
   
  
 

ＮＡＳＡの技術から生まれた爽やかさは実証済み、 

いつも快適な眠りに調温してくれるアウトラスト掛ふとん

さわやか快適、アウトラスト掛ふとん 
側地：綿 100％  
中綿：ポリエステル１００％、抗菌防臭加工わた使用 

サイズ：シングル 150×210 ㎝ 1.5 ㎏ ￥19800 
    ダブル  190×210 ㎝ 1.9 ㎏ ￥25800 
＊株式会社ルナールが日本で企画・生産しています。 日本製

寝苦しい汗ばむ季節にも素早く熱を吸収、発散してくれるアウトラスト素材を 

掛ふとんに使用。 その性能は NASA のスペースシャトルでも宇宙飛行士たちを守る 

素材として実証済み。 アウトラストが温度により変化して熱を吸収、発散,蓄熱して

年間を通じて快適な温度に調節してくれます。 暑さの厳しい季節にも快適に眠れま

す。 汗や汚れも家庭で丸洗いでき清潔に保てます。 中綿には抗菌防臭加工を施し雑

菌の繁殖も防ぐ東洋紡フィルハーモニィを使用、中空繊維だから吸水・速乾性にも優れ

ています。  

年間を通じてご使用いただける快適アウトラスト掛ふとん！ 

お問合せは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 



   
  
 

ＮＡＳＡの技術から生まれた爽やかさは実証済み、 

いつも快適な眠りに調温してくれるアウトラスト敷パット

さわやか快適、アウトラスト敷きパット 
側地：綿２０％・ポリエステル８０％、 

東洋紡高密度生地「アルファイン」使用 
中綿：ポリエステル１００％、抗菌防臭加工わた使用 

サイズ：シングル 100×205 ㎝ 0.5 ㎏ ￥14800 
    ダブル  140×205 ㎝ 0.7 ㎏ ￥19800 
＊株式会社ルナールが日本で企画・生産しています。 日本製

寝苦しい汗ばむ季節にも素早く熱を吸収、発散してくれるアウトラスト素材を 

敷パットに使用。 その性能は NASA のスペースシャトルでも宇宙飛行士たちを守る 

素材として実証済み。 アウトラストが温度により変化して熱を吸収、発散,蓄熱して

年間を通じて快適な温度に調節してくれます。 暑さの厳しい季節にも快適に眠れま

す。 汗や汚れも家庭で丸洗いでき清潔に保てます。 中綿には抗菌防臭加工を施し雑

菌の繁殖も防ぐ東洋紡フィルハーモニィを使用、中空繊維だから吸水・速乾性にも優れ

ています。 着脱はワンタッチの４ヶ所ゴムベルト付。 

年間を通じてご使用いただける快適アウトラスト敷きパット！ 

お問合せは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 



   
  
 

身体の体圧分布に合わせてやさしく受け止め、負担を軽減  

そのもちもち感が堪らない、エンジェルタッチ枕「LUNA」  

この枕の特徴はポリエステル繊維を使用した中わたでありながら そのモチモチし

た感触とマシュマロのような肌触りと高いクッション性。 それは「LUNA」がこれま

での繊維とまったく違う分子構造の PTT 繊維｛ポリトリメチレンテレフタレート繊

維｝でできているから。 そのしなやかさともちもちとした柔らかさはこの新素材と

高密度に織り上げられた特殊側地との組み合わせにより生み出された魅力的な感触

です。 その魅力を素肌で感じていただければ手放せない枕です。形態安定性にも優

れ、ヘタリにくく、ウレタンなどに比べて通気性も良く蒸れ難くい素材です。 お使

いいただけばきっとその柔らかさのとりこになってしまいます。 ポリエステル繊維

でありながらまるで低反発素材のような感触の生まれた繊維です。 大手国内航空の

機内プレミアムシート用ピローにも採用され、大手ホテルにも次々と採用されつつあ

る快適枕です。 

お問合せは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 

天使の肌触り エンジェルタッチ安眠枕「LUNA」 
側地：ポリエステル 32%、指定外繊維（リヨセル）68％、

中わた：ポリエステル 100％、PPT 繊維使用、     

中わた量：Ｍ：750ｇ、Ｌ：980ｇ          
サイズ：M：43×63cm、L:50×70cm、LL:43×120cm 

 日本製 

＊ 繊維わたの特性上、徐々に劣化して 
くることはご了承ください 



 

快適に温かく眠れる感温カプサイシン加工敷毛布 

商品に関するお問い合わせは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781Fax06-6329-4783 

健やか快適、唐辛子エキスが代謝を高めて 
温めてくれる カプサイシン加工敷毛布 
パイル部：アクリル 100％、温感加工 

グランド：ポリエステル 100％ 

サイズ：100×205cm  4 ヵ所ゴムベルト付 

￥８，０００     日本製 

 

毛布の産地大阪・泉大津で企画・

製造した敷毛布は密度高く編み

上げられた毛足が優しい肌触り

と温かさをお届けします！ 

（カプサイシン＋ハーブエキス）温感加工サーモグラフテスト 
女性の左右の足に温感加工を施したものと未加工の毛布生地を履き、 
着用前・着用後 22 分後・脱衣後放熱 22 秒後を測定した結果 

 

  

 

  

 

 

新陳代謝を高めて身体を温めるよう温感加工を使用 
カプサイシン＋ハーブエキス    

唐辛子の辛味の主成分「カプサイシン」の働きにより、血管を拡張し血流が増加する 
ことで血行がよくなり身体の心からほかほか温かくなることが知られています。 

その効果を利用して敷毛布に加工、布団に入ったあとから作用し身体から温かくして 
眠れるよう企画した敷毛布です。 ご家庭尾でも簡単に丸洗いでき清潔に保てます。 

布団にもベットにも 

使えるワンタッチ 

4 ヵ所ゴムベルト付 

大阪府立産業技術総合研究所 左足：未加工 右足：感温加工 



   
  
 

ＮＡＳＡの技術から生まれた爽やかさは実証済み、 

いつも快適な眠りに調温してくれるアウトラスト低反発快眠まくら 

さわやか快適、アウトラスト使用低反発快眠まくら 
枕カバー：側地：綿 100％、中綿：ポリエステル 100％、

アウトラストシート入り  
枕本体：高通気・低反発ウレタンフォーム 100％ 
サイズ：30×45×6～8ｃｍ  ￥１５，０００ 
＊株式会社ルナールが日本で企画・生産しています。 日本製

寝苦しい汗ばむ季節にも素早く熱を吸収、発散してくれる 

アウトラスト素材を枕カバーに採用。その性能はＮＡＳＡの 

スペースシャトルでも宇宙飛行士たちを守る素材として実証 

済み。 アウトラストが温度により変化して熱を吸収、発散 

蓄熱して年間を通じて快適な温度に調節してくれます。  

暑さの厳しい季節にも快適に眠れます。 汗や汚れも家庭で 

丸洗いでき清潔に保てます。 中材には頭や肩の負担を軽減 

する低反発・体圧分散フォームを使用、従来の通気性が悪く、

洗えない低反発素材とは全く違う高通気性を持つため吸汗・ 

速乾性にも優れています。家庭で丸洗いできます！  

年間を通じて快適アウトラスト低反発快眠まくら！ 

お問合せは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 

高通気・低反発フォームの秘密は 
このセル壁面の気孔にあります。 
通気性・水切れもよく丸洗いができ

る低反発枕になり清潔に保てます。 



 
NewType 宇宙開発から生まれた話題の低反発安眠枕 

 首と肩の空間をうめて肩・背中から受け止めてくれる新しいタイプの低反発枕 

新しい低反発枕の秘密は肩口のカーブにあります！ 
従来の低反発枕は首と肩や背中との間に隙間ができ、肩口の冷えるなどの声があり、 

より肩から背中へのサポートを強化するため、この新しい形が開発されました。 

低反発・衝撃吸収ウレタンフォームを使用、頭をのせると体温と 

重さに合せてゆっくりと沈み込み、 頭の凹凸に合せてかたちを 

変化させるので 首や肩に負担がかからず筋肉の緊張を和らげ、 

血行も妨げないのでリラックスして眠れます。 

ゲルマニウム鉱石パウダー配合で 

体調を整えリラックスして眠れます。 

     （＊家庭洗濯できます。洗濯ネットをご使用の上、弱水流で洗濯して下さい。） 

低反発安眠枕 NEWTYPE 

側地：綿 75％・ポリエステル 25％、シンカーパイル地使用

中材：低反発衝撃吸収ウレタンフォーム 100% 

   ゲルマニウム鉱石配合、高通気度フォーム使用 

サイズ：４０×５０×８cm   

商品のお問い合わせは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 

 ショルダー枕 



                       

清潔寝具 驚くほどの軽さとボリュームをさらにしっかり 
NEW 軽くて暖かい 3 層軽量敷布団 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

特殊成型ウレタンの凹凸部分を強化、 
芯材部分に 50mm 厚芯を使用、 
より硬くしっかり安定感が増して軽くて暖か、 
柔軟性は失わずふとんの上げ下ろしも楽々！ 

 
＊中綿には中空繊維を使用、空気をたくさん抱え込むので保温性に優れて 
います。しかも、ホコリを出さないノンアレルギー素材でウォッシャブル。 

  ＊繊維が太く、コシの強い耐久性に優れた綿を使用、だから軽くて暖かく、 
   吸湿・発散性にも優れてります。                     
  ＊中芯には特殊成型された硬質のｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを使用することにより 従来の敷布団に比べて 
   40％も軽く、しっかり身体を支えて寝心地快適。 中芯にはたくさんの気泡が含まれて 
   いるので 断熱効果も高く、暖かく眠れます。 湿気も素早く吸排出する空気の通路が 
   あるのでいつもサラッと快適。 
  ＊中芯は特殊な形状に仕上げられているので折り曲げ自由自在、製品重量はシングルで 

  たった約 3.5kg だから ふとんの上げ下ろしも楽々！ 
     
  側地：綿 100%、中綿：ポリエステル 100％、 
     インビスタ社ダクロン・ホロフィルⅡ使用 
  ｼﾝｸﾞﾙ：100×205cm 巻綿 1.6kg、  
  中芯：特殊成型硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 100%1.5kg  

 ﾀﾞﾌﾞﾙ：135×205cm 巻綿 2.2kg、  
 中芯：特殊成型硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 100%2.0kg 

この軽さは驚き、 
約 3.5kg で軽々！ 

お問合せは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 



 

   インビスタ社ダクロン・ホロフィルⅡ使用 
あたたかダクロン・ホロフィルボア敷きパット 

   
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

     

商品のお問い合わせは 

株式会社ルナール 

533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19

Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 

あたたかダクロン・ホロフィルボア敷きパット

素材：パイル部：ポリエステル 100％、 
インヴィスタ社ダクロン/ホロフィルⅡ使用 

   グランド部：ポリエステル１００％、４隅ゴムバンド付、 
シングル 100×210cm、ダブル 140×210cm 毛足約３cm 
シングル￥１８，０００ ダブル￥２５，０００ 

清潔で軽くて温かい 4穴気孔を持つホロフィルⅡを敷きパットの毛足に密度濃く編み上げた 

敷毛布パットは毛足が長くふんわり柔らか、ぽかぽかの敷毛布でぐっすり安眠。

天然のウールボアのように汗や水分をすばやく吸収・発散していつもドライな状態に保つので

保温性も低下せず、皮膚呼吸や体温調節がスムーズに行え、さらっとした温かさで眠れます。

復元力にも優れ、ふんわり感が持続。 その風合いはまるで羊に包み込まれているよう、長い

毛足が絡み合い、体温を逃さず外気を遮断して保温します。汗や汚れは手軽に家庭で洗濯機で

洗えるのでいつも清潔に保てます。 着脱はワンタッチ、4ヶ所ゴムベルト付 

 特殊中空構造のホロフィル繊維をボ

アに使用してたくさんの空気を 
内包するので保温性に優れ、体温を 
逃さず暖かく包み込んでくれます。 
                                 



 



  
  
  
  

天使のようなやさしい肌さわりともちもちした感触！ 

身体を預けて負担を軽減、体圧分散してメタボの呼吸介助にも、

エンジェルタッチ・マルチボディサポート枕 

天使の肌触り エンジェルタッチ・ボディサポート枕 
 「ルナドリームα」 
側地 ：ポリエステル 80％/綿 20％,スノーホワイト使用、    

中わた：ポリエステル 100％、PTT 繊維 2.3kg         

サイズ：38×230cm   日本製 

お問合せは 

株式会社ルナール 

533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 

Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 

疲れているけど中々寝付けない、寝苦しくて寝返りばかりで熟睡できないなど 
お困りの方々にご提案！ 

テイジン・クリスタ繊維を使用した天使のような肌さわりともちもちした感触でやさしく 
身体を受け止め、体圧を分散して自分に掛かる負担を軽減してくれるご機嫌な枕登場！ 

縫い目に合わせて折り曲げれば使い方自由自在！ 
左右を折り曲げればやさしく身体を包み込んでくれるような

U 字型に、L 字に曲げれば腕枕をされるような感触に、 
伸ばせば全身を受け止めてくれるロングサイズの抱き枕に、 
しかも、その感触がマシュマロのようなモチモチ感で体圧を

分散するので押し返しもないから身体もラクラク、安心して

身体を預けられます。 ほこりも出にくく、クリーン！ 

折り返す向きで高さも調節できる 
快適ボディサポート枕 

・内側に折り返せば低く使える 
・外側に折り返せば高くなります 
・自分に合わせた高さ調節できます 
・片折りすれば うで枕と抱き枕に 

特許出願済 



 



寝返りもスムーズ、横向け寝対応・吸水速乾 
スウェットセンサー使用 

快適清涼低反発まくら  

           
 
 
 
 
 
  

 
 

お問合せは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19 
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783 



 



    

   静脈還流を促進して疲労による疲れやむくみを軽減するマット

長時間の立ち仕事や座姿勢による疲労や 

血行不良による疲れやむくみを寝姿勢に 

角度をつけることにより血流の静脈還流を 

助けて血行を促進、むくみを軽減してくれる 

マットです。 垂直に懸かる腰への荷重も 

軽減して不思議な寝心地！ 

枕の高さを調節すれば従来と同じ感覚で 

違和感なく眠れます。 

 

商品に関するお問い合わせは 
株式会社ルナール 
533-0014 大阪市東淀川区豊新 5-4-19
Tel06-6329-4781Fax06-6329-4783 

静脈還流を助けて疲労回復、健康傾斜マット

側地：綿 100％、 
  中材：硬質ウレタンフォーム 100％、3 ッ折タイプ 
   サイズ：100×210×３～10cm  

      ￥15,000 

長時間のデスクワークや立ち仕事で足もむくみ、腰もだるくて 
お疲れのあなたに！ 静脈還流を助けて疲労回復、健康傾斜マット

＊ ご注意：健康状態により高血圧や 
心臓疾患など持病をお持ちの方は 
医師にご相談の上、ご使用ください。

 



533-0014 5-4-19
Tel06-6329-4781 Fax06-6329-4783
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