プロが味方！失敗しないベッド選び

岡本は､ベッドを売るのではなく
「よい眠り」を

プロが味方！失敗しないイス選び

岡本は､イスを売るのではなく
「くつろぎ」を

3+

お客様から「先日旅行で泊まったホテルのベッドが良かった
ので、同じシモンズベッドありますか」とよく聞かれます。

◎高級ホテルの寝心地 帝国ホテル、東京ステーションホテル、シェ
ラトン、ハイアットリージェンシー、ザ・リッツカールトン、豪華客船･
飛鳥、ディズニーホテルなどで採用されているシモンズベッド｡
◎シモンズの特長 ポケットコイルが｢点｣で体を支えて体圧を分散し､
睡眠中のあらゆる動きに細かく的確に対応します｡身体の軽い部分は浅
く､重い部分は深く沈み､自然で快適な寝姿勢を保ちます｡コイルの線
径､長さ､詰物､キルティング､ピロートップにより、寝心地を決めます。
世界 91 カ国で愛用､眠りの世界基準｡当店シモンズ正規販売店

ホテル仕様のダブルクッション

スイートルームのピロートップ＋引出付

ご婦人のお客様から
「寒くなると関節が
痛く､硬くなるため､
起き上がるのがつら
い ｡特に 夜中にト イ
レに行く時が大変｡」
そこで当店で提案！ この電動リクライニングマットレスは、２モー
ター内蔵のマットレスでボタン１つで背・足が別々に上がりま
す。だから起き上がりが楽。ベッドは苦手な方でも 21cm の厚さ
のため、ふとん感覚で使えます。和室で電動フトン｡また、
今お使いのベッドで使えば、電動ベッドに早変わり｡足がむくんだ
時は足だけでも上げられます。詳しくは裏面､または当店で体感してください｡

←“ベッド買うならココ一番”紹介動画

≪失敗しないマットレス選び≫
当店では実際に寝て比べられます｡

人は直立したとき、背骨はゆるやかなＳ字カーブ
を描きます。仰向けに寝た場合にも、このＳ字カ
ーブを維持するとよく、横向きに寝た場合、寝姿
勢を横から見たときには背骨がまっすぐになり、
肩を圧迫していないとよいと言われています。
★「かため」連結コイル
・体が沈み過ぎない(体重の軽い人に
は硬く感じる)｡
・通気性に優れている｡
・寝返りがしやすい｡
・保温性に欠ける(ベッドパッドで調整可)｡
・寝心地が硬く感じられる。
・体重の重い方で、筋肉質の方向き｡
・あおむけ寝で、寝返りの多い人向き｡
・腰痛の方に良い。
★「やわらかめ」低反発マットレス・テンピュール
・包み込まれるような寝心地。
・体圧分散性が高い。
・保温性が高い。
・寝返りがしにくい。
・通気性が悪く、夏場暑苦しい(調整可)。
・筋肉量が少ない方向き。
・横向き寝で、寝返りの少ない方向き。
・手にしびれがある方、五十肩の方向き。
★「中間」ポケットコイル 詳しくは､岡本で

腰を手術したお客様が「チラシにあった人間工学で作った
イス。本当に腰痛の人でも使えますか？私は手術をして、
立っているか、寝ているかで、家族と一緒に座って食事を
したい。ぜひ座らせてもらえますか？」と。
私も腰に負担がなく、体圧が分散する
という説明を受けていましたが、はたし
て腰の手術をした人でも大丈夫かと思い
ました。しかし、実際に座ってもらいま
したら、ナント座ることができました。
そこで私の経験でひじ付で回転できる
ものを勧めました。椅子から立つ時に腰
をひねることで腰痛を悪化させることが
あるからです｡回転することで体位をかえ
て負担なく立ち上がることができます。
※症状により効果は異なります｡
人間工学研究所の全国 3 万人のデータと心理計測、生体計
測の約 1000 人の独自データから作られた座り心地研究の椅
子。是非、実際に座って体感してみてください。
岡本では カリモクマイスター＆ インテリアコーディ
ネーターがアドバイス致します。
下の商品は一例です｡ぜひ体感してください｡

←“カリモク家具買うならココ一番Ⅱ
座り心地研究のイス”紹介動画

★「座る」は「立つ」よりも疲れる!？

立っていると疲れるから座る。でも座ってい
ると腰が痛くなってしまう。そこで「座ると骨
格はどうなる？」「血流は？」「酸素の消費量
は？」「心拍数は？」あらゆる角度からアプ
ローチした結果、「人間のからだは立ち姿勢
こそが自然な姿勢である(背骨のＳ字カー
ブ)」ということでした。言い換えれば、「座
ることは不自然なことである」という事です。

★日本人は欧米人より腰痛になりやすい!？

椅子はもともと欧米人が作った道具。日本人
と欧米人では体格に大きな違いがある。骨
格、骨の数はどちらも同じですが、背骨と背
骨のクッションの役目をしている椎間板が数
は同じでも、欧米人の方が大きいのです。無
理な姿勢で長時間座ると日本人は椎間板が
小さい分、負担がかかります。ということは、
日本人こそ椅子にこだわり、自分たちのから
だに合ったものを厳しく吟味する必要がある。

★いい椅子に座ると自然と姿勢もよくなる

←高級車『レクサス』のシートと同じ
クッション構造(フュージョン)を使用｡

家具インテリア岡本

目指すべきところは「からだへの負担が限り
なく小さく、自然体でいられる椅子をつくる
こと」そして、さらに、いい椅子に座ると姿勢
が良くなる。腰かけると自然に背中、お尻、脚
が本来あるべき位置へと導かれ、正しい姿勢
で座らざるを得なくなるのです。
つまり、座った時の体圧が断層的に広く分散
し血流を妨げず、かつ背骨がＣ字にならずＳ
字になるような姿勢をサポートする背もた
れとシートの構造である。

保存版

プロが味方！失敗しないインテリア選び

後で必ずお役
に立ちます｡

憧れのシモンズベッドがこの価格(２台買うとさらにお得)

ｶｰﾃﾝ
紹介
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岡本は､インテリアを売るのではなく
「快適さ」を
安
【お客様の声】

岡本喜雄 プロフィール
東松山市生まれ。松山幼稚園、松
一小、松中､川越高校、慶應義塾大
学経済学部卒業。家具総合商社を
経て､㈱岡本へ入社｡
小さい頃から小児ぜんそくを患い
病弱な幼少期｡一念発起して小学
5 年で柔道、中学校ではバレーボ
ールを始める｡バレー部では県体
３位。母からは身体だけ気を付け
るようにと教えられる。
当店は昭和６年（１９３１年）に
総桐箪笥の製造販売で創業、私は
桐箪笥職人の父の跡を継ぎ 2 代
目です｡生まれた時から家具に囲
まれて育ち､遊び場はいつも家具
工場｡そのため家具へのこだわ
り､思い入れは人一倍強いものが
あります｡そして､幼少期の経験
から身体によい、健康、安全、安心
を重視し､「よい眠り」「くつろぎ」
「快適」な家具・インテリアを扱っ
ています。日本製家具を中心に､
シックハウス(新築病)等の健康被
害の少ない F☆☆☆☆の商品を置
いております｡輸入品(中国・ベト
ナム等)から比べるとちょっと高
いかもしれませんが､安心安全健
康面をも重視しています。
ぜひ､お気軽にご来店ください。

“プロが味方”を実感しました。

店内で選んだサンプルを実際のお部屋で試着してみると、お店で見ていた時との
イメージの違いにビックリ！インテリアコーディネーターの方がおススメのカーテン
をたくさん持ってきてくれて、助かりました。本当に部屋にカーテンを試着して選ぶ
ことが出来て良かったです。カーテン以外にもブラインド、シェード、ロールスクリー
ン、そして家具･じゅうたんなどもトータルに相談出来たこともとても良かったです。

ホテル仕様のダブルクッション

スイートルーム仕様のピロートップ

シングル

シングル

120,000 円(税込)
セミダブル 140,000 円(税込)

※２台買うと､40,000 円引

210,000 円(税込)
セミダブル 230,000 円(税込)

※２台買うと､70,000 円引

座る贅沢。リクライニングチェア『ザ・ファースト』

フランスベッド 防ダニ､抗菌消臭
背上げ角度､最大６０°
脚上げ角度､最大３０°

カリモク家具の最先端の人間工学から生
まれた､全く新しいリクライニングチェ
ア。脳波を研究し､心地良さをデザインし
た。一切の操作なしで､背と座､ヘッドレス
トまで最適な角度に変わる。
５つのデザインと､革製､布製､４つのサイ
ズから選べます。埼玉北ショールームに展示｡

128,000 円(税込)
セミダブル 158,000 円(税込)
シングル

扉･引出を５０色から選べます
幅は､60,100,118,141,157 上置別
例）幅 118×奥行 49×高さ 205
198,000 円

修理工房

４０年以上続くロングセラー『コロニアル家具』

99,900 円(税込)

・イス・ソファ張替
・ブラインド等修理
他店で買ったものでもＯＫ
詳しくは､当社ホームペ
ージをご覧ください｡

ミラショーン､バラ色の暮し､大人のディズニーカーテン全柄展示

移動ショールーム車
家具･カーテン･ブラ
インド・スクリーン･
じゅうたん等のカタ
ログ･サンプル持参｡

カーテン試着
お客様の窓に実際にカ
ーテンを当てて選べ､
インテリアコーディネ
ーターがアドバイス｡

インテリアコーディネーターがお客様の窓に最適なものを提案

小さな工事でも喜んでお受けします
・クロス張替工事：汚れ防止､消
臭､抗菌､吸放湿､ペット用クロス
・床工事：じゅうたん､タイルカー
ペット､コルク､クッションフロア
※出張・見積・アドバイス無料

家具インテリア岡本 間口は狭いが､中は広い

サーイイシナ１番

お客様専用無料電話:０１２０-３１１４７１

飛騨産業 穂高

いい家具はクッションを替
えて永く使ってください｡
※カーナビは､0493-22-0348 を入力
※駐車場は道をはさんで斜め前にあります。

※携帯電話からは、０４９３-２２-０３４８へ
昭和 6 年(1931 年)創業
２階リビング･ダイニング売場

◎縦型ブラインド､横型ブラインド､ロールスクリーン､木製ブラインド､プリーツスクリーン､シェー
ド､すだれ､アコーディオンドア等の一流メーカー品を取り扱い、しかも安く。
◎量販店のオリジナル品とは違います｡工事専門のスタッフが取り付けいたします｡

開催日時：毎日午前 10 時から午後 5 時
(水･木休館日、土日･祝日は開館)
場 所：埼玉北ショールーム(関越･本庄ＩＣより約５分)
※カーナビは､℡：0495-33-3361 で入力
※無料送迎いたします(要予約)

電動リクライニングマットレス(２モーター内蔵)

インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーター､宅地建物取引士、 選べる５０色 食器棚専門メーカーがこの価格
増改築相談員､カリモクマイスター､スリープアドバイザー、電動ベッドアドバイ
ザー､ファイナンシャルプランナーＣ Ｆ Ｐ Ⓡ､１ 級ファイナンシャル･プラニング
技能士、防火壁装施工管理者､管理医療機器営業管理者が出張･見積無料。

県下最大級！ 2000 点展示
お好みのカーテンをお
選びください｡おまか
せコースもあります。

カリモク家具埼玉北ショールームご招待

岡本

家具インテリア

東松山市材木町１４-２☎0493-22-0348㈹
１階・地下カーテン売場 ３階ベッド売場

FAX.0493-23-8733
営業時間：AM10:00～PM7:00（土･日 PM8:00）水曜定休
※メーカーの都合により価格変更の場合がございます。ご了承ください。

家具インテリア岡本

検索

