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●掲載されている商品及び価格は2021年8月1日現在のものです。 
●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 
●写真のカラーは印刷インキの都合で実物と多少異なる場合があります。
●ご注文時に商品が在庫切れ、売切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。また、生産中止の場合はご容赦ください。 
●製品には万全を期しておりますが、万一製品に何かお気付きの点がございましたら西川株式会社お客様相談室までご連絡ください。 
●掲載されている写真、コピー等の無断転載を禁じます。
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高品質羽毛の本場
歴史と文化に培われた美しい国ハンガリーで育まれました。

リバクラブの羽毛ふとんにはJ-TASラベルのシリアルナンバーがついています。

ハンガリーは国土の大部分がなだらかな丘陵になっており、ドナウ川などに潤され肥沃な土地が広がっています。古くから農業

や畜産が盛んで、ヨーロッパで唯一アジア系民族の国。温泉大国で名前が姓名の順など日本との共通点も多い国です。また、昼夜

の寒暖の差が大きく、グースの良質な羽毛を育てるのに適しています。リバクラブの羽毛ふとんには、そんなハンガリーの広大で

清潔なグース農場で、のびのびと育てられたグースダウンを使用しています。

リバクラブの羽毛ふとんは、飼育された産地まで遡って追跡調査することができる羽毛のトレーサ
ビリティ監査システムを採用しました。産地から製品仕上げまでトレースができるので安心です。
高品質ハンガリー産ダウンは、日本国内の信頼できる加工会社で一枚一枚丁寧に充填されます。

通常の羽毛ふとん生産工程にプラス
フレッシュアップ加工®で羽毛本来のチカラを引出します。

リバクラブの羽毛ふとんは毎日安心しておやすみいただける
本物の心地良さをお届けします。

フレッシュアップ加工®により約2℃に相当する保温力が向上することが判明。

フレッシュアップ加工®有無の保温性試験

西川の工場では、ダウン本来のチカラを引きだし、磨きあげるために、洗浄・選別されたダウンに
独自の「フレッシュアップ加工®」を施しています。

良質なダウンを選別（5回目の除塵処理）
本来のふくらみを取り戻したダウンをもう
一度吹き上げることで、より良質な羽毛だ
けを再度選別します。また冷却除塵で取り
きれなかったゴミを取り除きます。

フレッシュアップ加工®後と加工前の羽毛で保温力を比べたところ、
衣類の熱抵抗（衣類の温かさの目安）を表すCLO（クロー）値が平均
0.26＝約2℃以上高くなることが結果として証明されました。
※西川（株）調べ

CLO（クロー）値 : 被服の保温力を表す単位
※CLO値は安静に座っている状態の人が感じる被服の保温力を示したものです。

J-TASは、羽毛の産地表示の信頼性向上を目指し、（一社）日本寝具寝装品協会が
開発した羽毛のトレーサビリティ※監査システムです。西川はこのシステムをいち
早く取り入れました。

羽毛の流通が
信頼のある機関に
管理されている

※トレーサビリティとは？
トレーサビリティ（Traceability）とは、トレース（Trace：追跡）とアビリティ（Ability：能力）
を組み合わせた言葉で、｢追跡可能性｣と訳されます。
製品に表示された羽毛原料の産地が、その製品から飼育された産地まで遡って追跡調査すること
が出来るということです。

J-TASラベルがついていると安心

▶ 部分では、トレーサビリティの確認書類の提出や
　 記録など厳重なチェックが行われています。

［通し選別］ ［フレッシュアップ加工®］

産地偽装がない原料
だから安心して購入できる
※羽毛原料は価格高騰等の要因により
　産地偽装が発生することがあります

また、年1回の書類提出や抜き打ち検査もあり、
安心が保たれるしくみになっています。
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西川の工場 リバクラブ会員店へ

輸 入

「縫製」「羽毛充填」「検品・検針」が行われます。良質な羽毛が厳選されます。

ハンガリー
HUNGARY

加工前 加工後

安心 その1 安心 その2

原産地

J-TASのチェック体制



（断面図のイメージ）

羽毛 デッドエアゾーンダブルフェイス® キルティング
上層と下層の間にできる新たな空気層
デッドエアゾーンでさらにあたたかい、
特殊2層構造キルティング

キルティング

HUNGARIAN
Mother White Goose Down 95%

マザーグースダウンのふんわり感をしっかりと活かす、ダブルフェイス®キルティングを使用。

ハンガリーの建造物に見られるアールヌーボー調の
ステンドグラスからインスピレーションを得てデザインしました。

HUNGARIAN
Mother White Goose Down 93%

マザーグースならではの保温力が、快適な眠りへと誘います。

KA01228218   

KA11288218 

KA21338218 

KA31398218 

サイズ 品番 税込価格（本体価格）

羽毛掛けふとん

柄 番　SP1253

詰めもの
重　 量

詰めもの
重　 量

〔SL〕 150×210cm　1.2kg

〔SDL〕 170×210cm　1.5kg

〔DL〕 190×210cm　1.7kg

〔QL〕 210×210cm　1.9kg

242,000円（220,000円）
31 4,600円（286,000円）
363,000円（330,000円）
435,600円（396,000円）

■ ふとんがわ : 綿 100％（100サテン）
■ 詰めもの : ダウン95％ フェザー5％（ハンガリーマザーホワイトグース） 
■ 色 : ピンク〈100〉・ブルー〈800〉（SDLはブルー、DL・QLはピンクのみ）

（断面図のイメージ）

羽毛 デッドエアゾーンダブルフェイス® キルティング
上層と下層の間にできる新たな空気層
デッドエアゾーンでさらにあたたかい、
特殊2層構造キルティング

キルティング

KA01187217   

KA11247217 

KA21277217 

KA31337217 

サイズ 品番 税込価格（本体価格）

羽毛掛けふとん

柄 番　SP1252

〔SL〕 150×210cm　1.2kg

〔SDL〕 170×210cm　1.5kg

〔DL〕 190×210cm　1.7kg

〔QL〕 210×210cm　1.9kg

203,500円（185,000円）
264,550円（240,500円）
305,250円（277,500円）
366,300円（333,000円）

■ ふとんがわ : 綿100％（80サテン）
■ 詰めもの : ダウン93％ フェザー7％（ハンガリーマザーホワイトグース）
■ 色 : ピンク〈100〉・ブルー〈800〉（SDLはブルー、DL・QLはピンクのみ）

ハンガリーの伝統的なカロチャ刺繍の
色鮮やかなお花のモチーフで華やかなデザインに仕上げました。

ダウンパワー

430
cm3/g

ダウンパワー

430
cm3/g

ブルー

ピンク

ピンク

ブルー



詰めもの
重　 量

詰めもの
重　 量

（断面図のイメージ）

羽毛
2層 キルティング
2層構造でふんわりあたたかい

キルティング キルティング

立体 キルティング
軽量仕立てであたたかい

HUNGARIAN
White Goose Down 93%

光沢としなやかさに優れた綿 100％。肌触りも心地よいふとんです。

HUNGARIAN
Gray Goose Down 90%

リヨセルを使用したしなやかな生地が魅力です。

KA01126216   

KA11166216 

KA21186216 

KA31226216 

サイズ 品番 税込価格（本体価格）

羽毛掛けふとん

柄 番　SP1251

〔SL〕 150×210cm　1.2kg

〔SDL〕 170×210cm　1.5kg

〔DL〕 190×210cm　1.7kg

〔QL〕 210×210cm　1.9kg

137,500円（125,000円）
1 78,750円（162,500円）
206,250円（187,500円）
247,500円（225,000円）

■ ふとんがわ : 綿100％（80サテン）
■ 詰めもの : ダウン93％ フェザー7％（ハンガリーホワイトグース）
■ 色 : ゴールド〈490〉・ラベンダー〈601〉（SDLはラベンダー、DL・QLはゴールドのみ）

KA01955215   

KA11125215 

KA21145215 

KA31175215 

サイズ 品番 税込価格（本体価格）

羽毛掛けふとん

柄 番　SP1250

〔SL〕 150×210cm　1.2kg

〔SDL〕 170×210cm　1.5kg

〔DL〕 190×210cm　1.7kg

〔QL〕 210×210cm　1.9kg

104,500円  （95,000円）
135,850円（123,500円）
156,750円（142,500円）
188,100円（171,000円）

■ ふとんがわ : 再生繊維（リヨセル）70%  ポリエステル30%
■ 詰めもの : ダウン90％ フェザー10％（ハンガリーグレーグース）
■ 色 : オレンジ〈460〉・ブルー〈800〉（SDLはブルー、DL・QLはオレンジのみ）

ハンガリーで今もなお愛されている、王妃エリザベートへの
オマージュを込めて、その豪華な衣装のデザインをアレンジしました。

ハンガリー独自のアールヌーボー建築を美しく彩る
陶磁器のデザインをアレンジしました。

ダウンパワー

410
cm3/g

ダウンパワー

390
cm3/g

（断面図のイメージ）

羽毛

ゴールド

ラベンダー

オレンジ

ブルー


