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受付時間 10:00～16:00（土日・祝祭日は除く）

商品の品質・使用方法に関するお問い合わせ

■ 商品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ■ 商品現物と印刷物では多少色が異なる場合があります。 ご了承ください。

開発・製造
株式会社 シーエンジ
販 売
株式会社 シーエンジ販売

カスタマーセンター 0120-065-350

取扱店

https://c-eng-sales.com

商品ラインナップ

https://c-eng-sales.com

シーエンジ独自の特許技術から生まれた素材（立体網状構造）を 3D ORIGINと
名付けました。 
3D ORIGIN は立体網状構造の起源であることを意味しています。
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シーエンジのコンセプトは、『自然との共生』です。未来の子供たちが、安心し
て暮らせる社会を残すことが、我々の使命だと考えています。
シーエンジの中材（立体網状構造体）は、すべて国内で製造されている安心・
安全な素材です。
独自の特許技術を基に生まれた素材を3D ORIGINと名付けました。
JIS基準試験や食品衛生法により素材の安全確認も行っており、人にやさし
く清潔に安心してお使いいただけます。
また、燃やしてもダイオキシン類が発生せず、マットレスの原料としてリサイク
ルが可能な環境にもやさしい素材です。
これからも我々は豊かな未来へのかけ橋となるように、独創的かつ安全で環
境に配慮した製品の開発を進めます。

シーエンジ ヒストリー

シーエンジの決意

シーエンジの立体網状構造体は、高速道路の分岐部や非常駐車帯に設置す
るための衝撃吸収材を日本道路公団（現 NEXCO）と共同で開発を行って
いた際に、衝撃吸収材の中材として誕生しました。
当時は素材に使用している樹脂の特性上、良い立体網状構造体はできない
というのが世界の常識でした。
しかし、シーエンジ独自の技術力とノウハウで世界の常識を覆し、寝装品の
クッション材として2000年からマットレスの販売を開始しています。
現在では、世界にも活動の拠点を広げ、8拠点の特許ライセンス工場で生産
を行っており、医療用マットレス、ベビーマットレスなど様々な分野で立体網
状構造体としてNo1シェアを獲得しています。

ソノレンザ

https://sonnolenza.jp

SonnoLenza（ソノレンザ）は、イタリア語で睡眠を意味する「Sonno」と糸を
意味する「Lenza」の組み合わせが語源です。
　毎日の健康は心地よい眠りから。 一日の最後に眠るのではなく、毎日のスタート
は良質な睡眠から始まると考えています。
寝具は睡眠の大切なパートナー。 あなたに寄り添いこころとからだを癒してく
れる。 それを実現するのが SonnoLenzaの大切な役割です。
　原点でもある釣り“糸”の製造。 “糸”が集まってできた立体網状構造体（3D 
ORIGIN）。
シーエンジの歴史と“糸”には深い関わりがあります。
世界中に快適な睡眠環境を届けることを通じて、糸と糸を紡ぐように繋がり合い
豊かな未来への懸け橋となりたい、SonnoLenzaにはその想いが込められて
います。
　“シンプルだけど記憶に残る”、 “暮らしや心が 豊かになる”、 “生活に溶け込み
長く愛される” … そんな願いをデザインにしました。

SonnoLenzaのカバーには、肌に優しく触り心地の良いニット生地を採用しました。
世界有数の産地であるベルギーでデザインされた生地は、独自のピリングプルーフ
技術によりピリング（毛玉）が できにくく長く風合いを保つことができます。
清潔感のあるホワイト色をベースに、アクセントとなる+柄を入れました。+柄には主
張しすぎないベージュ色を使うことで、カジュアルになりすぎない大人モダンなデザ
インとなっています。
+柄には「暮らしにプラスを」、「睡眠環境をプラスに」という意味を込めています。
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ベトナムのシェラトンサイゴンホテルにプールサイド
ベッドマットレスとイス用クッションを供給しています。

シェラトンサイゴンホテル

広島東洋カープの本拠地「MAZDA Zoom-Zoom
スタジアム広島」のセブン-イレブンシート「寝ソベ
リア」の中材にNEO3Dが採用されています。

寝ソベリア

ピジョン株式会社 AIRBUGGY

Gガードは高速道路などの分岐・分流部に設置され
た衝撃吸収材です。NEXCO東日本、中日本、西日本
とシーエンジが共同開発した製品です。

衝撃吸収材Gガード

カプセルホテル ナインアワーズのカプセルユニット内
マットレスに採用されています。

ナインアワーズ

“泊まれる住宅展示場”SHARESラグーナ蒲郡に 
マットレスが採用されています。

SHARES ラグーナ蒲郡

ピジョン株式会社より発売されたプレミアムベビー
カーfino（フィーノ）のインナーシートにNEO3Dが
採用されています。

こんな所に採用されています

©Nacasa&Partners

株式会社GMPインターナショナルより発売された
AIRBUGGYベビーカー用マット「NEO3D HYBRID 
STOROLLER MAT」にNEO3DとC-CORE3Dが採
用されています。

東急リゾートタウン蓼科「もりぐらし」の宿泊施設
class vesso 蓼科にマットレスが採用されています。

class vesso 蓼科

将棋のタイトル戦が行われることでも有名な「旬景浪
漫銀波荘」の特別スイートおよびスイートの客室に
NEO3Dオーバーレイマットレスが採用されています。

銀波荘

下部ホテルは、武田信玄公の隠し湯としても名高い下部
温泉を代表するお宿です。別棟「裕林亭」の「歌舞伎の間」
にソノレンザハイブリッド敷ふとんが採用されています。

下部ホテル

将棋・囲碁のタイトル戦でも知られる甲府湯村温泉「常
磐ホテル」と、日本一の桃源郷、石和温泉の姉妹館「石和
常磐ホテル」。ハイブリッド敷布団が採用されています。

石和常盤ホテル

太平洋フェリー「きたかみ」の全客室にマットレスが
採用されています。

太平洋フェリー
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シーエンジ販売は、Jリーグ・ジュビロ
磐田の寝具サプライヤーです。マット
レスの提供を通じて、パフォーマンス
の向上やコンディションの調整をサ
ポートしています。

ジュビロ磐田

© JUBILO IWATA

© JUBILO 
IWATA

© JUBILO 
IWATA

© JUBILO 
IWATA

睡眠にはこだわりがあるので、  
高品質のマットレスを提供して
頂き感謝しています。

ヘルニアや分離症など腰の病気
に悩まされてきましたが、ご提供
頂いているマットレスを使わせて
頂いてから、日々の激しい練習に
も耐えられる身体になりました。

5 DF
小川 大貴 選手

僕はずっとヘルニアに悩まされていて、
柔らかいマットレスだと腰に響いて眠れ
ないということがよくありました。
特に長いキャンプなどの宿泊施設でマ
ットレスが合わないと疲労がたまってい
くので大変だった時期もあります。
そんなときに出会ったのが、〝シーエン
ジ″のマットレスでした。
第一印象がまず良かったですね。固さ

も自分好みで、腰への負担も少ない。実際にいつも使用しているベッドの
上に敷いて寝てみたところ、寝心地も抜群で、使うほどに良いマットレス
だと感じるようになりました。寝心地以外にも、汗っかきな僕に快適な通
気性の良さだとか、軽くて手入れがラクなところも良いです。
選手にも安心して勧められます。

U-18, U-15 アスレティックトレーナー
佐々木 達也 さん

10 MF
山田 大記 選手

どの体勢で寝ても、体に負担がかかりにくく、楽に
休めている感じがします。枕と合わせて、愛用させ
てもらっています。

寝やすい！結構、柔らかすぎず固すぎず、これ
まで色々なマットレスを使ってきましたが、一
番合っている気がします。沈みすぎないので
腰も痛くならないですし、今年から枕も毎日使
わせていただいてます。寝心地が良いですね。

16 MF
西澤 健太 選手

6 MF
竹内 涼 選手

© S-PULSE

シーエンジ販売は、Jリーグ・清水エス
パルスの寝具サプライヤーです。
所属選手に提供している他、選手寮
やリラックスルームなどで使用されて
います。

清水エスパルス

© S-PULSE

※あくまで個人の感想です。効果には個人差があります。
ユーザーの声

© JUBILO 
IWATA

とにかく寝心地が最高ですね。
昨年は仙台にも持っていき愛
用していました。これからも沢
山お世話になります！

（※2022年時のコメント）

7 MF
上原 力也 選手

毎日寮で使用しています。毎日使っているので慣
れてきていますが、ときどき旅行や遠征でいつも
と違うマットレスで寝ると、特に違いを感じます。
疲れが取れやすいと感じています。体のどこも痛
くないですし、寝やすいと思います。

毎日自宅で使用していますが、以前より気に
なっていた腰の痛みが無くなりました。毎日、
良いコンディションで練習や試合に向ってい
ます。今では僕にとって欠かせないアイテムと
なっています。

38 DF
井林 章 選手

23 MF
鈴木 唯人 選手

© S-PULSE

© S-PULSE

© S-PULSE

エスパルス時代から長く愛用し
ています。長く使っても形が崩
れない・へたらないことが一番
気に入っています。

© JUBILO 
IWATA

40 MF
金子 翔太 選手
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シーエンジ販売は、B.LEAGUE・三
遠ネオフェニックスのシルバースポン
サーです。快適な睡眠環境を提供す
ることで、コンディションの維持に貢
献しています。

三遠ネオフェニックス

毎日自宅で愛用させていただいています。以前までは寝起き
に腰痛等があったりしましたが、シーエンジのマットレスを使
用し始めてから寝起きの身体の調子が良く、気持ち良く目覚
めることができています。毎日の睡眠に不安がないため、心
身ともに休ませることができ、練習、試合へのより良い準備を
するための大きなサポートになっています。

#5
高橋 快成 選手

※あくまで個人の感想です。効果には個人差があります。
ユーザーの声

体が大きい分体重が重く普通のマットレスで
は沈んで腰や肩に負荷がかかるのが悩みで
したが自宅で使わせていただいてから寝返り
も打ちやすく快適です。

#77
土屋アリスター時生 選手

今まで使用していたマットレスの上に、オーバーレイマットレ
スを敷いています。睡眠は翌日のコンディションにとても影響
があるので、自分の中で重要視しています。体が痛くなること
もなく、毎日快適な睡眠をとることができています。

#14
金丸 晃輔 選手

自宅で使用しています。以前は寝起きに首や肩
が凝って大変でしたが、NEO3Dハイブリッド
マットレスを使うようになってからかなり解消さ
れるようになってきました。
また、対局中はNEO3Dハイブリッドの座布団
を使用しています。対局時、長時間の正座でも
痺れにくく、大変楽に感じます。終わった時の
疲労感も以前ほど感じなくなりました。

日本将棋連盟 久保 利明 九段

東京・将棋会館、関西将棋会館の対局室に
NEO3Dハイブリッド座布団が
採用されています。

日本代表

C-CORE3Dを使って腰痛もへり横向きで寝
ても肩に負担が減ったと実感できました。前
までは朝起きたときに辛かったのでとても助
かっています。

#8
太田 敦也 選手

どんなに華やかな活躍をしたアスリートも、年
齢を重ねれば自分が愛した競技生活と別れる
時がやってきます。けれどもゴルフは一生のス
ポーツ。60代になった今も、まだまだ現役のプ
ロとしてプレーできる自分はなんて幸せ者なの
だろうと感じています。快適な睡眠環境を得ら
れるシーエンジのマットレスは、そんな私の健
康を支え、ひいてはアスリートライフを支えてく
れる愛用品です。

プロゴルファー 湯原 信光 プロ

※あくまで個人の感想です。効果には個人差があります。

東京・将棋会館、関西将棋会館の対局室に
NEO3Dハイブリッド座布団が
採用されています。

公益社団法人 日本将棋連盟
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C-CORE3Dは独自開発したポリエチ
レン素材のファイバーが複雑に絡み
合った立体網状構造体です。
ポリエチレンは食品容器にも使われて
いる安心・安全な素材。
防水性、耐薬品性、耐久性に優れて
おり、高反発のクッション材として高
い機能を有します。
また、リサイクルが可能で燃やしても
有害なダイオキシン類が発生しないた
め、環境にもやさしい素材です。

NEO3Dは、弾性のあるポリエステル
製の特殊原料のファイバーが複雑に
絡み合った立体網状構造体です。
C-CORE3Dの有する特長に加えて、
耐熱性にも優れています。
やわらかな感触でありながら高反発
という相反するクッション性を実現しま
した。

C-CORE3Dは独自開発したポリエチ
レン素材のファイバーが複雑に絡み
合った立体網状構造体です。
ポリエチレンは食品容器にも使われて
いる安心・安全な素材。

11

防水性、耐薬品性、耐久性に優れて
おり、高反発のクッション材として高
い機能を有します。
また、リサイクルが可能で燃やしても
有害なダイオキシン類が発生しないた
め、環境にもやさしい素材です。

NEO3Dは、弾性のあるポリエステル
製の特殊原料のファイバーが複雑に
絡み合った立体網状構造体です。
C-CORE3Dの有する特長に加えて、
耐熱性にも優れています。
やわらかな感触でありながら高反発
という相反するクッション性を実現しま
した。

C-CORE3Dは独自開発したポリエチ
レン素材のファイバーが複雑に絡み
合った立体網状構造体です。
ポリエチレンは食品容器にも使われて
いる安心・安全な素材。

NEO3Dは、弾性のあるポリエステル
製の特殊原料のファイバーが複雑に
絡み合った立体網状構造体です。
C-CORE3Dの有する特長に加えて、
耐熱性にも優れています。

シーエンジの特許技術が生み出す良質な睡眠

シーエンジの中材はクッション性に優れた高反発素材です。身体の沈み込みが少ないので
正しい寝姿勢を保ちやすいことや、寝返りが打ちやすいのが大きな特長です。
自然な寝返りで睡眠を妨げず、正しい寝姿勢で寝ることで良質な睡眠を実現します。

　寝返りしやすい
寝返りは歪んだ身体の状態を整えたり、滞った体液を循環さ
せるなど身体の機能を回復させるための大切な運動です。
やわらかすぎるマットレスは寝返りが打ちにくく、夜中に目が
覚めて疲れが取れないということも。高反発なクッション性が
寝返りをサポートし、自然な寝返りで熟睡しやすくします。

　正しい寝姿勢を保つ
理想的な寝姿勢とは良い立ち姿勢の状態のまま仰向きに寝転
んだ状態であると言われています。シーエンジのマットレスは適
度な反発力で身体を支え、腰や肩などの身体の重い部分が沈
み込みすぎるのを防ぎ、理想的な寝姿勢を保持しやすくします。

　身体にかかる圧力を軽減
独自の立体網状構造により、やさしく包み込むようにあらゆる
方向から身体を支え、姿勢にかかわらず身体の圧力を均等に
分散させます。腰や肩など負荷がかかりやすい部分の圧力を
軽減します。

　お手入れ簡単
中材は水分を吸収しない素材なので、ご家庭でも簡単に水
洗いができます。ほこりも出ないのでダニやカビの発生も抑え
られて衛生的にお使いいただけます。
除菌スプレーやアルコール、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒
も可能です。

　夏涼しく、冬暖かい
中材は90%以上が空気の隙間でできています。抜群の通気
性で寝汗をかいても湿気や熱がこもりにくい構造です。
厚手のカバーを使用すれば、身体の熱でマットレス内に暖か
い空気の層ができるので、冬でも暖かく過ごすことができます。

　耐久性
特許技術により、中材の4面を成形する
ことで全体の耐久性を高めています。
また、へたりやすい腰部分の密度を高め
ることで耐久性が向上しています。 腰部分高密度4面成形品

理想的な睡眠環境が毎日の健康をサポート 国内特許 特許第5986584号・特許第6182249号
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睡眠周期が改善
〈結果〉
レム睡眠、ノンレム睡眠の一般的な周期
は90分程度。
睡眠周期が短縮し、通常良いと言われる
睡眠周期となった。

中途覚醒が減少
〈結果〉
睡眠中に覚醒した中途覚醒時間が減少
した。

寝つきが良くなった
〈結果〉
寝始めてから短時間で深い睡眠に入る
ようになった。

寝具の違いと睡眠の質に関する調査研究

■シーエンジマットレスを使用することで睡眠の質の
改善を確認しました。

〈東海大学健康学部と株式会社シーエンジの共同研究〉

被 験 者 長距離陸上部女子学生

測定方法 寝具使用前後のスリープスキャンによる測定
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寝返り回数が減少
〈結果〉
寝返りのような大きな体動の平均回数
が減少した。

眠りが深くなる
〈結果〉
深睡眠時間が増加した。

シーエンジマットレスを使用することで
睡眠の質が改善されることが示唆されました。総 括

※当研究の結果は、すべてのシーエンジマットレスに該当するものではありません。
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商品の選び方

マットレス
→P.16

ハイブリッド
マットレス
→P.17

ハイブリッド
敷ふとん
→P.19

敷ふとん
→P.18オーバーレイ

マットレス
→P.20

ソフトピロー
→P.22

nuts（ナッツ）ピロー
→P.23

ベビーマットレス
mii（ミィー）ライト

→P.27

50 60 （mm）

ハイブリッド
クッション

→P.21

クッション
→P.21

マットレス
敷ふとん

まくら

ベビーマットレス
hii（ヒィー）/fuu（フゥー）

→P.25

ベビーマットレス
mii（ミィー）
→P.26, 27

寝心地

寝心地

座り心地

用途と寝心地でお好みの商品をお選びください。

マットレスや敷ふとん
の上で使用します

畳や床の上で
使用します

ベッドや畳、床の上で
使用します

寝心地

やわらか

しっかり

やわらか

しっかり

やわらか

しっかり

→P.22

オリジナル
ピロー

やわらか

しっかり
クッション

ベビー
マットレス

ベビーマットレスベビーマットレスベビーマットレスベビーマットレス
miimii（ミィー）ライト（ミィー）ライト（ミィー）ライト（ミィー）ライト（ミィー）ライト（ミィー）ライト

→P.27

ベビーマットレスベビーマットレス
miimiimii（ミィー）（ミィー）
→P.26, 27

やわらか

しっかり

→P.21

60 （mm）

ハイブリッドハイブリッド
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中材

商 品 番 号 SL011
JANコード 4571415223101

長さ約1980mm×幅約1200mm
×厚さ約170mm
約18.5kg

価格（税込） 154,000 円

セミダブル

長さ約1980mm×幅約1400mm
×厚さ約170mm
約21.8kg

ダブル

商 品 番 号 SL012
JANコード 4571415223118

価格（税込） 176,000 円

商 品 番 号 SL010
JANコード 4571415223095

価格（税込） 132,000 円

シングル

長さ約1980mm×幅約1000mm
×厚さ約170mm
約15.5kg

：

：

サイズ

重さ

■

■

■カラー：〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
■カバー：〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）／〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

〈C-CORE3D〉 150mm 中材

セミダブル

商 品 番 号 SL014
JANコード 4571415223132

長さ約1980mm×幅約1200mm
×厚さ約195mm
約23.2kg

価格（税込） 209,000 円

■カラー：〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
■カバー：〈アウター〉〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）／〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

〈インナー〉T/Cブロード（ポリエステル65％、綿35％）

ダブル

長さ約1980mm×幅約1400mm
×厚さ約195mm
約27.8kg

商 品 番 号 SL015
JANコード 4571415223149

価格（税込） 242,000 円

シングル

商 品 番 号 SL013
JANコード 4571415223125

価格（税込） 176,000 円
長さ約1980mm×幅約1000mm
×厚さ約195mm
約19.6kg

：

：

サイズ

重さ

■

■

〈NEO3D〉 30mm 〈C-CORE3D〉 150mm

耐熱性
（電気毛布使用可）

オープンファスナー

中まで洗えていつでも清潔に使えるベッドマットレスです。
カバーは汚れやすい上面だけ外してお洗濯ができます。
中材も3分割にして 簡単にお手入れできるようにしました。
中材は上のやわらかい層と、下のかための層の2層構造。
かための感触ですが、優れた体圧分散性で身体への圧力を低減します。

やわらかな感触のNEO3Dとしっかり身体を支えるC-CORE3Dを組み合わせて
最上級の寝心地を実現しました。
身体をつつみ込むようなやさしい寝心地で理想的な寝姿勢を保持します。
パーツが分割できるので、中まで洗えてお手入れも簡単です。

ベッドマットレス

2層中材

やわらかめ

2層中材

やわらかめ

かため

オープンファスナー

ハイブリッドマットレスマットレス

ボーダーキルト ダブルラッセル

16 17

ハイブリッド構造

やわらかめ

耐熱性
（電気毛布使用可）

ハイブリッド構造

やわらかめ

かため

千鳥キルト ダブルラッセル
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中材

■カラー：〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
■カバー：〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）／〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

商 品 番 号 SL004
JANコード 4571415223033

価格（税込） 77,000 円
長さ約2000mm×幅約1000mm
×厚さ約70mm
約8.0kg

：

：

サイズ

重さ

■

■

シングル

商 品 番 号 SL005
JANコード 4571415223040

長さ約2000mm×幅約1200mm
×厚さ約70mm
約9.6kg

価格（税込） 91,300 円

セミダブル

長さ約2000mm×幅約1400mm
×厚さ約70mm
約11.3kg

商 品 番 号 SL006
JANコード 4571415223057

価格（税込） 105,600 円

ダブル

〈C-CORE3D〉 50mm 中材

セミダブル

商 品 番 号 SL008
JANコード 4571415223071

長さ約2000mm×幅約1200mm
×厚さ約80mm
約14.0kg

価格（税込） 132,000 円

■カラー：〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
■カバー：〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）／〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

ダブル

長さ約2000mm×幅約1400mm
×厚さ約80mm
約16.3kg

商 品 番 号 SL009
JANコード 4571415223088

価格（税込） 148,500 円

シングル

商 品 番 号 SL007
JANコード 4571415223064

価格（税込） 115,500 円
長さ約2000mm×幅約1000mm
×厚さ約80mm
約11.5kg

：

：

サイズ

重さ

■

■

〈C-CORE3D〉 35mm〈NEO3D〉 30mm

敷ふとん

耐熱性
（電気毛布使用可）

三つ折り 三つ折り2層中材

やわらかめ

かため

ハイブリッド構造

やわらかめ

耐熱性
（電気毛布使用可）

ハイブリッド構造

やわらかめ

かため

和室やフローリングでも快適に眠りたい、そんな希望にこたえる敷布団タイプ。
中材は上をやわらかく、下をかための2層構造にしました。
かための寝心地で、身体をしっかりと支えてくれます。
収納しやすい三つ折りタイプで、毎日の布団の上げ下げや押し入れへの収納
もラクにできます。

やわらかな感触のNEO3Dとしっかりと身体を支えるC-CORE3Dを組み合わせた
最上級の敷ふとんです。
つつみ込むようなやさしい寝心地を体感できます。
中材の上下を入れ替えてお好みの寝心地をお選びいただけます。
折りたたみしやすい三つ折りタイプで、収納やお手入れも簡単におこなえます。

ハイブリッド敷ふとん敷ふとん

（電気毛布使用可）
三つ折り

折りたたみしやすい三つ折りタイプで、収納やお手入れも簡単におこなえます。

三つ折り

やわらかめ

かため

もラクにできます。

千鳥キルトボーダーキルト ダブルラッセル ダブルラッセル
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中材

商 品 番 号 SL001
JANコード 4571415223002

商 品 番 号 SL002
JANコード 4571415223019

長さ約1970mm×幅約1200mm
×厚さ約55mm
約8.0kg

長さ約1970mm×幅約1400mm
×厚さ約55mm
約9.4kg

価格（税込） 66,000 円 価格（税込） 77,000 円

■カラー：〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
■カバー：〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）／〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

商 品 番 号 SL003
JANコード 4571415223026

価格（税込） 88,000 円
長さ約1970mm×幅約1000mm
×厚さ約55mm
約6.5kg

：

：

サイズ

重さ

■

■

シングル セミダブル ダブル

〈C-CORE3D〉 35mm

中材

商 品 番 号 SL019-BK
JANコード 4571415223187

商 品 番 号 SL019-NB
JANコード 4571415223194

価格（税込） 7,150 円 価格（税込） 7,150 円
■カラー：ブラック ■カラー：ネイビー ■カラー：ベージュ

商 品 番 号 SL019-BE
JANコード 4571415223200

価格（税込） 7,150 円

ブラック ネイビー ベージュ

〈C-CORE3D〉 35mm

：
：
：

サイズ
重さ
カバー

■
■
■

長さ約400mm×幅約400mm×厚さ約40mm
約450g
ダブルラッセル（ポリエステル100％）

商 品 番 号 SL020
JANコード 4571415223217

価格（税込） 12,100 円
長さ約400mm×幅約400mm×厚さ約60mm
約700g

中材

：
：

サイズ
重さ

■
■

〈NEO3D〉 30mm 〈C-CORE3D〉 25mm

〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
〈表〉ニット生地（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

：
：

カラー
カバー

■
■

クッション

やわらかな感触の NEO3D としっかり身体
を支えるC-CORE3D を組み合わせた 2 層
構造のクッションです。長時間座っていても、
やわらかなクッション性が身体への負担を
軽減します。中材の上下を入れ替えてお好
みの座り心地を選ぶこともできます。

オーバーレイ
マットレス

マットレスに重ねて使います。

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

お使いのマットレスや敷布団の上に重ねるだけで高反発なクッション性が身体
をしっかりと支えます。
素材が元の形に戻ろうとする力が強く、その力が寝返りを楽にします。
また、優れた体圧分散性で肩や腰にかかる負担を軽減します。
カバーはリバーシブルで季節に合わせて快適に使用することができます。

クッション

ハイブリッドクッション

オーバーレイマットレス

商 品 番
JANコード 

価格（税込

中材

サイズ
重さ

■
■

カラー
カバー

■
■

やわらかな感触の NEO3D としっかり身体
を支えるC-CORE3D を組み合わせた 2 層
構造のクッションです。長時間座っていても、
やわらかなクッション性が身体への負担を
軽減します。中材の上下を入れ替えてお好
みの座り心地を選ぶこともできます。

ハイブリッドクッションハイブリッドクッション

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。
長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。
長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。
長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。
長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。
長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。

クッション

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。

ボーダーキルト ダブルラッセル
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中材

商 品 番 号 SL017
JANコード 4571415223163

価格（税込） 15,400 円

〈C-CORE3D〉 25mm×4枚

■カラー：
■カバー：

幅約550mm×奥行約350mm×高さ約110mm
約850g

ホワイト
〈アウター〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）
〈インナー〉メッシュ（ポリエステル100％）

：
：

サイズ
重さ

■
■

中材

商 品 番 号 SL016
JANコード 4571415223156

〈C-CORE3D〉 45mm×2枚

■カラー：ホワイト
■カバー：ダブルラッセル（ポリエステル100％）

幅約520mm×奥行約310mm×高さ約95mm
約450g

：
：

サイズ
重さ

■
■

価格（税込） 11,000 円

中材

商 品 番 号 SL018
JANコード 4571415223170

価格（税込） 16,500 円

■カラー：
■カバー：

幅約640mm×奥行約400mm×高さ約120mm
約900g

〈表〉ホワイト／〈裏〉ベージュ
〈表〉ニット生地（ポリエステル100％）
〈裏〉T/Cブロード（ポリエステル65％、綿35％）

：
：

サイズ
重さ

■
■

〈C-CORE3D〉 30mm×2枚 ＋ 25mm×2枚中材

中材中材

まくら

ひょうたん型にカーブした形状が首と肩
にぴったりフィット。首や肩への圧力を
軽減します。
4枚のシートが入っており、出し入れする
ことで高さの調整が可能です。
まくらの真ん中と外側の高さを変えてい
るので、仰向けの時には首の高さに、横
向けの時には肩の高さになるように寝姿
に応じて丁度いい高さに調整しました。

身体にやさしいソフトなフィット感のまく
らです。
2枚の中材を出し入れすれば高さの調整
が可能です。
通気性に優れ、カバーと中材は水洗いが
できるので清潔にお使いいただけます。

中材は硬さが異なる4枚のシートの組み
合わせになっています。
順番を入れ替えることで、高さとフィット
感を調整可能です。
カバーと中材は水洗いができ、衛生面で
も優れています。

形状の異なる4枚の中材ドーム型の2枚の中材

硬さの異なる4枚の中材

nuts（ナッツ）ピローソフトピロー

オリジナルピロー

仰向け時 横向け時

ダブルラッセルカバー

ダブルラッセルカバー

ニット生地〈表〉
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一枚フラットタイプ 二つ折りタイプ

■カラー：クリーム
■カバー：ダブルラッセル（ポリエステル100％）

長さ約1200mm×幅約700mm×厚さ約55mm
約3.1kg

：
：

サイズ
重さ

■
■

中材

商 品 番 号 NEB001
JANコード 4571415222227

価格（税込） 28,380 円

〈C-CORE3D〉 50mm

■カラー：クリーム
■カバー：ダブルラッセル（ポリエステル100％）

長さ約1200mm×幅約700mm×厚さ約55mm
約3.1kg

：
：

サイズ
重さ

■
■

中材

商 品 番 号 NEB002
JANコード 4571415222234

価格（税込） 28,380 円

〈C-CORE3D〉 50mm

ベビーマットレス

丸洗いできるので衛生的。

necocoro 
ベビーマットレス fuu（フゥー）

ベビーベッドにぴったりサイズのベーシックなベビー用マットレスです。
通気性に優れたカバーを採用し、蒸れや窒息事故のリスクを低減します。
丸洗いできるので衛生的にお使いいただけます。
二つ折りとフラットのタイプから選べます。

通気性抜群で快適。 ダブルラッセルカバー二つ折り： fuu（フゥー）

二つ折りとフラットのタイプから選べます。

通気性抜群で快適。 ダブルラッセルカバー二つ折り： fuu（フゥー）

ベビーマットレス

necocoro

赤ちゃんのうつぶせ寝による窒息事故を防ぎたい。

そんな思いから生まれた　　　　　 のベビーマットレス。

高通気の素材を使用しており、呼吸が確保しやすい構造に

なっています。

長い時間を眠って過ごす赤ちゃんの睡眠環境とお母さんの

安心を第一につくりました。

necocoro ベビーマットレス hii（ヒィー）
necocoro ベビーマットレス fuu（フゥー）

※通気性はシーツ等の素材、使用状況によっては確保されない場合があります。取り扱い時には十分ご注意願います。
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■カラー：ホワイト　■カバー：ダブルラッセル（ポリエステル100％）
■マルチケット：パイル＆ガーゼ（綿100%）、

パイピング部分（ポリエステル65%、綿35%）

長さ約1200mm×幅約700mm×厚さ約40mm
約2.7kg

：
：

サイズ
重さ

■
■

三つ折りタイプ

中材

商 品 番 号 NEB004
JANコード 4571415222258

価格（税込） 36,300 円

〈C-CORE3D〉 35mm

長さ約1200mm×幅約700mm×厚さ約30mm
約1.8kg

：
：

サイズ
重さ

■
■

三つ折りタイプ

中材

商 品 番 号 NEB005
JANコード 4571415222265

価格（税込） 23,100 円

〈C-CORE3D〉 25mm

■カラー：ホワイト
■カバー：ダブルラッセル（ポリエステル100％）

長さ約1200mm×幅約700mm×厚さ約40mm
約2.3kg

：
：

サイズ
重さ

■
■

三つ折りタイプ

中材

商 品 番 号 NEB003
JANコード 4571415222241

価格（税込） 28,380 円

〈C-CORE3D〉 35mm

■カラー：
■側地　：

ホワイト
〈表〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）
〈裏〉クイーンズコート（ポリエステル100％）

ベビーマットレス

マルチケットは使い方いろいろ。生活シーンに合わせてお使いください。

おくるみ おむつ替えシート ベビーカーブランケット 抱っこひもケープ 授乳ケープ

マルチケットの生地に今治タオルを採用。
素晴らしい風合いと優れた吸水性が赤ちゃん
の敏感な肌にもピッタリです。
裏面はガーゼ生地でリバーシブルに使えます。

身体の未熟な赤ちゃんの成長をサポートする高反発な寝心地のベビー用マットレス。
丸洗いできて乾きも早いので、汗やおもらしで汚れても簡単にお手入れができます。
通気性も抜群で、うつぶせ寝でも呼吸が確保しやすくなっています。

いつでもどこでも使いたい。
そんな要望に応える、持ちはこびしやすい
三つ折りタイプです。
中材が三つに分かれているので、お手入れ
もしやすくなっています。

身体の未熟な赤ちゃんの成長をサポートする高反発な寝心地のベビー用マットレス。
丸洗いできて乾きも早いので、汗やおもらしで汚れても簡単にお手入れができます。

タオル生地
ガーゼ生地

三つ折りタイプ

中材

商 品 番 号 NEB003
JANコード 4571415222241

価格（税込）28,380円

〈C-CORE3D

いつでもどこでも使いたい。
そんな要望に応える、持ちはこびしやすい

三つ折り

C-CORE3D〉35mm

三つ折り三つ折り

三つ折りタイプ

中材

商 品 番 号 NEB005
JANコード 4571415222265

〈C-CORE3D〉25

マットレスの上に重ねて使うベビー用の薄
型マットレス。
丸ごと洗えるので衛生的にお使いいただけ
ます。抜群の通気性で蒸れにくく、うつぶせ
寝でも呼吸が確保しやすくなっています。
三つ折りにできるから持ちはこびもラクに
できます。

necocoro ベビーマットレス mii（ミィー）マルチケット付き necocoro ベビーマットレス mii（ミィー）

necocoro ベビーマットレス mii（ミィー）ライト
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受付時間 10:00～16:00（土日・祝祭日は除く）

商品の品質・使用方法に関するお問い合わせ

■ 商品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ■ 商品現物と印刷物では多少色が異なる場合があります。 ご了承ください。

開発・製造
株式会社 シーエンジ
販 売
株式会社 シーエンジ販売

カスタマーセンター 0120-065-350

取扱店

https://c-eng-sales.com

商品ラインナップ

https://c-eng-sales.com

シーエンジ独自の特許技術から生まれた素材（立体網状構造）を 3D ORIGINと
名付けました。 
3D ORIGIN は立体網状構造の起源であることを意味しています。
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