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眠りをかえよう。明日をかえよう。 
パーソナル・フィッティングで一人ひとりに合った理想の寝具が見つかる！ 

「東京西川」の経験と技術を結集して快眠空間を創造する、新トータル寝具ブランド 

「&Free」 が今春デビュー！ 

ア ン ド フリ ー 

2016年に創業450年を迎える東京西川（西川産業株式会社　本社：東京都中央区日本橋富沢町 代表取締役社長：西川康行
（通称：八一行））では、これまでの経験と技術を結集し、パーソナル・フィッティングを通じて家族の快眠環境をサポートす

る新トータル寝具ブランド「&Free（アンドフリー）」を開発。2015年3月から全国の百貨店や専門店にて発売を開始いたし
ました。4月には26店舗の百貨店にオープンし、今後も出店を拡大してまいります。 

「&Free」の&は“つながり”、Freeは“素の自分に戻り、本来持っているチカラを引き出すこと”を意図。“一人ひとりの体型
や体重に合わせた健やかな眠りこそ、家族のつながり。” という願いから名付けました。人間工学に基づいた高機能な
マットレスやオーダーメイド枕、お客様のこだわりを反映する羽毛ふとんや真綿（シルク）ふとんのオーダーメイド、機能性

も肌触りも抜群なカバーリング、家庭用医療機器など、年代・性別によって異なる様々なニーズに応える、質の高い寝具

バリーエーションを揃えます。デザインはリラックス感のあるナチュラルテイストで統一。そして最大の特長は、パーソナ

ル・フィッティングにあります。眠りのスペシャリストである東京西川のスリープマスターがお客様と一緒に身体に合った最

適な寝具をお選びいたします。 

近年、眠りへの関心が高まっています。私たちが快適に眠るためには、自分に合った寝具を選ぶことが大切です。服と

同じように体型や体重が違えば、枕やマットレスも違うはず。一人ひとりに合わせた寝具で質の高い眠りへと導き、心と

身体に再生力を与えることが「&Free」の役割と考えます。 

■スリープマスターと一緒にパーソナル・フィッティング 
睡眠の基本は、自然な立ち姿に近い寝姿勢をつくること。眠りのスペシャリストである東京西川のスリープマスターと一緒に、睡眠中

の身体を支える枕とマットレスの組合せをフィッティングしながらお選びいただきます。 

［ オーダーメイド枕づくり ］ 
スリープマスターが、高さ、素材、フィット感を確かめながら、測定とコンサルティングを行います。6種類の中から素材を選び、測定器
を使って枕で一番大切な高さを計測。「&Free」のオーダーメイド枕は14ヶ所の調節ポイントを設け、細かく高さ調整が可能です。 

［ マットレスのフィッティング ］ 
お客様それぞれの体型や体重に合わせて、最適なフィット感のマットレスをお選びいただきます。 

［ 枕とマットレスを組み合わせた『快眠ライン』の追求 ］ 
質の高い眠りを得るための基本条件は、「自然な寝姿勢の保持」と「体圧分散」。その役 
目を担うのが枕とマットレスです。身体の一部分に負担をかけすぎない、自然でムリのな 
い寝姿勢曲線を『快眠ライン』と呼び、睡眠中にこの『快眠ライン』を保つには、枕とマット 
レスのバランスを考慮してフィッティングをすることが大切です。 

■五感に心地よい、快眠環境のためのアイテムもラインナップ 
お好みのサイズ・軽さ・素材感で仕立てる羽毛ふとんや真綿（シルク）ふとんのオーダーメイド、肌にやさしいベッドリネン、心身を癒す

アロマやハーブティーなど、五感にアプローチする幅広い商品をラインナップ。お客様それぞれの環境をトータルでサポートします。 

快眠寝具トータルブランド「& F r e e」ブランド特長  

やすゆき	



マットレス 

■ &Free マットレス SA 
身体に感じる心地よい凹凸感。点で支えて体圧を分散させる独自の

4層構造が快眠ラインを保ち、横向き寝にも対応。質の高い眠りへと
誘います。畳や床に直接敷いて使うマットレスです。 

［価格］  レギュラー：￥90,000＋税~、ハード：￥100,000＋税~ 
［配色］  グレー、ベージュ  
［素材］  側地：綿100％、詰めもの：ウレタンフォーム 

［主な特長］ 
凹凸構造の独立したブロックが身体を保持。独自の4層構造で沈み込みを適
切に調整し、ボディラインにフィットします。 

点で支えて圧迫を分散。睡眠中の血行を妨げにくい構造です。 

仰向け、横向き、どちらでも効率良く体圧が分散し、快眠ラインを保ちます。 

硬さはレギュラーとハードの2種類を展開。 

収納しやすい三つ折りタイプ。デオドラント加工。 

■ &Free ベッドマットレス SA 
上記マットレス SAと同様の機能を持つベッドマットレスです。 

［価格］  ￥140,000＋税~ 
［配色］  グレー、ベージュ  
［素材］  側地：綿100％、詰めもの：ウレタンフォーム 

■ &Free マットレス KA 
点で支えて体圧を分散させる独自の3層構造。カーブスリット構造に
より寝姿勢のキープ力や通気性を高めています。 

［価格］  レギュラー：￥50,000＋税~、ハード：￥50,000＋税~ 
［配色］  グレー、ベージュ  
［素材］  側地：綿100％、詰めもの：ウレタンフォーム 

［主な特長］ 
上層部の凹凸が体圧を分散させ、血行妨害を緩和。ベース部分が沈み込む

身体をしっかりと支え、睡眠中の寝返りをスムーズにサポートします。 

東京西川が特許を取得したカーブスリット構造が、寝ている間の体圧分散性

や寝姿勢のキープ力を向上させ、汗や湿気を効率よく拡散・放湿します。 

硬さはレギュラーとハードの2種類を展開。 

■ &Free オーバーレイ KA 
いつものベッドに1枚プラス。お手軽に自然な寝姿勢を。 

［価格］  ￥33,000＋税~ 
［配色］  グレー、ベージュ  
［素材］  側地：綿100％、詰めもの：ウレタンフォーム 

［主な特長］ 
お使いの敷き寝具の上に1枚プラスするだけで、表面の凹凸構造が自然な
寝姿勢をキープします。 

複数の通気孔によって、寝ている間の汗や湿気を拡散します。 

&Free マットレス SA	 一般の敷きふとん	

カーブスリット構造	

快眠寝具トータルブランド「& F r e e」商品概要 ①  



快眠寝具トータルブランド「& F r e e」商品概要 ②  

オーダーメイド枕 

■ &Free オーダーメイド枕 
高さ・素材・フィット感を確かめながら、きめ細かな測定とフィッティング

を行い、世界に1つのお客様専用枕をお作りします。 

［価格］  ￥25,000＋税　　　 
［サイズ］  70×43cm 

［オーダーメイド枕の構造］ 
トップユニットとベースユニットの2層構造。トップユニット（1層目）、ベースユ
ニット（2層目）共に、それぞれ7ヵ所、合計14ヵ所の高さ調節ポイントを設け、
お客様の寝姿勢や首の長さなどに合わせてフィッティングを行い、きめ細かく

高さを設定します。※エンジェルフロートのみ一枚のシート状になります。 

■ &Free ドクター セラ SSS 
電位・温熱組合せ家庭用医療機器。温熱は疲れなどに、電位は肩こり

などに。四季に合わせた切り替えで、気になる諸症状をやわらげます。 

［価格］  ￥140,000＋税~ 
［素材］  側地：ポリエステル100％ 

［主な特長］ 
温熱治療と電位治療の両方の効果が得られる家庭用医療機器。マットレスや

敷きふとんと一緒にご使用ください。 

温熱治療：マイルドな温かさで身体を優しく温めます。血行を促進させ、筋肉

の疲れやこりを自然にほぐします。 

電位治療：マイナス電位の効果が自律神経に作用し、健康を促進。熱は入ら

ないので夏場も快適に使用できます。 

交互治療：温熱を3分、電位を1分の割合で、交互に10時間行います。 

季節に合わせたコース設定もできます。 

14ヶ所のポイントで 
高さを調整 

フィット感に優れた 
側地素材 

首の長さに合わせて 
上下をセレクト 

肩・首にフィットする 
アーチ型 

オーダーメイド枕づくりの流れ 

家庭用医療機器 
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オーダーメイド 羽毛ふとん 

■ &Free オーダーメイド羽毛掛けふとん 
サイズ、軽さ、肌触りも自分好みにオーダーメイド。羽毛の品質はも

ちろん、生地やキルティングなど、お客様のこだわりをカタチにします。 

［価格］  ￥100,000+税~ 
［素材］  ※下図ご参照 
   

［羽毛のこだわり ~ふんわり感が違います！~］ 
厳選した羽毛を自社工場で磨き上げ、フレッシュアップ加工、独自開発の完

全立体キルト、厳しい品質管理など、原毛から製法まで全行程をこだわり抜

いた東京西川の良質な羽毛ふとんです。	

■ &Free オーダーメイド真綿掛けふとん / 肌掛けふとん 
日本伝統の匠の技で手挽きされた真綿掛けふとん。詰めものも、側

地も天然シルク100％。お好みのサイズと真綿の量で、快適な寝心
地の一枚をお仕立てします。 

［価格］  近江真綿掛けふとん：￥150,000＋税~ 
  近江真綿肌掛けふとん：￥100,000~ 

［素材］  側地：絹100％、詰めもの：絹100％ 

［真綿のこだわり ~近江手挽き真綿~］ 
近江真綿掛けふとんは、江戸時代からの伝統技術に裏付けされた、近江地

方でつくられる高品質の真綿ふとんです。真綿（シルク）は、手挽きと呼ばれ

る職人の手作業で作られます。その上質な寝心地とフィット感は、まさに匠の

技の賜物。手挽き回数を調整することで、お好みのボリューム感にお仕立て

します。 

優れた保湿性を持ち、静電気が起きにくいためホコリなどをほとんど寄せつ

けません。衛生的で爽やかな寝心地です。 

シルクからつくられる真綿には素肌と同じタンパク質成分 “フィブロイン”が含
まれ、肌にやさしい掛けふとんです。 

オーダーメイド真綿（シルク）ふとん 

羽毛ふとんオーダーの流れ 

真綿の手挽き	



快眠寝具トータルブランド「& F r e e」商品概要 ④  

カバーリング 

■ &Free 掛けふとんカバー / ピローケース / クイックシーツ 
直接肌に触れるカバーリングは、寝具機能を十分に発揮させるために、

肌になじむ製品をご用意。素材は、上質なインド超長綿のサテン素材と、

しなやかな天竺ニット素材からお選びいただき、サイズオーダーでお作

りします。 

［サテン地］  掛けふとんカバー：￥12,000+税~ 
   ピローケース：￥5,000+税 
   クイックシーツ：￥9,000+税~ 
   ＊素材：綿100％　＊配色：アイボリー、ベージュ 

［ニット天竺］  掛けふとんカバー：￥15,000+税~ 
   ピローケース：￥5,000+税 
   クイックシーツ：￥9,000+税~ 
   &Freeマットレス専用シーツ：￥10,000+税~ 
   ＊素材：綿50％、レーヨン50%　＊配色：グレー、ベージュ 

■ &Free シール織綿毛布 
シルクアミノ酸加工でやわらかさをアップ。肌に心地よい綿毛布です。 

［価格］  ￥10,000+税~ 
［配色］  グレー、ベージュ  
［素材］  パイル糸（毛羽部分）：綿100％ 

  地糸 / タテ糸：綿100％、ヨコ糸：ポリエステル100％ 

■ &Free タオルケット 
希少なギリシャ綿 “ヴィーナスシード”を使用。今治タオルブランド認定
のタオルケットです。 

［価格］  ￥10,000+税 
［配色］  グレー、ベージュ  
［素材］  綿100％ 

綿毛布とタオルケット 

〈読者様からのお問合せ先〉 
東京西川（西川産業）　☎０３-３６６４-３９６４　http://andfree.jp 

〈報道関係者様からのお問合せ先〉 
■ 西川産業株式会社　担当／寺嶋 真唯 ・ 春日 一恵　TEL.03-3664-3962　FAX.03-3639-8767	

■ PR代理：㈱杉山PR＆プランニング　担当／田岸 ・ 大塩　TEL.03-5468-7791   FAX.03-5468-7792	


