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株式会社ニトリホールディングス

やわらかいマットレスが“眠り”を変える

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役社長：白井 俊之 以下：ニトリ）は、自社工場で開発・製造
した新しいマットレス「Nスリープ」シリーズを、11月下旬より全国のニトリ店舗にて販売開始いたします。

やわらかいマットレスが 眠り を変える

ニトリのオリジナルマットレス「Nスリープ」
11月下旬よりニトリ全店で販売展開！

2013年5月に販売し、ご好評いただいていた、“包み込まれるような寝心地”を追求したマットレス
「Nスリープ」シリーズを、機能・品質・デザインを改良し、更に商品ラインナップを3つから7つへ増やしました。
店頭で寝心地を比べ、お客様の体に合った寝心地のマットレスをお試しください。

“極上の寝心地” と “耐久性” を追求した、
ニトリのオリジナルマットレス 「Ｎスリープ」シリーズ

～マットレス「Nスリープ」の共通ポイント～

【Ｐｏｉｎｔ ①】 「包み込まれるような寝心地」【Ｐｏｉｎｔ ①】 「包み込まれるような寝心地」

マットレスは硬めの方が良い、とよく耳にしますが、実は根拠がなく科学的に証明されておりません。横になっ
た時に、身体をまっすぐにキープする硬さ（寝姿勢）と、身体にフィットするやわらかさ（体圧分散）、このバラン
スが取れているものが良いマットレスといわれます。
ニトリのマットレス「Ｎスリープ」のコイルは、体を点で支え体圧を分散するポケットコイルを使用しているため、
自然で快適な姿勢を保ち、体に負担をかけずに心地よく眠れます。
そして、「寝姿勢」「体圧分散」この2点のバランスが取れた極上の寝
心地を体感することができます。体

【Ｐｏｉｎｔ ②】 「耐久性にすぐれた安心・安全マットレス」

従来商品は、100Kgの荷重試験を8万回実施していましたが、
新しい「Ｎスリープ」は6倍の48万回実施し、長期使用を想定した
耐久テストに合格していますので、更に安心安全にご利用いただけます。

【Ｐｏｉｎｔ ③】 「伸縮性が高く 高級感のある白のニット生地」

100Kgで48万回の垂直荷重耐久検査

（自社検査実施済み）

【Ｐｏｉｎｔ ③】 「伸縮性が高く、高級感のある白のニット生地」
従来のニトリオリジナルマットレスはグレー色でしたが、今回の新しい「Ｎスリープ」マットレスは高級感のある
白色のニット生地を使用しています。更にプレミアムシリーズはゴールドの刺繍を施し、更に高級感のある仕
様となります。また伸縮性の高いニット生地ですので、触り心地が抜群です。

＜従来のＮスリープ＞ ＜新しいＮスリープ＞



■「理想のマットレス」とは

『マットレスは硬めの方が腰に良い、身体に良い。』は迷信です。
実はこれには根拠がなく、科学的にも証明されておりません。
かつてはボンネルコイルが主流であったこと、また畳に布団の歴史が長い日本人にとっては
『硬い』というのが当たり前であったため、いつのまにか定着してしまったのです。
しかし、世界的にみると現在は『点で支える』もしくは『身体の形に変形する』マットレスが主流です。
朝起きた時に疲れがとれていない、腰や肩などが重く感じる、などの症状は、睡眠時に無理な
体勢になっていることが原因のひとつであり、マットレスが身体に合っていないことが考えられます。

そこでニトリは、ふんわりと体を包み込み理想の寝姿勢を保てるマットレス「Ｎスリープ」を開発しました。

理想の寝姿勢 ×負担がかかる

■「Ｎスリープ」基本構造

「Ｎスリープ」シリーズは、全てのマットレスに体を点で支え体圧
を分散するポケットコイル※を使用しています。そのため、自然で

上層の細かなポケットコイルが体にフィット。
線径 1.6mm 高さ 8cm

快適な姿勢を保ち、体に負担をかけずにお休みいただくことが
できます。

また、今回の新しい「Ｎスリープ」プレミアムシリーズ（プレミアム5
は除く）では、コイルを2層構造にしたことで、上段コイルが体に
フィットし、下段のコイルが沈み込み過ぎないように下から支えま
す。2重のコイルで体を支えるため、荷重が分散されやすく、これ
がコイルの耐久性を高めています。

■「Ｎスリープ」体圧分散データ比較

＜当社従来品（硬めのマットレス）＞ ＜本製品（Ｎスリープ プレミアム）

＞

被験者：30代 男性 体重69kg 身長171cm（厚生労働省発表資料による平成22年度の男性平均身長：171.5cm・平均体重69.6kgに近い体型）

※ポケットコイル・・・コイルを袋で包み、一つ一つのコイルが独立しているもの

下層のポケットコイルが沈みこみ過ぎないようバランスよく支える。
線径 1.8mm 高さ 13cm

腰が浮いていて、腰からお尻にかけて形がいびつになっ

ています。

＝ 均等な体圧分散になっていない。

黄色い部分は多少あるものの、腰からお尻にかけて隙間

がまったくない。

＝ 均等な体圧分散になっている

体重が軽い方ほど差は歴然となります。腰やお尻が浮いている状態では寝返り回数が増加し、疲労回復度
も減ってしまいます。
身体をまっすぐにキープする硬さ（寝姿勢）と、身体にフィットする柔らかさ（体圧分散）、
このバランスが取れているものが良いマットレスといわれます。

均等な体圧分散にな て な 。

＝ 体に負担がかかっている。
＝ 均等な体圧分散になっている



■「Nスリープ] 商品ラインナップ

NスリープＳ1からプレミアムまで計5種類の商品を展開いたします。

Ｓ1、Ｓ2・・・やわらかさにこだわって、耐久性にすぐれた商品となります。

プレミアム・・・Ｓ1、Ｓ2に比べ、更にふんわりとした寝心地と、コイルが2層構造のため、より体圧分散に

すぐれています（プレミアム5は1層構造）。また、コイルの数も多いことから更に耐久性の

良い商品となります。

どちらも「寝心地 を追求した 自信を持 てご提案できる安心 安全な ト です

Ｎスリープ Ｓ1 19,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ24cm

■商品詳細

グ サ ズ （税 ） 巾

やわらかさにこだわった

両面仕様ポケットコイルマットレス

どちらも「寝心地」を追求した、自信を持ってご提案できる安心・安全なマットレスです。

・シングルサイズ 19,900円（税込） 巾97cm

・セミダブルサイズ 24,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 29,900円（税込） 巾140cm

■特長

・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用しています。

・マットレスの外側を∑型のワイヤーで固定しているため、

横揺れや端の落ち込みを防ぎます（右写真参照）

Ｎスリープ Ｓ２ 29,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ24cm

横揺れや端の落ち込みを防ぎます（右写真参照）。

・中の詰め物は、波型ソフトウレタンを使用し、

ふんわりと体を包み込みます。

（上）マットレス外側を∑型のばねで固定

やわらかい寝心地でゆっくり体に

フィットするポケットコイルマットレス

■商品詳細

・シングルサイズ 29,900円（税込） 巾97cm

・セミダブルサイズ 34,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 39,900円（税込） 巾140cm

・クイーンサイズ 59,900円（税込） 巾170cm

※クイーンサイズは、2枚1組となります。

■特長

・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用し、抗菌・防臭・

防ダニ加工を施しているため、清潔にお使いいただけます。

・マットレスの外側を∑型のワイヤーで固定しているため、

横揺れや端の落ち込みを防ぎます。

・中の詰め物は、ＮスリープＳ１の倍の量のチップラテックス※

と、やわらかいウレタンを組み合わせることで、よりふんわりと

体を包み込みます。

※ラテックスは耐久性が非常に高く、通気性もある素材です。

更にチップ状に入れることにより、サポート力を維持しつつも

体のカーブによりフィットします。



Nスリープ プレミアム P1 39,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ30cm

2層のポケットコイルがやさしく身体をサポートし、
包み込まれるような寝心地

■商品詳細

■「Nスリープ プレミアム」ラインナップ

■商品詳細

・シングルサイズ 39,900円（税込） 巾97cm

・セミダブルサイズ 49,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 59,900円（税込） 巾140cm

・クイーンサイズ 79,900円（税込） 巾170cm

※クイーンサイズは、2枚1組となります。

■特長

表面生地は伸縮性の高いニ ト生地を使用し 抗菌 防臭・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用し、抗菌・防臭・

防ダニ加工を施しているため、清潔にお使いいただけます。

・マットレスのコイルが2層構造となり、より体圧分散に

すぐれています（右写真参照）。

上段コイルは下段コイルより細く、さらに7巻きにすることで

フィット感が向上しています。下段コイルは体圧を分散し、

沈み込みすぎないよう、しっかり体をサポートします。

外側を囲んだウ タ が 型崩れを防ぎます

上層の細かなポケットコイルが体にフィット。
線径 1.6mm 高さ 8cm

Ｎスリープ プレミアム P2 49,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ32cm

2層のポケットコイルと低反発ウレタンが身体のラインに

・外側を囲んだウレタンフレームが、型崩れを防ぎます。

・中の詰め物は、ソフトウレタンと波型ウレタンの組み合わせで、

ふんわりとした寝心地を体感することができます。 下層のポケットコイルが沈みこみ過ぎないよう
バランスよく支える。線径 1.8mm 高さ 13cm

2層のポケットコイルと低反発ウレタンが身体のラインに

ゆっくりフィット。上質な寝心地のマットレス

■商品詳細

・シングルサイズ 49,900円（税込） 巾97cm

・セミダブルサイズ 59,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 69,900円（税込） 巾140cm

・クイーンサイズ 89,900円（税込） 巾170cm

※クイ サイズは 2枚1組となります※クイーンサイズは、2枚1組となります。

■特長

・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用し、抗菌・防臭・

防ダニ加工を施しているため、清潔にお使いいただけます。

・ボックストップ仕様です（右写真参照）。

・マットレスのコイルは2層構造となり、上段コイルは下段より

細く 1巻増やすことでふんわり感が向上しています。下段の細く、1巻増やすことでふんわり感が向上しています。下段の

コイルを交互に配列することで反発力を強化しました。やわ

ら

かすぎない硬さを実現しました。

・外側を囲んだウレタンフレームが、型崩れを防ぎます。

・中の詰め物は、硬さの違うウレタンと低反発の組み合わせが

身体の凹凸に合わせてぴったりフィットします。

（右）ボックストップ仕様



Ｎスリープ プレミアム P3 59,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ35cm

2層のポケットコイルと、羽根＋低反発チップが
絶妙なフィット感とサポート力を実現したマットレス

■商品詳細

・シングルサイズ 59,900円（税込） 巾97cm

セ ダブ サイズ 円（税込） 巾・セミダブルサイズ 69,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 79,900円（税込） 巾140cm

・クイーンサイズ 99,900円（税込） 巾170cm

※クイーンサイズは、2枚1組となります。

■特長

・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用し、抗菌・防臭・

防ダニ加工を施しているため、清潔にお使いいただけます。

・ピロートップ仕様です（右写真参照）。

・マットレスのコイルは2層構造となり、上段コイルと下段コイル

をどちらも交互配列にすることで、弾力性とサポート力が飛

躍的に向上しました。コイル数も増え耐久性が増し、長く使

えるマットレスです。

・外側を囲んだウレタンフレームが、型崩れを防ぎます。

・中の詰め物は ソフトウレタンと60mmの羽根＋低反発チップ

Ｎスリープ プレミアム P4 69,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ35cm

2層のポケットコイルと、羽根＋低反発チップに
さらに低反発シートを追加した上質の寝心地のマットレス

・中の詰め物は、ソフトウレタンと60mmの羽根＋低反発チップ

の組み合わせが体をふんわり包みながらやさしくサポートす

る寝心地を実現します（右写真参照）。 （上）中の詰め物に使用した羽根

（右）ピロートップ仕様

さらに低反発シ トを追加した上質の寝心地のマットレス

■商品詳細

・シングルサイズ 69,900円（税込） 巾97cm

・セミダブルサイズ 79,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 89,900円（税込） 巾140cm

・クイーンサイズ 129,000円（税込） 巾170cm

※クイーンサイズは、2枚1組となります。

＜2015年1月発売開始予定＞

■特長

・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用し、抗菌・防臭・

防ダニ加工を施しているため、清潔にお使いいただけます。

・ピローボックストップ仕様です（右写真参照）。

・マットレスのコイルは2層構造となり、上段コイルと下段コイル

をどちらも交互配列にすることで、弾力性とサポート力が飛

躍的に向上しました。コイル数も増え耐久性が増し、長く使躍的に向上しました。 イル数も増え耐久性が増し、長く使

えるマットレスです。

・外側を囲んだウレタンフレームが、型崩れを防ぎます。

・中の詰め物は、プレミアム3同様60mmの羽根＋低反発チッ

プのほかに、さらに30mmの低反発ウレタンシートを1枚追加

したことで、ソフト感が一層強く、より上質な寝心地のマットレ

スとなりました。

（右）ピローボックストップ仕様



Ｎスリープ プレミアム P5 79,900円（税込） （シングルサイズ）巾97cm×奥行197cm×高さ35cm

両面ピロートップ仕様で、お好みのやわらかさを使いわける
ことが出来る、特別な寝心地を実現したマットレス

■商品詳細

・シングルサイズ 79,900円（税込） 巾97cm

・セミダブルサイズ 89 900円（税込） 巾120cm・セミダブルサイズ 89,900円（税込） 巾120cm

・ダブルサイズ 99,900円（税込） 巾140cm

・クイーンサイズ 139,000円（税込） 巾170cm

※クイーンサイズは、2枚1組となります。

■特長

・表面生地は伸縮性の高いニット生地を使用し、抗菌・防臭・

防ダニ加工を施しているため、清潔にお使いいただけます。

＜2015年1月発売開始予定＞

・マットレスのスプリングは、巻き数をシリーズ最大の8巻きにし、

コイルは１層構造のため両面使用でもマットレスの厚さは維

持しています。

・外側を囲んだウレタンフレームが、型崩れを防ぎます。

・両面ピロートップ仕様で、お好みのやわらかさを使い分ける

ことができる特別な仕様になっています（右写真参照）。仕 右

・中の詰め物は、上面に60mmの羽根＋低反発チップと

15mmの低反発シート、30cmのソフトウレタンを使うことで、

じっくり体にフィットする寝心地です。下面は、20mmの高反

発ウレタンシートと60mmのチップラテックス、20cmのソフトウレ

タンを組み合わせることで、寝返りの打ちやすい弾力のある

寝心地を感じることができます。 （右）両面ピロートップ仕様

・側面には移動しやすいハンドル付きです。

■「Ｎスリープ」シリーズ販売スケジュール

・Ｎスリープ Ｓ1 12月上旬より販売開始

・Ｎスリープ Ｓ2 2015年1月販売開始 （予定）

Ｎスリ プ プレミアムP1 11月下旬より販売開始・Ｎスリープ プレミアムP1 11月下旬より販売開始

・Ｎスリープ プレミアムP2 11月下旬より販売開始

・Ｎスリープ プレミアムP3 11月下旬より販売開始

・Ｎスリープ プレミアムP4 2015年1月販売開始 （予定）

プ プ 年 売開始 （ 定）

＜ 本リリースに関するお問合せ先 ＞
株式会社ニトリホールディングス 広報部 （担当：黒川）

Ｔｅｌ：０３－６７４１－１２１３ Ｆａｘ：０３－６７４１－１２６３ Ｍａｉｌ：koho@nitori.jp

・Ｎスリープ プレミアムP5 2015年1月販売開始 （予定）

是非、店頭にて「極上の寝心地」をお試しください。
※お店によっては、取り扱いがない店舗もございますので、予めご了承ください。


