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眠りの質を決めるのは敷寝具（マットレス）です

快眠できるベッド用マットレスの選び方
1日7時間×365日×10 年＝25550 時間もずっと体重を支えつづける敷寝具・マットレス。背骨が正しく支えら
れていることは、健康の基本中の基本。快適な眠りを得て健康を維持していくためには敷寝具・マットレスの役割
が非常に大きいのです。それでは理想の敷ふとんとはどのような機能が必要なのでしょうか？

ポイントその１
仰向け寝中心の人と、横向き寝中心の人では
要求される機能が変わってきます

ボディドクターで使用されているラテックスフォームは、
ヨーロッパで100年以上も前から愛されてきました。そ
のノウハウと素材を得て、日本で研究と改良を重ね厳し
い品質基準をクリア。平成10年9月ボディドクターブラ
ンドとして発足、販売を開始しました。その後も、厳格な
品質管理のもと、快適性・安全性・環境性をテーマに、
様々なベディングギアから、シーティングクッションなど
まで、日本の生活シーンに送り出しています。

ボディドクターのラテックスフォームは、素材である天然
ゴムの採取から、発泡、出荷まで、当社スタッフが徹底し
て品質管理を行っています。さらに、清潔な状態で国内
工場へと輸送。その後、品質状態を入念に確認し、厳し
い基準をクリアしたものだけを製品化しています。
ボディドクターはお客さまに、安心と安全をお届けする
ことを主眼に、日本な
らではのキメ細かでク
オリティの高いものづ
くりを行なっています。

ボディドクターを
経験してみましょう。

抜群の耐久性を誇る
100%天然素材

高い殺菌性で
お手入れも簡単

徹底した
ジャパンクオリティ

ヨーロッパで
100年以上の
経験で培ったノウハウを日本へ

世界中から
高い評価を獲得

選び抜かれた最良のゴムの木から抽出した、最上質の
天然ラテックスフォームのみを使用したボディドクター。
ヘタりにくい上に、10年もの保証が付いています。
また、天然素材100%なので有害な化学物質の心配も
なく、廃棄後は約２年半で土に還り、焼却してもダイオ
キシンを発生しません。エコマークも取得。1日の約三分
の一を過ごす寝具だけに、人にはもちろん、環境にも配
慮しています。

一人でも多くの方に、深い眠りと心地よい目覚めをお届けしたい。
ボディドクターはヨーロッパで約百年もの歴史を持つラテックスフォームを使用。
柔らかすぎず硬すぎない、自然な睡眠姿勢を導く理想の正反発  マットレスです。
疲労回復、ストレス、腰痛、肩こり、そして美容のために。最高の眠りを今夜から実現します。

柔らかすぎず硬すぎない絶妙な弾力“正反発”。他の素
材ではあり得ない、100%純粋天然ラテックスフォーム使
用のボディドクターだけがこの寝心地を実現しました。
体圧を理想的に分散させるので、深い眠りに必要な正し
い睡眠姿勢と無理のない寝返りがスムーズ。また同時
に、眠りに快適な温度と湿度を保つことができるので、さ
らに深く心地よい眠りを実感できます。

ヨーロッパの権威ある研究機関LGAの商品テストに
おいて総合評価最高点を獲得。さらに、基準の厳しいド
イツでもベッドマットレス基準ECOLABELをいち早く
取得。安全性、品質、環境確保など、あらゆる角度から
高く評価されています。

ドイツ公立検査テスト機関（LGA）
LGAの耐久テストにおいて
最高得点を獲得。そのすぐれた

品質が実証されました。

ドイツベッドマットレス基準
ドイツ国内にて特に

すぐれた環境配慮商品に対する
エコラベルを付与されています。

100%天然の証明
100%天然のラテックス材を

使用した製品に対し、
その証である表示をしています。

○ボディドクターは身体全体をバランスよく支え、理想的な体圧分散効果が得られます

正反発 とは？
加えた重さと同じ比率だけ沈み、その圧
力と同じ力で反発するのが正反発です。
どんな重さでも均等に沈むことを表し、カ
ラダを乗せた時に、正反発性が理想的な
睡眠姿勢を保ちます。

4kg10kg

ボディドクターのラテックスフォームは100%天然素材。
生体防御効果による高い抗菌活性や抗カビ活性を持つ
ことで、いやなニオイを抑え、ダニなどの虫もつきにくいと
いった効果も検証されています。（財）日本紡績検査協会
でのテストでも、一般性細菌の
大腸菌、黄色ブドウ球菌、連鎖
球菌や雑菌などを24時間以内
に天然殺菌することを実証。人
体に悪影響を及ぼす心配ない
ので安全で、特別なメンテナン
スも必要ありません。

日本の風土を考慮した
優れた通気性

湿度の高い日本の風土を考慮。カッ
ト加工を施すことで、独自の空気層
を持つ多孔構造を組成させ、湿気を
速やかに逃がして蒸れにくくするベ
ンチレーション機能を実現しました。

正反発で
正しい寝姿勢をキープ。
優れた体圧分散により、
自然な眠りを実感できます
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仰向き寝の場合
身体の S 字カーブを立位と同じように支
えます。ポイントはＥ点でD点とのバラン
スをどうするかががポイントになります。
わかりやすく言えばＥ点が落ち込まないよ
うにしながら、Ｃ～Ｅの体圧分散が適度
にできることが重要です。

横向き寝の場合
背骨が横から見て一直線になるようにするのがポイ
ントです。
特に肩（Ｃ点）と腰（Ｅ点）の出っ張りをうまく受
け止めて、特に肩への圧迫が減るようにしないと、
肩付近の筋肉が緊張を始終強いられ肩こりの原因
にもなります。また、寝返りが増えて睡眠が浅くな
る原因ともなります。

ベッドパッドで眠りの質が変わる
マットレスの寝心地を比べる場合、マットレス単体に横
になっている場合がほとんどです。
しかしベッドパッドは汗を吸収し温度と湿度を調節する
重要なユニットです。ベッドパッドをビラベックに替え
ただけで寝心地が非常に良くなったという声もあるぐら
いです。その厚さとマットレスの組み合わせによっても
寝心地は大きく異なりますので、ベッドパッドを含めて
フィッティングすることが重要となります。

ポイントその２
マットレス単体でなく、その上に敷くベッドパッドの厚さや素材を
ふくめてトータルでフィッティングすることが重要です

ベッドパッド

マットレス

ウッドスプリング
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①背骨のS字カーブを正しく保持する
背骨には大切な神経が走っていますから、ずれた
りすると体にさまざまなトラブルが生じます。背骨
のＳ字カーブを正しく支えることが大切です。腰が
落ち込むふとんは良くありません。

× ○
②横寝時に背骨を真っ直ぐに支える

横寝時には、出っ張りのある肩や腰に大きく体圧
がかかります。硬い敷寝具など肩の出っ張りをうま
く受け止めて横から見て背骨が一直線になるよう
にすることが大切です。

③汗を素早く吸放湿する
一晩にかくコップ一杯以上の汗を、素早く吸って放
出させることにより、寝床内の湿度を押さえて快適
に眠れる環境を作ります。湿度の調節は快眠のた
めには非常に重要な役割を果たします。

④熱を逃がさず保温する
体温は多くの場合、掛より敷から逃げています。
冷えは多くの病気の元となりますので、保温は敷
から考えることが一番です。

⑤体圧分散して均等に支える
硬いだけのふとんは、体の一部で体重を支えるた
めに、寝返りが増え筋肉の緊張を強いられるので、
睡眠の質が低下します。良いマットレスは、体全体
で体圧分散しながら支えることによって、体へのス
トレスを減らすことができます。

⑥寝返りが打ちやすい
寝返りは多すぎてはいけませんが、適度な寝返り
は必要です。程よい硬さで、寝返りがうちやすい
ことも大切です。

⑦長く使える
どんなに良いマットレスでも数年でヘタっては意味
がありません。しかしながら、数十キロの体重が
毎日何時間もかかるのですから、通常は10 年で
見直すのが基本です。耐久性に優れていて、でき
るだけ性能が劣化しにくいものを選ぶことも大切
です。

⑧できれば調節が可能である
マットレスは長く使うものです。使用とともにヘタ
リが出たり、使う人の体格が変わったり、最初と同
じ条件でずっと使うわけではありません。体格に
合わせて細かく調節できるウッドスプリングなどを
使ったマットレスの方が望まれます。

⑨捨てる時に環境に負荷をかけない
環境に厳しいヨーロッパでは金属コイルのスプリン
グはほとんどありません。廃棄時にリサイクルでき
たり、負荷が少ない金属フリーのマットレスがほと
んどです。今後は金属コイルのマットレスの処分が
難しくなると予想されています。

上級睡眠健康指導士はこう考える
マットレスに要求される9つの機能とは？
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■仰向け寝におすすめ　オーガニックナイト2マットレス

①しっかりした寝心地が特徴です
②馬毛を始め、天然素材100％でできています
③木のスプリングが腰をしっかり支えます

寝心地は日本人好みのしっかり目
ヨーロッパのマットレスは環境にも優れていますが、ど
ちらかというと横寝向きに適したものが多く、しっかり
感に欠けていました。
ハンガリーのメーカーVitalWood 社のオーガニックナイ
ト２は同社が新たに開発した木でできたスプリングを使
い、ラテックスマットレスの中央部に配し、さらに腰が
あって通気性の良い馬毛でサンドイッチした構造になっ
ています。腰部をしっかり支え、しっかり感があり、し
かもしなやかな日本人好みの、仰向けに適した寝心地
を実現しました。

生分解する天然100％の素材
オーガニックナイト２の構造は

	 	 	 1.天然ラテックスフォーム
	 	 	 2. 木のコイルスプリング
	 	 	 3. 馬毛
	 	 	 4. 木綿わた
	 	 	 5. 羊毛わた
5つの素材からできていて、全て天然素材です。安全で、
廃棄時にも生分解するので、環境への負荷が少ない製
品です。ヨーロッパでは金属コイルを使わない、マット
レスが主流になっています。

ケルン国際家具見本市でアワード受賞
直輸入でおとどけしています
VitalWood 社との出会いはドイツのケルン国際家具見
本市。木でスプリングを作るという今までにないユニー
クな取り組みと、天然素材を中心に環境にやさしいマッ
トレスとしてアワード受賞。そのものづくりの姿勢に共
感し、良い物を日本へお届けしようと、取引が始まりま
した。日本へ直輸入して、中間マージンを省いてお届け
しています。

無垢材の専用オリジナルベッドを用意
ヨーロッパのマットレスサイズに合うようにオリジナルの
無垢ベッドを用意いたしました。5cmほどはみ出ますが
一般のウッドスプリングベッドや
すのこベッドでも
お使いいただけます。
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■横向け寝におすすめ　Relax2000マットレスシステム	 	

①肩と腰の出っ張りをソフトに受け止めます
②独立したウッドスプリングは硬さ調節が可能です
③通常と硬め、2種類のラテックスマットレスをご用意

ふんわり雲の上の寝心地
オーストリアRelax社のRelax2000ウッドスプリングと
天然ラテックスマットレスの組合せは、独立したウッド
スプリングが肩と腰の出っ張りをソフトに受け止め、ま
るで雲の上に寝ているようなふわっとした寝心地が特徴
です。
マットレスのストロークが大きいので、体格のしっかりし
た人でも横寝が容易です。

硬さをそれぞれ調節できる
独立したウッドスプリングシステム
Relax2000ウッドスプリングはシングルの場合 6×9の
ユニットから構成され、それぞれが独立して動くために
マットレスの中央でも端でも同じ弾力性が得られます。
これが通常のウッドスプリングと大きく異なる最大の特
徴です。
さらに最大 2本のアジャスタブルバーを調節することに
より、沈み込みの硬さを変えることができます。

5ゾーンの13cm天然ラテックスマットレス
硬さは身体に合わせて2種類
組み合わせるマットレスは10cm 以上を推奨します。純
正品は13cmの天然ラテックスマットレスで、腰が硬く
肩がやわらかい5ゾーン式になっている高機能バージョ
ンです。シルバーネス・マットレスカバーは抗菌防臭機
能のある銀糸入りで、丸洗い可能なリヨセル綿入りです。
通常と硬めの2種類の中身を用意していますので、実
際に試して自分に合った方を選べるようになっています。

オーストリア・ザルツブルグにある
自然素材にこだわるリラックス社
ザルツブルグ郊外にある、緑豊かな工場から生み出さ
れる自然素材を優先したリラックス社のマットレスシス
テムは、長く使えて、環境にやさしいのです。

硬め

硬め

硬め

硬め

柔らかめ

柔らかめ ５ゾーン
柔らかめ

柔らかめ

ふつう

ふつう

ふつう

ふつう

ふつう

アジャスタブルバー
２つのこぶの位置で硬さを調節
2本を1本にするとさらにソフトに
なります。（肩の部分は1本です）
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■2つの硬さを選べる　ナチュールフレックス・マットレスシステム	

①手軽に調節できるシンプルなウッドスプリング
②仰向け、横向けにも広く対応できる細かな調節能力
③通常と硬め、2種類のラテックスマットレスをご用意

オールマイティなウッドスプリング
オーストリアRelax社のナチュールフレックスは仰向け
や横向けなどさまざまな状況に対応できるオールマイ
ティなウッドスプリングです。オーストリアより直輸入を
していますので、従来他社品よりリーズナブルなプライ
スでより高い機能を提供します。

２種類の厚さのスラット（木）
幅広い硬さの調節能力
ナチュールフレックスのスラット（木のバー）は厚みが２
種類あり、それを支えるサスペンションユニットの間隔を
変えることによって、体格に合わせた正しい寝姿勢への
調節が可能となります。さらにベッドスタイルでは、より
横向け寝に合わせた調節方法も選べるようになってい
ます。

ソフトなシルバーネス・ラテックスマットレス
標準で組み合わせるマットレスは厚さ８cmの天然ラテッ
クスマットレスです。ソフト目な密度で女性や横寝が多
い方にはこちらがおすすめです。
マットレスカバーは抗菌防臭機能のある銀糸入りで、丸
洗い可能なリヨセル綿入りです。

オリジナル馬毛ラテックスマットレス
よりしっかりした仰向き寝に最適なように、硬めのマット
レスをハンガリーVitalWood社にオーダーして作っても
らったのが馬毛ラテックスマットレスです。天然ラテック
スを馬毛でサンドイッチしたしっかり目の仕上がりで、仰
向け寝中心の男性におすすめの品です。

ベッド又は床に直置きもOK
オリジナルベッドやすのこベッドでご使用いただけます
が、通気性に優れているので、フローリングや畳に直置
きも可能です。

ラテックス
馬毛
羊毛

←
仰向け寝向き
臀部をしっかり
支えるように硬
めに調節してい
ます。

→
横向け寝向き
肩の部分は柔
らかく、腰の部
分をしっかり支
え、臀部は柔ら
かめに調節して
います。
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■身体への負担を軽減　ジェルトロン2レイヤーマットレス		

①最高の体圧分散能力、しかも通気性は抜群
②斜めの受け止め力が強く、リクライニングベッドに最適
③６つの硬さのユニットを体格に合わせて組合せできるオーダー仕様

最高の体圧分散能力
ミネラルオイルから生まれた立方格子体であるジェルト
ロンは最高水準の優れた体圧分散能力を発揮します。
同等の体圧分散能力を持つウォーターベッドに比べる
と通気性が格段に良く、蒸れ感は全くありません。ヒー
ターを用意する必要もありません。触ると柔らかいです
が、寝心地は実にしっかりしていて、腰痛の方にも人気
があります。

216通りの硬さが選べるオーダーシステム
マットレスはキャビティーと呼ばれる枠の部分に３つの
ジェルトロンユニットが入ります。ユニットは6つの硬さ
の種類があります。腰を最も硬く、肩の部分はその次に、
足は最も柔らかくするのが一般的ですが、身長、体重
に合わせて、セミオーダーで自由に組合せすることがで
きます。
ジェルトロンのユニットは水洗いが容易で、必要に応じ
てパーツ交換も可能です。

リクライニングベッドとの相性抜群
ハイシニア世代におすすめします。
その優れた体圧分散性能から睡眠時の身体への負担が
非常に少なく、ねじれにも強いので寝たきりになった場
合に褥瘡の発生が少ないマットレスです。
曲がったり斜めの力がかかっても対応できるので、電動
リクライニングベッドには最も相性が良いマットレスとも
いえます。
例えば、上のパラマウントベッドのインタイムコンフォー
トベッドは、万一の場合介護ベッドとしても使え、手す
りなど様々なオプションが用意されています。
他人が使用したベッドを使うのを好まれない方には、こ
のベッドとジェルトロンマットレスを用意することで、介
護状態にならないように、身体への負担を軽くしながら
も、万一の場合に対応が可能です。	
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■極上の天然マットレス　ムースブルガー馬毛マットレス	 	

■ヨーロッパの天然マットレス　センベラ・ラテックスマットレス

①最高のマットレス用天然素材－馬毛100％
②腰があり、通気性に優れた素材
③ユニットごとに丸洗いもできメンテナンスが容易

①正反発－天然ラテックスフォーム
②長く使えて抗菌性も抜群
③体格や好みに合わせて選べる種類

極上の天然素材を100％使用
ムースブルガー社はオーストリア、ドイツ国境に近い小さな家族経営の会社。
最高水準の馬毛（馬の尻尾の毛）を丁寧にカールし、それをより戻すと反
発力があって通気性に優れた最高の天然スプリングになります。これを小
さなブロックに仕上げ、それを集めて作ら
れた、世界最高峰のマットレスです。
決して大量生産できない方法で作られるこ
のマットレスは安くありません。が、本物
で眠りたいというお客様から支持されてい
ます。馬毛を使った枕も好評です。

硬いココヤシ芯入りココスター
ココヤシの芯をラテックスでサンドイッチ。表面はふん
わりしながらも、ココヤシがしっ
かり支えます。ラテックスは荷重
の中心で支える正反発マットレス
です。

冬夏両面仕様最高級プレミアム
ラテックスコアは7ゾーンで、マットレスカバーも冬向
けの暖かいサイドと、涼しい麻を使った夏向けサイドで
使い分けができる最高級のラテックスマットレスです。

ウッドスプリングベッドと組合せます
ダブルクッション効果があり、マットレスの下で硬さも
調節可能なウッドスプ
リングベッドと一緒に
使うのがベストです。
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冷え性の方には温熱電位オプションを
ドクターセラSSSベッドタイプ
3 ㎝圧のパッドに遠赤外線による温熱効果とマイナス電位
による電位効果を組み込んだ健康敷ふとんです。遠赤外
線ヒーターによる血行促進効果で冷え性の改善に役立ち、
入眠を助けます。また、電位効果により弱アルカリへの体
質転換も望めます。

丸洗いOK　国産シール織のオリジナル
ウォッシャブルウール敷毛布
真田幸村が隠遁したことで知られる和歌山県高野口、日
本で唯一のシール織の産地です。そこの青野パイルさん

に織ってもらった眠りの
プロショップオリジナル
のウォッシャブル敷毛
布。洗いに強く、ウー
ル100％本来の暖かさ
を味わうことができま
す。価格も製造直売に
より大きく抑えました。
サイズも5サイズ揃えて
います。

夏さわやかな天然素材リネン麻使用
リトアニアリネン本麻クール敷パッド
リトアニア・シウラス社でオリジナル
カラーで製織したリネン麻生地を両
面使い、中に麻綿を入れて夏、吸湿
性に優れ、涼しく眠るための眠りの
プロショップオリジナルの夏用敷き
パッドは、ご家庭で丸洗いもできま
す。近江ちぢみのタイプもあります。

しわになりにくく、縮みにくい形態安定
スーパーソフト綿100％シーツ

日清紡の形態安定加工スーパーソ
フト加工をした綿100%の眠りのプ
ロショップオリジナルのシーツ・敷
カバーです。
肌触りが柔らかく、安定性が良い
ので日常使用におすすめの素材で
す。

これ一枚で眠りが（本当に）変わる
日本の羊毛布団の原点といわれるのが40 数年前に日
本に輸入された、世界で最初に羊毛布団を作ったドイツ・
ビラベック社です。温度と湿度調節が抜群に良いので、
ドイツではリューマチに良い＝ロイマリンドウールと呼
ばれて来ました。高品質のウールをできるだけ自然状態
で仕上げるビラベックの羊毛敷ふとんの使い心地の良さ
は、他のウールふとんやパッドと比較にならない、全く
異なる快感が得られます。快眠のために必要な、自然
な良さを味わうことができる一押しの品物です。

独ブルッフザールの
ビラベック工場にて

本物を確認するために、できる限り現地で確認します。ビラベックのウー
ルを提供するドイツ有数のブリーダー農家Gimberさん一家と、ネッカー
川沿いにある彼らの羊の農場を訪れました。（2014/6）

■快感度をアップする　ビラベック羊毛ベッドパッド＆敷ふとん	
日本向けにリネン麻付オリジナル仕様
湿度の低いヨーロッパに比べると日本は高温多湿。快
適なビラベックといえども、夏は熱がこもりがちでした。
そこで、夏さわやかに使えるように、片面にリトアニア
リネンの麻生地を使って
仕上げたのが眠りのプロ
ショップオリジナル仕様
です。オールシーズン対
応のおすすめ品です。


