッドフレーム ヘッドボード付 オットマン収納付 ダークグレー シングル ¥31,637 ¥34,800 ¥50,000 ¥55,000

ZJ-STPB-SD Wanda 布張りベッドフレーム ヘッドボード付 オットマン収納付 ダークグレー セミダブル ¥37,091 ¥40,800 ¥55,000 ¥60,500

ZJ-STPB-D Wanda 布張りベッドフレーム ヘッドボード付 オットマン収納付 ダークグレー ダブル ¥42,546 ¥46,800 ¥60,000 ¥66,000

ZJ-FSPBO-S Lottie 布張りベッドフレーム ショートヘッドボード付 ダークグレー シングル ¥15,364 ¥16,900 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-FSPBO-SD Lottie 布張りベッドフレーム ショートヘッドボード付 ダークグレー セミダブル ¥19,000 ¥20,900 ¥21,810 ¥23,990

ZJ-FSPBO-D Lottie 布張りベッドフレーム ショートヘッドボード付 ダークグレー ダブル ¥22,637 ¥24,900 ¥25,446 ¥27,990

ZJ-IRPF-6S Suzanne すのこ ベッドフレーム ヘッドなし シングル ¥13,455 ¥14,800 ¥15,446 ¥16,990

ZJ-IRPF-6SD Suzanne すのこ ベッドフレーム ヘッドなし セミダブル ¥18,000 ¥19,800 ¥18,173 ¥19,990

ZJ-SGB-S Roll Away 折りたたみベッド+低反発マットレスセット シングル ¥18,091 ¥19,900 ¥22,719 ¥24,990

Table ZJ-ET-2020Q Modern Studio Collection ナイトテーブル ブラウン ¥4,355 ¥4,790 ¥4,991 ¥5,490

ZJ-ET-2020QB Modern Studio Collection ナイトテーブル エスプレッソ ¥4,355 ¥4,790 ¥4,991 ¥5,490

Chair ZJ-USCGCO Zero Gravity くつろぎチェア オートミール ¥18,182 ¥20,000 ¥25,000 ¥27,500

ZJ-USCGCG Zero Gravity くつろぎチェア グレー ¥18,182 ¥20,000 ¥25,000 ¥27,500

ZJ-USCGCD Zero Gravity くつろぎチェア ダークグレー ¥18,182 ¥20,000 ¥25,000 ¥27,500

Pillow ZJ-PICT-01 Small Contour ピロー ¥2,700 ¥2,970 ¥2,900 ¥3,190

ZJ-PIDU-01 Dual ピロー ¥2,700 ¥2,970 ¥2,900 ¥3,190

ZJ-EPIWD-01 Wedge ピロー ¥6,000 ¥6,600 ¥6,900 ¥7,590

ZJ-PPAAT4-05S Gel ピロー ¥4,528 ¥4,980 ¥4,900 ¥5,390

ZJ-PMPMP4-06S Travel ピロー ¥4,528 ¥4,980 ¥4,900 ¥5,390


