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寝心地をカスタマイズできる新機能マットレス 

新商品「リバーブル 01」発売開始のお知らせ！ 

 

スリープセレクト(株式会社スリープセレクト 本社：東京都港区、代表取締役社長 西村秀之）は、 

マットレスに付随するトッパーを反転させることにより寝心地をカスタマイズできる新商品「リバーブル 01」を 

スリープセレクト全店(全国 13 店舗)にて 2015 年 7 月 13 日（月）より、発売開始致します。 

 

 
 

【新商品の特徴】 

1. 表がソフト面、裏がハード面のリバーシブルトッパーをひっくり返して寝心地のカスタマイズが可能。 

  ・表がソフト面、裏がハード面のリバーシブルトッパーを簡単にひっくり返す事ができ、 

簡単に寝心地をカスタマイズする事ができます。 

・トッパー、マットレスそれぞれ単体で使用することもできます。 

 

2. トッパーは素材の違う 3 種類からお好みに合わせてセレクト可能。 

  ・トッパーは①100%合成ラテックス、②ジェルラテックス、③エアロレイヤーの 3 種類を 

用意しておりますので、その中からお好みに合わせてセレクトして頂く事により、 

   簡単に自分だけの心地良い寝心地へカスタマイズする事ができます。 

 

3. 固定用バックル(国際特許申請中)にてマットレスとトッパーを簡単に取り外し可能。 

  ・トッパーとマットレスはバックルで固定されており、簡単にトッパーを取り外す事ができます。 

   この固定用バックルは弊社独自技術であり、現在、国際特許申請中です。 
  

本リリースに関するお問合わせ 

株式会社スリープセレクト 営業本部 金城 智志 

〒107-0061 東京都港区北青山 2-13-5 青山サンクレストビル 2 階 

TEL 03-5413-6600 FAX 03-5413-6777 

E-mail tomoyuki.kaneshiro@sleepselect.co.jp 
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【トッパーの仕様】 

 

  

 

【マットレスの仕様】 
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【リバーブル 01 価格表】 

 

  

【スリープセレクト概要】 

 

 

 

■コンセプト 

Create Your “SLEEP LIFE”  SLEEP SELECT は快適なあなたの眠りをサポートします。 

 

■取扱ブランド 

テンピュール®ブランド、シーリーブランド、スリープセレクトオリジナルブランド 
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【テンピュール®概要】 

                                                       

 

 

【シーリー概要】 

ホテル納入実績                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ザ・リッツ・カールトン 東京
・ザ・リッツ・カールトン 沖縄
・フォーシーズンズホテル

- フォーシーズンズホテル丸の内 東京
・コンラッド東京
・セント レジス ホテル 大阪
・シャングリ・ラ ホテル 東京
・ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
・ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ
・シェラトン ホテル＆リゾート

- シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
- シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
- 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
- 神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
- シェラトンホテル札幌
- シェラトンホテル広島
- シェラトン都ホテル大阪
- シェラトン都ホテル東京

・プリンスホテルズ＆リゾーツ
- ザ・プリンス箱根
- ザ・プリンス軽井沢
- グランドプリンスホテル新高輪
- グランドプリンスホテル京都

・ホテル椿山荘 東京
・小田急 山のホテル
・小田急ホテル はつはな
・ホテルニューグランド
・ホテルメトロポリタン丸の内
・パレスホテル大宮
・パレスホテル立川
・旭川グランドホテル
・神戸ポートピアホテル
・扉温泉 明神館
・強羅花壇
・箱根・翠松園
・ルネッサンス リゾート オキナワ など

テンピュール®素材は、元々NASAがロケット打ち上げ時

に宇宙飛行士にかかる圧力を軽減するために開発した

ものです。米国宇宙財団より「認定技術」ロゴの使用を

許可された唯一のマットレス＆ピローメーカー。 

1991年にデンマークのテンピュール・ワールド・ダン・フ

ォーム工場で、テンピュール®素材を大規模に生産す

る準備が整い、枕、マットレス、クッションなど様々な製

品に形を変えて、世界中の人々に愛されるブランドへ

と発展しました。 

海外（主として北米ホテルチェーン） 

・Four Seasons Hotel
・Starwood
・Pan Pacific
・Beverly Hills Hotel
・Hyatt Hotels
・Ritz-Carlton
・Disney Hotels Cruise Lines
・Gaylord Enterprises (Opryland)
・Marriott International

・Intercontinental Hotels Group
・Best  Western Carlson 

Hospitality  Worldwide 
・Suburban Hotels
・U.S. Franchise Systems 
・Holland American Cruise Lines
・WestCoast Hospitality/Red Lion
・Wyndham Hotel Group
・Mandarin Oriental

・ACCOR
・Cendant
・Choice
・Fairfield Resorts
・Harrah’s Entertainment
・LaQuinta
・Loew’s
・Valiant etc
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■ 商品 中心価格帯(税抜) 

シーリーブランド マットレス---￥200,000～￥300,000      

シーリーブランド フレーム---￥100,000～￥150,000       

シーリーブランド ピロー---￥10,000～￥20,000           

テンピュール®ブランド マットレス---￥200,000～￥300,000  

テンピュール®ブランド フレーム---￥200,000～￥300,000   

テンピュール®ブランド ピロー---￥10,000～￥20,000       

 

以上 

＜会社概要＞ 

■社名         株式会社スリープセレクト  

(旧社名 株式会社シーリージャパン 2014年7月1日に社名変更いたしました。) 

■本社所在地     東京都港区北青山2-13-5 青山サンクレストビル2階 

■事業内容       住宅用普通ベッド、業務用ベッドの製造販売、家具輸入販売     

■資本金        7,800万円             

■代表取締役社長  西村 秀之 
（略歴：早稲田大学政経学部経済学科卒。第一勧業銀行入行。為替ディーラー、DKB Financial Futures Corp（シカゴ）、 

米国みずほ証券にて経営企画、帰国後みずほ銀行本店にてM&A業務に従事。2004年シーリージャパン入社。 

2005年12月代表取締役社長就任。2014年7月同社社名変更。株式会社スリープセレクト代表取締役社長。） 

 


