●機材対象商品一覧
品番
商品名
0413BE636000
ｿﾗｰﾁ
0415BE673000
ﾄｰｹｱ
0417BE703200
ｿﾗｰﾁ Blue
0417BE704100
ｻﾝﾒﾃﾞｨｵﾝ30000MaxH(標準ｾｯﾄ)
0417BE704200
ｻﾝﾒﾃﾞｨｵﾝ30000MaxH(ﾛﾝｸﾞﾏｯﾄｾｯﾄ)
0417BE731000
京のおしろい落とし 京の肌ﾌﾟﾗｽﾞﾏ
0417BE732000
京のおしろい落とし 京の肌ｴｺｰ
0418BE749000
ﾌｧｲﾃﾝのお風呂
0418BE750000
ﾌｯﾄﾗｲﾄ
0420BE755000
ｿﾗｰﾁ ﾊﾞｰﾃｨｶﾙ
0420BE758000
筋膜ｽｸﾚｲﾊﾟｰ
0819ZZA04001
YUKO ﾄﾞﾗｲﾔｰ
0819ZZA05001
ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ
1114PH044001
ﾌｧｲﾃﾝｳｫｰﾀｰ

●寝具対象商品一覧
品番
商品名
0410BE615088 X30やすらぎﾁﾀﾝﾌｨｯﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0410YO501086 星のやすらぎ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｨｯﾄ ｼﾝｸﾞﾙ
0410YO501087 星のやすらぎ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｨｯﾄ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0410YO501088 星のやすらぎ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｨｯﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0410YO502086 星のやすらぎ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｨｯﾄ ｼﾝｸﾞﾙ専用ｹｰｽ
0410YO502087 星のやすらぎ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｨｯﾄ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0410YO502088 星のやすらぎ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｨｯﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0410YO503000 星のやすらぎ X30三つ折りﾋﾟﾛｰｸｯｼｮﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ
0413YO525000 星のやすらぎ 療法士指圧ﾋﾟﾛｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ70
0413YO525100 星のやすらぎ 療法士指圧ﾋﾟﾛｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ100
0414YO536000 星のやすらぎ 療法士指圧ﾋﾟﾛｰ ﾋﾙｽﾞｽﾘｰﾌﾟ
0414YO537000 星のやすらぎ ﾋﾟﾛｰｹｰｽ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ
0414YO537100 星のやすらぎ ﾋﾟﾛｰｹｰｽ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
0414YO555086 星のやすらぎ 療法士指圧ﾏｯﾄﾚｽ肩･背中用
0414YO556086 星のやすらぎ 療法士指圧ﾏｯﾄﾚｽ腰用
0415YO571000 星のやすらぎ 療法士指圧ﾋﾟﾛｰｶﾊﾞｰ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ70)
0415YO572000 星のやすらぎ 療法士指圧ﾋﾟﾛｰｶﾊﾞｰ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ100)
0415YO573000 星のやすらぎ 療法士指圧ﾋﾟﾛｰｶﾊﾞｰ(ﾋﾙｽﾞｽﾘｰﾌﾟ)
0415YO575000 星のやすらぎ ﾋﾟﾛｰｹｰｽ封筒式 ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ
0415YO575100 星のやすらぎ ﾋﾟﾛｰｹｰｽ封筒式 ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ
0415YO576086 星のやすらぎ 金の羽毛 ふとん60 ｼﾝｸﾞﾙ
0415YO576088 星のやすらぎ 金の羽毛 ふとん60 ﾀﾞﾌﾞﾙ
0415YO577086 星のやすらぎ 金の羽毛 ふとん80 ｼﾝｸﾞﾙ
0415YO577088 星のやすらぎ 金の羽毛 ふとん80 ﾀﾞﾌﾞﾙ
0415YO578086 星のやすらぎ 金の羽毛 ふとん100 ｼﾝｸﾞﾙ
0415YO578088 星のやすらぎ 金の羽毛 ふとん100 ﾀﾞﾌﾞﾙ
0416YO586086 星のやすらぎ らくらく掛けふとんｶﾊﾞｰｼﾝｸﾞﾙ
0417YO594000 星のやすらぎ 療法士ﾋﾟﾛｰ ｾﾞﾛ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ 85
0417YO594100 星のやすらぎ 療法士ﾋﾟﾛｰ ｾﾞﾛ ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ 105
0417YO595086 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｼﾝｸﾞﾙ
0417YO595087 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0417YO595088 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0417YO598088 星のやすらぎ ｽﾄﾚｯﾁ掛け毛布 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0417YO600000 星のやすらぎ のびのびﾐﾆﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ
0417YO601086 星のやすらぎ ふんわり綿入り掛けふとんｼﾝｸﾞﾙ
0417YO601088 星のやすらぎ ふんわり綿入り掛けふとんﾀﾞﾌﾞﾙ
0417YO602086 星のやすらぎ ﾎﾞｯｸｽｼｰﾂ 綿ﾊﾟｲﾙ ｵﾌﾎﾜｲﾄｼﾝｸﾞﾙ
0417YO602087 星のやすらぎ ﾎﾞｯｸｽｼｰﾂ 綿ﾊﾟｲﾙ ｵﾌﾎﾜｲﾄｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0417YO602088 星のやすらぎ ﾎﾞｯｸｽｼｰﾂ 綿ﾊﾟｲﾙ ｵﾌﾎﾜｲﾄﾀﾞﾌﾞﾙ
0417YO603000 星のやすらぎ 療法士ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾟﾛｰ
0417YO609086 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｼﾝｸﾞﾙ専用ｹｰｽ
0417YO609087 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0417YO609088 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0417YO610000 星のやすらぎ 療法士ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾟﾛｰｶﾊﾞｰ
0418YO614000 星のやすらぎ ひんやり敷きﾊﾟｯﾄﾞ
0418YO615000 星のやすらぎ ひんやり枕ｶﾊﾞｰ
0418YO616000 星のやすらぎ 涼しいなめらかﾀｵﾙｹｯﾄ ﾌﾞﾙｰ
0418YO616100 星のやすらぎ 涼しいなめらかﾀｵﾙｹｯﾄ ｶｰｷ
0418YO624086 星のやすらぎ ｽﾄﾚｯﾁ掛け毛布 ﾜｲﾝﾌﾞﾗｳﾝｼﾝｸﾞﾙ
0418YO624088 星のやすらぎ ｽﾄﾚｯﾁ掛け毛布 ﾜｲﾝﾌﾞﾗｳﾝﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO625088 星のやすらぎ ふんわり敷きﾊﾟｯﾄﾞ ﾜｲﾝﾌﾞﾗｳﾝﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO626086 星のやすらぎ わた入り毛布掛けふとんﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾝｸﾞﾙ
0418YO626088 星のやすらぎ わた入り毛布掛けふとんﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO628000 星のやすらぎ ﾎｯｸ付ﾏﾙﾁｹｯﾄ ﾌﾞﾗｳﾝ
0418YO630000 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｸｯｼｮﾝ
0418YO633086 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ230 ｼﾝｸﾞﾙ
0418YO633087 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ230 ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO633088 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ230 ﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO633089 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ230 ｸｲｰﾝ
0418YO634086 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ255 ｼﾝｸﾞﾙ
0418YO634087 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ255 ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO634088 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ255 ﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO634089 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ255 ｸｲｰﾝ
0418YO635086 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ285 ｼﾝｸﾞﾙ
0418YO635087 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ285 ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO635088 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ285 ﾀﾞﾌﾞﾙ
0418YO635089 星のやすらぎ ﾎﾟｹｯﾄｺｲﾙﾏｯﾄﾚｽ285 ｸｲｰﾝ
0419YO640000 星のやすらぎ ふっくらやわらかﾀｵﾙｹｯﾄ
0419YO641000 星のやすらぎ 療法士ﾌｯﾄﾋﾟﾛｰ
0419YO643086 星のやすらぎ やわらか敷きﾊﾟｯﾄﾞ ｼﾝｸﾞﾙ
0419YO643087 星のやすらぎ やわらか敷きﾊﾟｯﾄﾞ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0419YO643088 星のやすらぎ やわらか敷きﾊﾟｯﾄﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0419YO644086 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ ｼﾝｸﾞﾙ
0419YO644087 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0419YO645086 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ ｼﾝｸﾞﾙ専用ｹｰｽ
0419YO645087 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0419YO645088 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙⅡ ﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0420YO652000 星のやすらぎ ふわやかﾀｵﾙｹｯﾄ
0420YO653086 星のやすらぎ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ敷きﾊﾟｯﾄﾞ ｼﾝｸﾞﾙ
0420YO653087 星のやすらぎ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ敷きﾊﾟｯﾄﾞ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0420YO653088 星のやすらぎ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ敷きﾊﾟｯﾄﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0420YO654000 星のやすらぎ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙﾋﾟﾛｰﾊﾟｯﾄﾞ
0420YO655000 星のやすらぎ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ肌掛けｹｯﾄ
0420YO663086 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ｼﾝｸﾞﾙ
0420YO663087 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ
0420YO663088 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0420YO664086 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ｼﾝｸﾞﾙ専用ｹｰｽ
0420YO664087 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0420YO664088 星のやすらぎ ｴｱﾛｸﾚｲﾄﾞﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾀﾞﾌﾞﾙ専用ｹｰｽ
0420YO666086 星のやすらぎ もこもこ掛け毛布 ﾌﾞﾗｳﾝｼﾝｸﾞﾙ
0420YO666088 星のやすらぎ もこもこ掛け毛布 ﾌﾞﾗｳﾝﾀﾞﾌﾞﾙ
0420YO667086 星のやすらぎ 毛布敷きﾊﾟｯﾄﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾝｸﾞﾙ
0420YO667088 星のやすらぎ 毛布敷きﾊﾟｯﾄﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙ
0410YO503100 Ｘ３０三つ折りピロークッションチャコール
0418YO627086 星のやすらぎ襟ぐり毛布ブラウンシングル
0420YO665000 星のやすらぎホック付もこもこマルチケットブラウン

