
自然で眠る－ Natural Sleep

生まれたばかりの赤ちゃんには、健康で快適な眠りを

汗を吸わないポリエステルわた
本当にそんな布団に寝かせていいの？
ベビー専門店などでビニールに入っているベビー寝具。
刺繍などが入ってかわいらしいのですが、これらのほと
んどがポリエステル100% わたのおふとんです。
ポリエステルのふとんは、確かに保温性は悪くないの
ですが、吸湿性がほとんどありません。赤ちゃんは保
温をすると同時に、汗をすばやく吸湿発散させてあげ
る必要があります。

そこで、ここでは赤ちゃんに
とってどのようなふとんを選べ
ばいいかを、上級睡眠健康指
導士がご案内しましょう。

赤ちゃんは眠っている
赤ちゃんは眠るのが仕事。
	 生後 2週間	 毎日22時間
	 １ヵ月児	 毎日21時間
	 ６ヶ月児	 毎日15時間
	 満1歳児	 毎日13時間
このように、赤ちゃんは眠りながら育つのです。夜泣
きに苦しまないためにも、赤ちゃんが心地よいと感じ
る寝具を用意することが大切なのです。

ウールで寝る子は良く育つ
ｰケンブリッジ大での実験

イギリスのケンブリッジ大の実験では、赤ちゃんに
ポリエステルのふとんと羊毛のふとんで寝た場合の
差を調べたところ、羊毛のふとんの方が発育が良かっ
たことがわかりました。
羊毛や真綿はお母さんの感触に近いため安心して眠
りが深くなり、その結果成長ホルモンがより多く分泌
されるからだと考えられています。

赤ちゃんは寒がりで暑がり
生まれたばかりの赤ちゃんは体内でつくりだす熱量
が充分でないためにとっても寒がり。上手に体温調
節ができないために、温めすぎても体に良くありませ
ん。お部屋の最適温度は
	 夏：外気温との差は5度以内が目安
	 冬：20～22度／湿度40～ 60%が目安
環境に合わせてエアコンを使ったり、除湿・加湿器
を使ったりすることが必要です。体温を調節するの
が得意な素材が羊毛（ウール）なのです。

赤ちゃんは清潔好き
いつもさらっとしていることが大切です。寝具も定期
的に干したり、肌に直接ふれるシーツ類はいつも洗っ
て清潔にしておきたいものです。
不潔だったり、じめじめしていると赤ちゃんの不快感
が増すために、眠りも浅く、よく泣いたりしてしまう
のです。シーツやケット類は2枚揃えて常にさわや
かな状態にしておくことをおすすめします。

赤ちゃんのためのベビー寝具



保温力と調湿能力両方を兼ね備えたベビー寝具の最高峰

ドイツ・ビラベック社のベビーふとん
前ページにあった理想のベビーふとんの条件を理想的な形で満たすことができるのが、ドイツ・ビラベック社のベ
ビーふとんといえるでしょう。それにはビラベックならではの秘密があるのです。

抜群の通気性で羊毛の良さを最大限に生かす
マコトリコットの生地
ビラベックのふとんの最大の特徴は、エジプトコーマ
糸で編んだニットを使ったマコトリコットの生地といえ
ます。通気性が抜群なので、羊毛が充分呼吸でき、
その良さを最大限に生かせるのです。

極めて良質のフランス産サウスダウン種
ロイマリンドウールわた
羊毛は吸湿すると熱を発散する機能があり、これが
赤ちゃんに必要な保温力を作ります。ビラベックの羊
毛はフランス産の良い部位の羊毛だけを選び、不必
要な後加工は一切せずに使われています。すなわち
一番自然に近い形で眠れるわけなのです。

羊毛掛ふとん二層式	 102×128cm	 24,840円
羊毛肌ふとん	 87×117cm	 14,040円
羊毛敷ふとん	 70×120cm	 25,920円
掛・肌・敷 3点セット価格	 62,640 円

新製品・通常の固わた敷ふとんの上にどうぞ！
羊毛敷パッド	 75×130cm	 16,200円
敷布団の中身を硬質ブレスエアーに変更する場合は

＋16,200円

ベビー寝具必須！常に 2 枚置いて洗い替えてさわやかに
24 ヶ月未満の乳幼児に安心なエコテックス規格クラス 1 を日本初で取得

ガーゼと脱脂綿から生まれたパシーマガーゼケット
洗えば洗うほどソフトに
医療用規格のガーゼと脱脂綿から生まれたのがパ
シーマガーゼケットと敷用パッドのサニセーフ。これ
は赤ちゃんの必需品です。これを2枚ずつご用意い
ただいて、常に丸洗いして、さらっとしたものをお使
いください。

汗の吸収が抜群で安心
汗かきの赤ちゃんですが、汗の吸収は抜群です。素
材は医療用規格だから安全。日本初のエコテックス
100 規格クラス1を取得

とにかくこれだけは必ずお揃えください。
これがあれば、毛布タオルケットは必要なし
ベビー用パシーマ掛	 90 × 120cm	 3,240 円
ベビー用パシーマ敷	 80 × 120cm	 4,320 円
パシーマ・サニセーフ各２枚ずつで	 15,120円
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側生地にオーガニックコットンガーゼ生地を仕様　赤ちゃんに安心を

プレオーガニックコットン使用　純綿ベビーふとん
昨今はシックハウス症候群など、さまざまな物質のアレルギーが増えています。そこで、無農薬・枯れ葉剤を使わ
ずに人手を掛け、太陽の恵みいっぱいに育てられた、テキサス・オーガニックコットンを使ったベビーふとんの登場
です。

側と中わた、オール・オーガニック
側生地には通気性が良くソフトなオーガニックコッ
トン生地を、中わたにはプレ・オーガニックコットン
100％の純綿わたを使って仕立て上げました。

純綿掛ふとん	 102×128cm	 10,800円
純綿肌ふとん	 87×117cm	 9,720円
純綿薄敷ふとん	 70×120cm	 10,800円
掛・肌・敷 3点セット価格だとお買得
	 	 特価 35,800 円

ふとん干しがなかなかできにくい方は、敷ふとんはビラベッ
ク、またはラジカルをお使いください

しっかりと固くて、通気性も向上
ウェーブ
固わた ラジカルベビー敷ふとん
へたりにくく、赤ちゃんの背骨をしっかりサポート
ラジカルベビー敷ふとんはウェーブ状に成型された固
わたを使用しているために、へたりにくくしっかりして
います。また、ウェーブ構造に
より通気性や透湿性に優れたベ
ビー用の敷ふとんです。

ラジカル敷ふとん	 70×120cm	 16,200円

空気ばかりなので、カビのリスクが大幅ダウン

エアーフローベビー敷ふとん
中空素材のブレスエアー、スーパーハードタイプを
使った敷ふとんです。とにかく通気性
が抜群なので、敷寝具で発生しやすい
カビのリスクを大幅に低減するだけで
なく、丸洗いも簡単です。羊毛敷パッ
ドと組み合わせてお使いください。
オリジナル、スーパーハードブレスエアー使用
エアフロー敷ふとん	 70×120cm	 32,400円

生まれたときから地球を大切にする世代

オーガニックコットンの
ベビーふとん用カバー
無着色・無染色だから安全
オーガニックコットンは安全なだけではありません。
農薬や枯葉剤を使わないオーガニックコットンはアレ
ルギーなどにもやさしいだけでなく、栽培課程で地球
への負担が少ない
環境志向の天然素
材です。
これからの未来を託
す子供たちには、地
球環境にも配慮した
素材選びをしていき
たいものです。

オーガニックコットン 2 重ガーゼ
ベビー掛カバー	 102×128cm	 10,800円
ベビー肌カバー	 87×117cm	 9,720円
ベビーフィットシーツ	 70×120cm	 5,400円
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経済産業省 2015 がんばる中小企業・小規模事業者 300 選定　第 9 回グリーン購入大賞　大賞受賞

上級睡眠健康指導士が寝具選びの的
確なアドバイスをいたします
日本睡眠環境学会は眠りの環境、特に眠りと寝具
の関係についての研究を行っています。睡眠環境
コーディネーターは日本睡眠環境
学会が認定する眠りと寝具のプロ
フェッショナル。また、日本で初
めて睡眠を総合的に取り組んでい
る滋賀医科大学睡眠額講座認定
の睡眠指導士も 2 名が取得。体
にあわせた寝具選びのご相談を承

私たちは寝具のグリーン購入を推進
しています
豊かな日本、しかしこの大量消費の使い捨て社会が
いつまでもつづくはずがありません。さわだは、長
く使って買い替えを少なくする、生分解する素材を
使う、リフォームして使う、など地球環境に負荷を
できるだけ与えないような寝具選びをおすすめして
います。
良質の天然素材を使うこと、農薬の使用を減らす素
材を使うことなどです。子供たちの未来のために。
2007 年に第 9 回グリーン購入大賞 中小企業部門 
で大賞を受賞いたしました。

やっぱり、もめんわたは汗をよく吸います

木綿わたで仕立てたベビーふとん
掛ふとんは綿ミックスわた＋肌ふとんは米綿 100%
敷ふとんはインド綿固めわた

丸洗いが容易で、しかも汗を吸収する

テンセルわたベビー掛・肌ふとん
掛ふとんはテンセル 50％ミックス、
肌ふとんはテンセル 100％で丸洗い OK

木綿わたで作ったふとん屋のこだわり
吸湿性の良い、木綿わた掛ふとんと超長綿の肌ふと
んに通気性をアップしてラジカル敷ふとんを組み合わ
せたリーズナブルセットです
FTミックスわた掛ふとん	 102×128cm	 8,100円
純綿わた入り肌ふとん	 87×117cm	 6,480円
インド綿固めわた敷ふとん75×128cm	 8,640円
掛・肌・敷 3点セット価格	 21,600 円

ハウスダストを気にする方に
テンセルわた自体は嵩が出にくいために、掛ふとんは
テンセル50％とアクアダクロン50％の混綿、肌ふと
んはテンセル100％です
テンセル・アクアダクロン掛ふとん
	 102×128cm	 13,500円
テンセルわた肌ふとん	 87×117cm	 12,960円

セットの組合せは自由にしていただけます

吸湿の良い上質の木綿わた
を使いました。掛ふとんは
綿の多いミックスわた（綿
70％、ポリエステル）、肌
ふとんは吸湿性の良い米綿
100％で仕上げています。
敷ふとんは固めのインド綿
100％で仕上げています

ユーカリの木から生まれたテンセルは
製造工程で廃棄物をださず、天然由
来の素材なので吸湿性にも優れてい


