
300g200g150g補充量　原毛

■ 特殊サイズ羽毛掛けふとんリフォーム料（ふとんがわ料を含む）

■ ダウンケットリフォーム料（ふとんがわ料を含む）

■ 羽毛掛けふとんリフォーム料（ふとんがわ料を含む） ■ アイダーダウン補充羽毛料  ※充填料はリフォーム料に含む

■ 各種補充羽毛料  ※充填料はリフォーム料に含む

■ オプション料

西川チェーン専門店 羽毛ふとんナチュラルリフォームシステム価格表

キ ン グ

2.3倍2.0倍1.2倍
クィーンセミダブルサ イ ズ

羽毛掛けふとん
シングルサイズリフォーム料
（ふとんがわ料含む）の

ダ ブ ルシ ン グ ルキ　ル　ト柄番・配色
KS0800
●ピンク、ブルー、
　ベージュ

ヨーロッパキルト
（市松キルト）

ダ ブ ル 200g100g50gシ ン グ ルキ　ル　ト柄番・配色

ポーリッシュマザー
ホワイトグース

95％（ホワイト・コウダ®）
¥16,500＋税/100g
ポーリッシュマザー
ホワイトグース

93％
¥12,100＋税/100g

アイスランディック
アイダーダウン

95％
¥68,750＋税/50g

ポーリッシュ
ホワイトグース

90％
¥8,250＋税/100g

ホワイトグース
90％

¥4,400＋税/100g

KS0807
●ピンク、ブルー

KS0805
●ベージュ、ブルー

KS0809
●ピンク、ブルー

KS0802
●ピンク、ブルー

KS0801
●ブルー、ブラウン

¥15,400 （税抜き14,000）
¥5,500 （税抜き5,000）
¥3,300 （税抜き3,000）
¥3,300 （税抜き3,000）
¥3,300 （税抜き3,000）

KS0800
●ピンク、ブルー、
　ベージュ

KS0810
●ベージュ、レッド

KS0810
●ベージュ、レッド

アイダーステークキルト
（アイダー専用特殊キルト）

綿50％（海島綿）  再生繊維（リヨセル）50％

ソリッドステークキルト
（完全立体羽毛片寄り防止キルト）
綿50％（海島綿）  再生繊維（リヨセル）50％

ソリッドステークキルト
（完全立体羽毛片寄り防止キルト）
綿55％  再生繊維（リヨセル）45％

ソリッドステークキルト
（完全立体羽毛片寄り防止キルト）

綿100％

ソリッドステークキルト
（完全立体羽毛片寄り防止キルト）

再生繊維（リヨセル）65％  ポリエステル35％

ソリッドステークキルト
（完全立体羽毛片寄り防止キルト）

綿100％

ユニステークキルト
（羽毛片寄り防止キルト）

綿100％

ユニステークキルト
（羽毛片寄り防止キルト）

綿100％

ノーマルステークキルト
（羽毛片寄り防止なしキルト）

綿100％

KS0809
●ピンク、ブルー

KS0810
●ベージュ、レッド

PU0253
●ベージュ、レッド

アイダーステークキルト
（アイダー専用特殊キルト）

絹100％

スーパーボディサイエンスキルト
（特殊完全立体羽毛片寄り防止キルト）
綿50％（海島綿）  再生繊維（リヨセル）50％

スーパーボディサイエンスキルト
（特殊完全立体羽毛片寄り防止キルト）

綿55％  再生繊維（リヨセル）45％

KS0803
●アイボリー

補充量　原毛

デュエットからの加工料
（サイズを問わず）

お預かりカバー返却料

お預かりふとんがわ返却料

¥46,200 ＋ ¥15,400 ＝ ¥61,600

１００g以上の 残り羽毛返却料

羽毛掛けふとん ２枚から１枚への加工料
（サイズを問わず）

内　容 追加料金

※カバー、ふとんがわ、残り羽毛の返却の指示がないものは処分いたします。

KS0800の生地でシングル２枚からダブル１枚に作りかえ
（補充羽毛を必要としない場合）

例

リフォーム料 追加料金 お渡し価格

¥44,000 ＋ ¥5,500 ＝ ¥49,500

KS0802の生地で
デュエットのシングル１組から１枚ものシングル１枚に作りかえ
（補充羽毛を必要としない場合）

例

リフォーム料 追加料金 お渡し価格

2021年4月改定

綿100％

（税抜き250,000）
¥275,000

（税抜き375,000）
¥412,500

（税抜き180,000）
¥198,000

（税抜き270,000）
¥297,000

（税抜き160,000）
¥176,000

（税抜き240,000）
¥264,000

（税抜き150,000）
¥165,000

（税抜き225,000）
¥247,500

（税抜き110,000）
¥121,000

（税抜き165,000）
¥181,500

（税抜き100,000）
¥110,000

（税抜き150,000）
¥165,000

（税抜き80,000）
¥88,000

（税抜き120,000）
¥132,000

（税抜き50,000）
¥55,000

（税抜き75,000）
¥82,500

（税抜き40,000）
¥44,000

（税抜き60,000）
¥66,000

（税抜き28,000）
¥30,800

（税抜き42,000）
¥46,200

（税抜き28,000）
¥30,800

（税抜き42,000）
¥46,200

（税抜き20,000）
¥22,000

（税抜き30,000）
¥33,000

（税抜き18,000）
¥19,800

（税抜き26,000）
¥28,600

（税抜き62,500）
¥68,750

（税抜き22,500）
¥24,750

（税抜き16,500）
¥18,150

（税抜き11,250）
¥12,375

（税抜き6,000）
¥6,600

（税抜き30,000）
¥33,000

（税抜き22,000）
¥24,200

（税抜き15,000）
¥16,500

（税抜き8,000）
¥8,800

（税抜き45,000）
¥49,500

（税抜き33,000）
¥36,300

（税抜き22,500）
¥24,750

（税抜き12,000）
¥13,200

（税抜き125,000）
¥137,500

（税抜き250,000）
¥275,000



■ 特殊サイズ羽毛掛けふとんリフォーム料（ふとんがわ料を含む）

■ 羽毛合掛けふとんリフォーム料（ふとんがわ料を含む）  
詰めもの入れ目0.7kg～0.9kg推奨（SLベース）

■ オプション料

西川チェーン専門店 羽毛ふとんナチュラルリフォームシステム価格表

キ ン グ

2.3倍2.0倍1.2倍
クィーンセミダブルサ イ ズ

羽毛掛けふとん
シングルサイズ
リフォーム料

（ふとんがわ料含む）の

ダ ブ ルシ ン グ ルキ　ル　ト
（マチ高4.5cm）柄番・配色

KS0807
●ピンク、ブルー

ソリッドステークキルト
再生繊維（リヨセル）65％ 
ポリエステル35％

KS0801
●ブラウン、ブルー

ユニステークキルト
綿100％

ノーマルステークキルト
綿100％

KS0803
●アイボリー

■ 羽毛肌掛けふとんリフォーム料（ふとんがわ料を含む）  
詰めもの入れ目0.25kg～0.6kg推奨（SLベース）

ダ ブ ルシ ン グ ルキ　ル　ト柄番・配色

KS0807
●ピンク、ブルー

ヨーロッパキルト
再生繊維（リヨセル）65％
ポリエステル35％

KS0811
●ベージュ

ヨーロッパキルト
綿65％ ポリエステル35％

ヨーロッパキルト
綿100％

KS0800
●ベージュ、ピンク、
　ブルー

デュエットからの加工料
（サイズを問わず）

お預かりカバー返却料

お預かりふとんがわ返却料

¥46,200 ＋ ¥15,400 ＝ ¥61,600

１００g以上の 残り羽毛返却料

羽毛掛けふとん ２枚から１枚への加工料
（サイズを問わず）

内　容 追加料金

※カバー、ふとんがわ、残り羽毛の返却の指示がないものは処分いたします。

KS0800の生地でシングル２枚からダブル１枚に作りかえ
（補充羽毛を必要としない場合）

例

リフォーム料 追加料金 お渡し価格

¥44,000 ＋ ¥5,500 ＝ ¥49,500

KS0802の生地で
デュエットのシングル１組から１枚ものシングル１枚に作りかえ
（補充羽毛を必要としない場合）

例

リフォーム料 追加料金 お渡し価格

2021年4月改定

¥15,400 （税抜き14,000）
¥5,500 （税抜き5,000）
¥3,300 （税抜き3,000）
¥3,300 （税抜き3,000）
¥3,300 （税抜き3,000）

（税抜き50,000）
¥55,000

（税抜き75,000）
¥82,500

（税抜き28,000）
¥30,800

（税抜き42,000）
¥46,200

（税抜き20,000）
¥22,000

（税抜き30,000）
¥33,000

（税抜き40,000）
¥44000

（税抜き60,000）
¥66,000

（税抜き25,000）
¥27,500

（税抜き37,500）
¥41,500

（税抜き18,000）
¥19,800

（税抜き26,000）
¥28,600


