
So was treating the bedroom as an escape. 

普段、他人には見せない自分だけのプライベートスペースの寝室。

だけど、そんな場所だからこそ、

本当に自分が気に入ったものにこだわりたい。

Bedroom Items
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Megan Alason Pearl  
ミーガン・アラソン・パール

服飾デザイナーとして勉強をする中で、多くのクラ

スメイトが洋服やバッグ、アクセサリー等、身に着け

るものを創作する中、自身を飾るファッションだけ

ではなく、なぜ、部屋のインテリアや身の周りのも

のを飾ることが無いのだろうと疑問を持ち、自らを

囲む空間の心地よいスタイルを突き詰めていく。

ここにしかない魅力的なベッドリネンやデコレー

ションを追求し続ける。

青い空。開放的なビーチ。内陸にはいくつもの山脈を有する自然の

宝庫。そんなアメリカ西海岸LA発のブランド。羽やクリスタル、フラ

ワーモチーフ、レースなど女の子が大好きなモチーフを上質な素材

を使用し、熟練のお針子さんにより、ひとつひとつ丁寧に大切に手

作りで作り上げたベッドリネン。素材、デザイン、製作、全て Made in 

Los Angles にこだわって作られています。多くのハリウッドセレブ

たちを虜にしている、大注目ブランドです。

Lucy Pony Bear 
ルーシー・ポニー・ベア

Cloud Hunter のミューズとしてデザイナー、ミー

ガンにインスピレーションを与え、創作意欲を刺

激している。

上質な毛皮をいつも身にまとい、エマピローやデ

イジースローがお気に入りで、その近くに出没。

Designer about Cloud Hunter

Muse

ふわふわエンジェルの羽。

キラキラクリスタル。

ひらひらレース。

さあ、夢の国への扉を開けて、プリンセス。

目が覚めたらもうそこは夢の国。

 

ドクン。ドクン。

恋に落ちてしまったかのように胸が高鳴る。

頭から離れない。

これって一目惚れ？

泣きたい時もこのベッドに潜りこむと

暖かく受け止めてくれるかな。

忙しい毎日の終わりは、この場所で全

てをリセット。

お洋服やバッグ、人と同じ物ってなんだか嫌。なのに、ベッドカバーや

クッションはよくありがちな平凡なもの。人と同じようなお部屋なん

て我慢できない！ そんな風に感じたことはありませんか？

妥協なんて言葉は私の辞書には無いのです。自分を飾るファッション

だけでは物足りない。お部屋だって、ベッドだって、全てかわいいもの

に囲まれたい。そんなわがままプリンセスのみなさまへ。

ロマンティックでガーリーで、女の子のかわいいが

いっぱい詰まったベッドのためのデコレーション。

このベッドルームの住人はだれもがプリンセス。



カルーセル・ベッドカバー
光を当てるとキラキラと輝く美しいリボンテープを全面に施し、ふちには、リボン

でできた立体的なローズモチーフが華やかに彩ります。上品なクリーム色がラグ

ジュアリーな掛け布団カバー。

リボンテープでひとつひとつ丁寧に

作られたローズをふちに、ふんだん

に取り付けてあります。

とても手の込んだ作業ですね。

カスケード・ベッドカバー
ふわふらひらひら雪の様に真っ白なのシフォンのフリルを贅沢に全面に施し、ふちには、

リボンでできた立体的なホワイトローズモチーフが華やかに彩ります。

お部屋がぱっと華やかになる、清潔感のある純白な掛け布団カバー。

全面に施されたシフォンのフリルのデ

コレーションがとてもかわいらしいく

上品ですね。光をまとったウエディング

ドレスのように、うっとりするような美

しさです。

・ピローカバー(51cm×66cm)

　CH-PK-CS-ST

・ミニクッションカバー(30cm×30cm)

　CH-SH-CS-30

・ピローカバー(51cm×66cm)

　CH-PK-CC-ST

・ミニクッションカバー(30cm×30cm)

　CH-SH-CC-30

DRY Hand Wash

30
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葉っぱモチーフや棒状のビーズをひとつひとつ

丁寧に取り付けてあります。とても手の込んだ

作業ですね。

ピローカバーとミニクッションはなめらか

な肌触りのよい真っ白な羽をひとつひとつ

丁寧に、ふんだんに取り付けてあります。た

め息が出るほど贅沢ですね。

コンフェティ・ベッドカバー
整然と並んだ咲き誇るようなローズのデコレーションを、輝くような真っ白の地が、更に美

しく引き立てて、華やかに美しく彩ります。ふちにも、立体的なローズモチーフが施されてい

てゴージャスなその存在感に圧巻です。

整然と並んだローズのデコレーションがとても

かわいらしいく上品ですね。

ローズのデコレーションの縁は切り落としたまま

にして軽さを出しています。

・ピローカバー(51cm×66cm)

　CH-PK-CD-ST

・ミニクッションカバー(30cm×30cm)

　CH-SH-CD-30

・ピローカバー(51cm×66cm)

　CH-PK-CF-ST

・ミニクッションカバー(30cm×30cm)

　CH-SH-CF-30

シングル セミダブル クイーン キング

CH-BK-CD-SGL

CH-BK-CF-SGL

150cm×210cm

CH-BK-CD-SDBL

CH-BK-CF-SDBL

170cm×210cm

CH-BK-CD-QUE

CH-BK-CF-QUE

210cm×210cm

CH-BK-CD-KNG

CH-BK-CF-KNG

230cm×210cm

シンデレラ

コンフェティ

サイズ

シンデレラ・ベッドカバー
シフォンでできたお花や葉っぱのモチーフが全面散りばめられ、ふちには、立体

的なビーズのデコレーションが輝きを放ち、華やかに彩ります。

お部屋がぱっと華やかになる、清潔感のある純白な掛け布団カバー。

DRY Hand Wash

30
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ミニピローカバー

DLXクッションカバー

デイジースロー
うすむらさきとピンクのお花のモチーフに、グリーンの葉のグラデーションが美しい

スロー。1960年代のビンテージのベルベット生地を使い、新しい布では醸し出すこと

ができない、シャビーシックな風合いが素敵です。時間の経過ともに積み重なる深みが

ビンテージならではの美しさです。

外国のベッドデコレーションには欠かせない、少し小さ目の飾りピローです。

ベッドのセンターに1個置くと、ベッドデコレーションのまとまりが良くなります。

お洋服のコーディネートのように、クッションやピローとコーディネートして、自

分らしいベッドルームを楽しんで♪

シフォンのフリルの縁取りが柔らかな印象を与えます。

裏面にも風合いの違うデコレーションなので、気分によって、お好みで使い分けて♪

シフォンで作られたミニローズを一面にデコ

レーション。ベルベットのなめらかな肌触りと

ふちのアイボリーレースがエレガントです。

ホワイトのミニローズをきれいに並べて美しく

デコレーション。ローズの端は切ったままにして

ナチュラルに仕上げています。

裏側はしっとりふわふわ、クリーミー

な肌触りに仕上げているので、いつ

までも触れていたくなるような クラ

ウドハンターのミューズ、ルーシーも

お気に入りのスローです。

・デイジースロー

(185cm×114cm)

　CH-TH-DA

・クリスティーン・ピローカバー（25x48cm）　CH-PK-CT-MINI

・ザ　キー・ピローカバー（25x48cm）

　CH-PK-KY-MINI

クリームジェシカ・

DLXクッションカバー（65x65cm）

CH-SH-CE-DLX

ホワイトジェシカ・

DLXクッションカバー（65x65cm）

CH-SH-WJ-DLX

・ホワイトリジー・

  DLXクッションカバー（65x65cm）

  CH-SH-WL-DLX

・クリームリジー・

  DLXクッションカバー（65x65cm）

  CH-SH-CJ-DLX

・エリザベス・ピローカバー（25x48cm）

　CH-PK-EL-MINI

・ベラ・ピローカバー（25x48cm）

　CH-PK-BL-MINI

・エマ・ピローカバー（25x48cm）

　CH-PK-EM-MINI

裏面はベルベット

▼

▼

DRY Hand Wash

30



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AT HOMEPomPom 

オーガニックコットンやリネンなど、ナチュラルでやさしい肌触りにこだわり続ける、

ベルギー出身のデザイナーによるホームファニッシングブランド。そのデザインの美し

さだけではなく、使うほどに風合いを増していく上質な素材、シンプルな中にフリルや

刺繍など大人可愛い甘さのスパイスがちりばめられています。

フレンチスタイルのナチュラルかつエレガントなデザインに

世界中のセレブが夢中です。



ベル リネンベッドカバー

上品なパステルカラーに、控えめに施されたフリルと

クリーム色のベルベットのトリムがポイントです。

リボンをモチーフにした刺繍がかわいらしいデュベカ

バー。パステルカラーにリボンモチーフの刺繍が、ほ

んの少しガ―リーなかわいらしさがあります。

ピンク ブルー ホワイト

ピローカバー

POM-SHBE-PCPK

POM-SHBE-PCBL

POM-SHBE-PCWH

50cm×68cmサイズ

※海外サイズ商品です。サイズをお確かめの上ご購入下さい。

商品コード(ピンク)

商品コード(ブルー)

商品コード(ホワイト)

キング

POM-BK-BEL-KPK

POM-BK-BEL-KBL

POM-BK-BEL-KWH

264cm×228cm

クイーン

POM-BK-BEL-QPK

POM-BK-BEL-QBL

POM-BK-BEL-QWH

223cm×223cm

シングル

POM-BK-BEL-SPK

POM-BK-BEL-SBL

POM-BK-BEL-SWH

172cm×223cm

リネン100％

お揃いのベッドスカートやクッションカバー

もございます。

ベッドスカートP8、クッションカバーP10

 7 

セレステベッドカバー

上品なパステルカラーに、優しいクリーム色のフリル

で縁取った掛け布団カバー。

パステル×クリームのやさしい絶妙なカラートーンは、

気持ちまで優しくなりそうです。

ピンク＆クリーム ブルー＆クリーム ホワイト＆クリーム

サイズ

商品コード(ピンク)

商品コード(ブルー)

商品コード(ホワイト)

キング

POM-BK-CEL-KGP

POM-BK-CEL-KGB

POM-BK-CEL-KGW

264cm×228cm

クイーン

POM-BK-CEL-QUP

POM-BK-CEL-QUB

POM-BK-CEL-QUW

223cm×223cm

ピローカバー

POM-SHAM－STPK

POM-SHAM－STBL

POM-SHAM－STWH

50cm×68cm リネン100％

パステル×クリームのやさしい絶妙なカラートーンは、気持ちまで優しくなりそうです。

こんなベッドルームで眠ることが出来るのなら、朝、目が覚めても幸せな余韻に浸れることでしょう。

machine
washable

machine
washable

パステルカラーのリネンとベルベットと刺繍

はありそうでなかなか無い組み合わせ。
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AT HOMEPomPom 

リネンボイルベッドスカート

ベッドスカート

ふんわりとしたナチュラル感

がありながら、リネンの張り

のある上質な素材。

リネン100％

外国のインテリア雑誌や映画のワンシーンに出てくる憧れの

ベッドスカートのイメージにぴったりのベッドスカートです。

ベル リネンベッドスカート

上品なフリルに、クリーム色のベルベット

のトリムがポイントです。

リネン100％

シングル

POM-BS-LVCR-SG

POM-BS-LVHW-SG

99cm×190cm

クリーム

ホワイト

サイズ 

キング

POM-BS-LVCR-KG

POM-BS-LVHW-KG

198cm×203cm

クイーン

POM-BS-LVCR-QU

POM-BS-LVHW-QU

152cm×203cm

シングル

POM-BS-BEL-SGL

99cm×190cm

商品コード

サイズ 

キング

POM-BS-BEL-KNG

198cm×203cm

クイーン

POM-BS-BEL-QUE

152cm×203cm

シングル キングクイーン

POM-BS-RUF-SGL

99cm×190cm

商品コード

サイズ 

POM-BS-RUF-KNG

198cm×203cm

POM-BS-RUF-QUE

152cm×203cm

※海外サイズ商品です。サイズをお確かめの上ご購入下さい。

オードリーコットンベッドスカート

ロマンティックな4段フリルが可愛

らしいベッドスカートです。

ホワイトホワイトクリームクリーム

machine
washable

machine
washable

machine
washable

コットン100％



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AT HOMEPomPom 

AT HOMEPomPom 

ポンポンスロー

マンハッタンスロー

ふわふわの生地にポンポンのアクセントがとっても

キュート。ふんわりしっとりとした肌触りは、いつ

までも触っていたくなるほど。

やさしい色合いの4色のパステルカラーは、きっと

お気に入りの色がみつかるはず。

裏側もなめらかな肌触りで、包まれると心が安らぐ

至福の時間が訪れます。

ざっくりとした厚手のセーターのような、ハンドメ

イドのケーブル編みニットスロー。空気をたっぷり

と含んだエアリーな質感で、ふんわりと包み込みま

す。

暖かいのに重たくなく、肌触りもよいので、気がつ

くといつも使っているような存在に。ソファに掛け

たり、ベッドの上に載せると、見ているだけで暖か

そうなお部屋ができあがります。

ひざ掛けや肩掛けとしてはもちろん、手軽
に持ち運べるので、ピクニックやスポーツ
観戦のお供にも。

ベッドの上に掛けてベッドルームのアクセン
トにしたり、ひざ掛けとしてや、車の中で使
うためのブランケットとしてもちょうど良い
サイズ。

２辺に施された大きめのコロンとしたポンポン
がキュートです。

真っ白なリネンのベッドに掛けて大人っぽ
いお部屋のコーディネートに。

商品コードカラー

POM-TH-MHST

POM-TH-MHOS

スレート

オイスター

素材

ウール15％

アクリル85％

サイズ

127cm×152cm

バーリーブルー/ホワイト/クリームピンク/フォグ

POM-TH-BLU/POM-TH-WH/POM-TH-PIN/POM-TH-FOG

サイズ:127cm×152cm　素材:ポリエステル100％

スレートオイスター
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AT HOMEPomPom 
上質なリネンを贅沢に使った、pompom at home のキ

ュートで洗練されたデザインが素敵です。そのナチュ

ラルな素材感は上質さを表しています。

ソフィアカバー

のカラー2色 ▼

フルールピローカバー 50×68cm

素材：リネン100％真っ白なリネンのピローカバー。中央に施された白いフラワーモチーフの刺繍がとても上品で

清潔感があり素敵です。4辺についた繊細なレースのトリムが、かわいらしいですね。

ボタンは全て天然の貝殻

で作られていて、細かい

ところまでこだわりを感

じます。

セレステ
ピンク/ブルー/ホワイト ピンク/ブルー/ホワイト ピンク/ブルー

ベル ソフィア

45cm×45cm

65cm×65cm

50cm×68cm

POM-SHAM－DECOP/DECOB/DECOW

POM-SHAM-DLX-P/B/W

POM-SHAM-STPK/STBL/STWH

POM-SHAM-DBPK/DBBL/DBWH

POM-SHBE-EUPK/EUBL/EUWH

POM-SHBE-PCPK/PCBL/PCWH

POM-SHAM-DSOP/DSOB

POM-SH-DLXSO-P/B

POM-SHAM－PCSP/PCSB

ホワイト
フルール

POM-SHAM-FLDC

POM-SHAM-FLXL

POM-SHAM－FLST

フルールクッションカバー 65×65cm

ベルクッションカバー 45×45cm

　ベルカバーのカラー3色

ピンク ブルー ホワイト

パステルカラーにリボンモチーフの刺繍が、ほんの少しガ―リーなかわい

らしさがあります。パステルカラーのリネンとベルベットの刺繍はありそう
でなかなか無い組み合わせ。

▼

上品なパステルカラーに、優しいクリーム色のフリルで縁取ったセレステ、
上品なフラワーモチーフに、優しいクリーム色のフリルで縁取ったソフィア。
それぞれ個性のあるカバー。

セレステクッションカバー 

45×45cm

ソフィアクッションカバー
 45×45cm

ピンク＆クリーム ブルー＆クリーム

セレステカバーのカラー3色

ホワイト＆クリーム

▼

ピンク ブルー

machine
washable
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Shabby Style
シフォンレイヤードスロー

ふわふわ　ふんわり　見ているだけでも心が優しくなるような、

少しくすんだような優しいパステルカラーのスロー。

おだやかな色合いには、心地よさがあります。

ベッドやソファーに掛けたり、時にはテーブルのおめかしにも。

これだけで簡単にロマンティックな雰囲気作りができます。

食べ物を乗せていない時のテーブルは

なんだか寂しい感じがします。

そんなテーブルに無造作にかけておく

だけで、テーブルもフレンチスタイル

のインテリアに大変身。

堅苦しさがないカジュアルなやわらか

さが、ほっとする空間です。

アンティークの燭台にキャンドルを灯

してゆったりとした時間の流れを楽し

みたいですね。

約5センチの柔らかい素材のフリ

ルがたっぷりと施されていて、立

体感があります。

ホワイトとピンク、ピンクとブル

ーなど2色を重ねて使うとさらに

ボリュームが出て素敵です。

きれいに広げるよりも、わざとク

シャっとした方が雰囲気が出てか

わいいです。きっちりとベッドメ

イキングをしていない時によりか

わいらしさが表れますね。

縁は切ったそのままですが、ほつ

れることはありません。

椅子に無造作に掛けるだけで、簡

単にロマンティックな雰囲気に仕

上がります。

ブラッシュピンクブラッシュピンク

Shabby Style 
Color Variation

ソフトホワイトソフトホワイトベイビーブルーベイビーブルー

ラベンダーラベンダービーチグラスビーチグラス

サイズ：120cm×90cm  素材:ナイロンポリエステル

商品コードカラー

FUFU-THROW-PK

FUFU-THROW-BL

FUFU-THROW-WH

FUFU-THROW-BG

FUFU-THROW-DL

ブラッシュピンク

ベイビーブルー

ソフトホワイト

ビーチグラス

ラベンダー
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普段、他人には見せない自分だけのプライベートスペースの寝室。

だけど、そんな場所だからこそ、本当に自分が気に入ったものにこだわりたいですよね。

人には見えない下着やベッドリネンにこだわるのは、自分の為へのご褒美なのでは？

人生の1/3を過ごす寝室を、本当に好きなものでデコレーションしたいものです。

お気に入りのベッドリネンに囲まれて時間を過ごすと、

心が安らぎ、また明日も頑張ろう！と元気がわいてきます。

1日の疲れをリセットする大切な睡眠タイムを素敵に演出しませんか？

普段、他人には見せない自分だけのプライベートスペースの寝室。

だけど、そんな場所だからこそ、本当に自分が気に入ったものにこだわりたいですよね。

人には見えない下着やベッドリネンにこだわるのは、自分の為へのご褒美なのでは？

人生の1/3を過ごす寝室を、本当に好きなものでデコレーションしたいものです。

お気に入りのベッドリネンに囲まれて時間を過ごすと、

心が安らぎ、また明日も頑張ろう！と元気がわいてきます。

1日の疲れをリセットする大切な睡眠タイムを素敵に演出しませんか？

So was treating the bedroom as an escape. 

Original
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大人の女性にふさわしいシンプルホワイトに、アンティーク
風のコットンレースが魅力です。
落ち着きのあるオフホワイトのレースが、お布団カバーとベ
ッドスカートの裾に施されて、甘すぎないシックなベッドル
ームにもぴったり。エレガントなベッドルームで穏やかな夢
の世界へ・・・

アンティークレース
ベッドカバー4点(3点)セット

厚みのあるしっかりと
したコットン100％。
使い込む毎に風合いが
増し、ナチュラルな味
わいがでてきます。
掛け布団カバー、シー
ツ兼ベッドスカート、
ピローケースの4点セ
ット (シングル、セミ
ダブルは3点) です。

シャビーホワイトフリル
ベッドカバー4点(3点)セット

シングル セミダブル ダブル クイーン キングワイドダブル

商品コード

サイズ 掛けふとんカバー  
ベッドスカート  
ピローカバー

BK-ANT-SGL
BK-SHA-SGL
150cm×210cm
100cm×200cm

BK-ANT-SDBL
BK-SHA-SDBL
170cm×210cm
120cm×200cm

BK-ANT-DBL
BK-SHA-DBL
190cm×210cm
140cm×200cm

BK-ANT-QUE
BK-SHA-QUE
210cm×210cm
160cm×200cm

BK-ANT-KNG
BK-SHA-KNG
230cm×210cm
200cm×200cm

BK-ANT-WDBL
BK-SHA-WDBL
210cm×210cm
150cm×200cm

洗い替えにいくつかあると便利ですね。
ワンサイドにエレガントなレースが施され、
リボンで結ぶようになっています。

ピローカバーは単品もございます。

ピローカバー単品 PK-ANT

サイドのフリルがかわいらしいベッドカバーセットです。
清潔感のある白は、ホワイトインテリアにもぴったりです。
清潔な白に包まれて、ゆっくりと一日の疲れを癒しましょう。
気分転換やパワーアップしたいときには、クッション、スロ
ーやブランケットにお好みのカラーをさし色として使うと、
よく映えて素敵です。

厚みのあるしっかりと
したコットン100％。
使い込む毎に風合いが
増し、ナチュラルな味
わいがでてきます。

ピローカバー単品

ラウンドA PK-SHAB-R-A サイドB PK-SHAB-R-B

4辺のフリルがかわいいですね。 両サイドのフリルがかわいいですね。

アンティークレース
シャビーホワイトフリル

50cm×70cm

張りのある3段のフリル
は、お姫様度が高くワク
ワクしますね。

machine
washable

machine
washable
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サイドのレースがかわいらしいベッドカバーセットです。
清潔感のあるブルーの生地に、ホワイトのコットンレースがポイン
トになり、上品な可愛らしさがあります。

ピローカバー単品

PK-INC

シングル セミダブル ダブル クイーン キングワイドダブル

商品コード

サイズ 掛けふとんカバー  

ベッドスカート  

ピローカバー

BK-INC-SGL

BK-PST-SGL

150cm×210cm

100cm×200cm

BK-INC-SDBL

BK-PST-SDBL

170cm×210cm

120cm×200cm

BK-INC-DBL

BK-PST-DBL

190cm×210cm

140cm×200cm

BK-INC-QUE

BK-PST-QUE

210cm×210cm

160cm×200cm

BK-INC-KNG

BK-PST-KNG

230cm×210cm

200cm×200cm

BK-INC-WDBL

BK-PST-WDBL

210cm×210cm

150cm×200cm

イノセントブルーレース

ピンクストライプ・ラッフル

50cm×70cm

女の子だからやっぱりピンクは大好きなのです♪
子供の頃に憧れていた夢がいっぱい詰まったようなラブリーな
ピンクのベッドカバーセット。

ロマンティックなフリルがいっぱいの、shabby chic風のベッド
キルトカバーのセットです。しっかりとした厚みのあるキルト
に、コットンのフリルがとってもキュート。清潔感のある、ガ
ーリーなお部屋作りの主役になりそうです。

表地　コットン100％

中綿部分　コットン100％

厚みのあるしっかりとしたコット
ン100％。使い込む毎に風合い
が増し、ナチュラルな味わいが
でてきます。

シングル（ホワイト/アイボリー） クイーン（ホワイト/アイボリー） キング（ホワイト/アイボリー）

ホワイト　　 アイボリー

商品コード

ベッドカバー    

ピローカバー

KC-WWK-SGL/KC-IWK-SGL

172cm×223cm

51cm×66cm

KC-WWK-QUE/KC-IWK-QUE

228cm×228cm

51cm×66cm

KC-WWK-KNG/KC-IWK-KNG

267cm×241cm

51cm×91cm

コットン100％

ベッドカバー、ピローカ
バーとお揃いのフリルが
かわいいですね。

machine
washable

machine
washable

イノセントブルーレース
ベッドカバー4点(3点)セット

ピンクストライプ・ラッフル
ベッドカバー4点(3点)セット

ホワイトラッフル
ベッドキルト3点(2点)セット



15

清潔感のある真っ白な生地にペイズリーのパターンがとても上品
です。お部屋をぱっと明るくしてくれます。シンプルなデザイン
なので、甘すぎる雰囲気が苦手な方にもオススメです。
上からスローやブランケットを掛けても、よく映えて素敵です。

シングル クイーン キング

商品コード

ベッドカバー    

ピローカバー

KC-WPK-SGL

173cm×218cm

51cm×66cm

KC-WPK-QUE

223cm×233cm

51cm×66cm

KC-WPK-KNG

269cm×233cm

51cm×91cm

シングル クイーン キング

商品コード

ベッドカバー    

ピローカバー

表地　コットン100％表地　コットン100％

真夏の空のような澄み切ったスカイブルー。目が覚めた瞬間か
ら、1日の始まりがなんだか楽しくなりそうです。ダリアのよう
な華やかなキルティング模様が美しいベッドカバー（キルト）
とピローカバーのセットです。
かわいすぎないお色なので、男性の
ベッドルームにもぴったりですね。

さわやかな若草色が清々しいグリーン。大草原の中で寝転んでい
るような、優しいグリーンが心を癒してくれますね。ダリアのよ
うな華やかなキルティング模様が美しいベッドカバー（キルト）
とピローカバーのセットです。

表地　コットン100％
中綿　コットン100％
表地　コットン100％
中綿　コットン100％

KC-SERB-SGL

173cm×223cm

51cm×66cm

KC-SERB-QUE

228cm×228cm

51cm×66cm

KC-SERB-KNG

266cm×241cm

51cm×91cm

シングル クイーン キング

商品コード

ベッドカバー    

ピローカバー

KC-SERG-SGL

173cm×223cm

51cm×66cm

KC-SERG-QUE

228cm×228cm

51cm×66cm

KC-SERG-KNG

266cm×241cm

51cm×91cm

ピローは後ろの中央を広げて入れるように
なっています。

華やかなフローラルモチーフが素敵です。

波型にカッティングされた縁がエレガント
です。

machine
washable

machine
washable

machine
washable

ホワイトペイズリー
ベッドキルト3点(2点)セット

フローラルスカイブルー
ベッドキルト3点(2点)セット

フローラルオリーブグリーン
ベッドキルト3点(2点)セット
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シフォンベッドスカート

ベーシックベッドスカート

ふんわりとしたシフォン素材で、お部屋がやさしい雰囲気
になります。映画のワンシーンに出てくるようなロマンテ
ィックなベッド。普段の寝室がこれだけで、大人かわいい
ベッドルームに。そんな魔法のようなベッドスカートです。

日本のベッドのサイズに対応したベッドスカートです。

日本のベッドのサイズに対応したベッドスカートです。

フリル部分　表地：シフォン  裏地：コットン100％

ライナー部分　コットン100％

フリル部分　表地：シフォン  裏地：コットン100％

ライナー部分　コットン100％

シングル セミダブル

BS-SF-SGL

BS-BC-SGL

100cm×200cm

シフォン

ベーシック

サイズ

BS-SF-SDBL

BS-BC-SDBL

120cm×200cm

クイーン キング

BS-SF-QUE

BS-BC-QUE

160cm×200cm

BS-SF-KNG

BS-BC-KNG

200cm×200cm

ダブル ワイドダブル

BS-SF-DBL

BS-BC-DBL

140cm×200cm

BS-SF-WDBL

BS-BC-WDBL

150cm×200cm

コットン100％のシンプルなベッドスカートは、どんな
ベッドカバーにもぴったり。季節やカバーの種類、どち
らのタイプにも合うので一年中使っていただけます。

フリル部分　 コットン100％
ライナー部分 コットン100％
フリル部分　 コットン100％
ライナー部分 コットン100％

コーナーにスリットが入っているので、布
団止めがついたアイアンベッドにもご使用
いただけます。

シンプルなタイプなので、すでにお持ちの
ベッドカバーにもぴったり♪

ベッドスカートのフリル部分の切り替えにも
パイピングで丁寧な作りになっています。

1枚ものですが、しっかり厚みがあるので
ほとんど透けません。

コーナーにスリットが入っているので、
布団止めがついたアイアンベッドにもご
使用いただけます。

ちょっと長めに垂らすと、ガーリー風で
かわいいですね♪

ベッドスカートのフリル部分の切り替えにも
パイピングで丁寧な作りになっています。

コットンの裏地がついているので、ほとんど
透けません。

machine
washable

machine
washable
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ビンテージレースベッドスカート

日本のベッドのサイズに対応したベッドスカートです。

アンティークのようなどこかノスタルジックな風合いが
素敵です。アイボリーの柔らかな色合いが、アンティー
クのインテリアにもぴったり。レースの美しさに、うっ
とり。このベッドスカートだけで、ベッドが大人かわい
く変身します。

アイボリーコットンレース
ベッドスカート

黄味がかったやわらかい色合いで、スカートの裾にはコッ
トンレースが施されていて、落ち着いたアイボリーのお色
はアンティーク風のベッドやカントリー風のインテリアに
もしっくりとなじみます。

レイヤードラッフルレース
ベッドスカート

たっぷりとした３段のレイヤードに裾にはそれぞれコット
ンレースが施されていて、可愛いらしさを忘れない大人の
ベッドスカートです。清潔感のある白は、ホワイトインテ
リアにもぴったりです。

フリル部分　　表地：ポリエステル100%  
　　　　　　　裏地：コットン100％
ライナー部分　コットン100％

フリル部分　　表地：ポリエステル100%  
　　　　　　　裏地：コットン100％
ライナー部分　コットン100％

フリル部分　　コットン100％
ライナー部分　コットン100％
フリル部分　　コットン100％
ライナー部分　コットン100％

フリル部分　　コットン100％
ライナー部分　コットン100％
フリル部分　　コットン100％
ライナー部分　コットン100％

シングル セミダブル

BS-VIN-SGL

BS-LAY-SGL

BS-IVR-SGL

100cm×200cm

ビンテージレース

レイヤードラッフルレース

アイボリーコットンレース

サイズ

BS-VIN-SDBL

BS-LAY-SDBL

BS-IVR-SDBL

120cm×200cm

クイーン キング

BS-VIN-QUE

BS-LAY-QUE

BS-IVR-QUE

160cm×200cm

BS-VIN-KNG

BS-LAY-KNG

BS-IVR-KNG

200cm×200cm

ダブル ワイドダブル

BS-VIN-DBL

BS-LAY-DBL

BS-IVR-DBL

140cm×200cm

BS-VIN-WDBL

BS-LAY-WDBL

BS-IVR-WDBL

150cm×200cm

シャビーホワイトフリルベッド
カバーと同じ生地、同じコットン
レースを使用しています。同ベッ
ドカバーセットの替え用シーツと
してもご使用いただけます。

machine
washable

machine
washable

machine
washable
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ナチュラルフリルベッドスカート

ホワイトフラワーレース
ベッドスカート

コットンレースベッドスカート

machine
washable

フリル部分  コットン100％
インナー部分  ポリエステル100％
ライナー部分  不織布

フリル部分  コットン100％
インナー部分  ポリエステル100％
ライナー部分  不織布

アイボリーアイボリー ホワイトホワイト

清潔感のあるホワイトフリルがエレガントなベッドスカート
です。シンプルなデザインなので、いろいろなタイプのお部
屋のベッドカバー、ベッドにもコーディネートできます。

＊マットレスと枠の間に入る
部分は不織布になっています。

お花のモチーフがあしらわ
れた、コットンレースがか
わいらしいピローカバーで
す。洗い替えにいくつかあ
ると便利ですね。

PK-WF-48-63

ピローカバー単品
フリル/インナー部分　
コットン50% ポリエステル50%
フリル/インナー部分　
コットン50% ポリエステル50%

ホワイトのレース模様がかわいらしいベッドスカートです。
子供の頃に憧れたお姫様のベッドのような乙女度の高いベッ
ドルームが出来上がります。

オリンピッククイーン

167cm×203cm

-

-

-

-

-

BS-WF36-OQUE

BS-WF46-OQUE

シングル

99cm×190cm

BS-NFW38-SGL

BS-NFW46-SGL

BS-NFI38-SGL

BS-KR36-SGL

BS-KR46-SGL

BS-WF36-SGL

BS-WF46-SGL

フリルの長さ

ナチュラルフリル ホワイト　 38cm

46cm

ナチュラルフリル アイボリー 38cm

コットンレース　　　　　  　36cm

46cm

ホワイトフラワーレース　　  36cm

46cm

クイーン キング

152cm×203cm

BS-NFW38-QUE

BS-NFW46-QUE

BS-NFI38-QUE

BS-KR36-QUE

BS-KR46-QUE

BS-WF36-QUE

BS-WF46-QUE

193cm×203cm

BS-NFW38-KNG

BS-NFW46-KNG

BS-NFI38-KNG

BS-KR36-KNG

BS-KR46-KNG

BS-WF36-KNG

BS-WF46-KNG

ダブル

137cm×190cm

BS-NFW38-DBL

BS-NFW46-DBL

BS-NFI38-DBL

BS-KR36-DBL

BS-KR46-DBL

BS-WF36-DBL

BS-WF46-DBL

※海外サイズ商品です。
サイズをお確かめの上
ご購入下さい。

フリル部分　コットン50% ポリエステル50%

インナー部分　ポリエステル100％

フリル部分　コットン50% ポリエステル50%

インナー部分　ポリエステル100％

＊マットの下に入れるときに滑り易いように、間に入る部分はポリエステルのつるつるとした生地になっています。

コットンレースがかわいらしいベッドスカートです。
子供の頃に憧れたお姫様のベッドのような乙女度の高いベッド
ルームが出来上がります。

PK-KRPK2SET

マットレスと枠の間に入る部分はポコットン/ポリエステル混紡生地になっています。

ピローカバー2個セット
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柔らかくボリューム感があります。

ナチュラル感のある生成り生地を使用 白いリネンでも透けない真っ白い生地

枕丸ごと水洗いが可能です。

安心の日本製。

無臭です。

ＦＴポリエステル綿を使用することにより、

繊維が絡みづらく、毛玉になりにくいです。

お顔の近くで使うものなので、安心してご使用いただけ

るよう、日本製にこだわりました。

千葉県の枕工房で熟練の職人さんの手により裁断から縫

製、仕上げまで全て手作業で大切に作られています。

おすすめ
ポイント

51x
66c
m

50x
70c
m

大きくふかふかとした枕を背に、本を読んだりお茶を飲んだり

お気に入りのリネンや毛布に包まれて、ゆったりとした時間を

ベッドルームで過ごしませんか？

たくさんの枕やクッションをいくつも置くと、ゴージャスで居

心地のよいベッドが出来上がります。シャンパンやフルーツな

どを持ち込んで、ハリウッド映画に出てくる主役のようなひと

時を過ごしましょう。

ゆったりふかふか
ワイドサイズ枕

中素材：ポリエステルわた　外側生地：ポリエステル80％、綿20％中素材：ポリエステルわた　外側生地：ポリエステル80％、綿20％ 中素材：ポリエステルわた　外側生地：コットン100％中素材：ポリエステルわた　外側生地：コットン100％

51x66cm

PK-PILO51x66商品コード

50x70cm

PK-PILO50x70

Hand Wash

30

ポリエステル100%のヌードクッションです。

手洗いも可能なので、いつでも清潔をキープ

できます。

お気に入りのクッションカバーを、ふかふかの

クッションでさらにかわいく飾りたいですね。

ヌードクッション

商品コード

サイズ 45x45cm 65x65cm 32x42cm 25x48cm 30x30cm

PK-PILO45x45    PK-PILO65x65    PK-PILO32x42    PK-PILO25x48    PK-PILO30x30

Hand Wash

30



株式会社アリオン
〒821-0012　福岡県嘉麻市上山田1683-83
TEL:0948-53-3600  FAX:0948-53-3610

E-mail
website

: info@alione.net
: http://www.alione.net

カタログ上の輸入商品の価格は、為替相場の変動、メーカーの価格訂正によ

り、改訂させていただく場合があります。また、商品の色、仕様についてもメー

カーの都合により、若干変更になる場合もありますのでご了承ください。

商品の色はカタログの写真と異なる場合があります。

●

●

Sleeping Beauties.
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