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❖企業概要 

 

  事業者番号 D-YG9005 

 会社名 日本語 正絹羽毛ふとん株式会社 

 会社名 英語  Syouken umou futon Co.,Ltd  

 創業・設立年  1984  

 業 種  寝具製造・卸・販売企画・販売員
派遣  

 主要製品  羽毛寝具・健康寝具・その他の寝
装品および関連製品・水素入浴・ 
水素シャワー  

 郵便番号  992-0056 

 会社住所  山形県米沢市直江町 6-10 

 代表者  村石 力弥 

 ＴＥＬ  0238-23-2929 

 ＦＡＸ  0238-22-1655 

 ＵＲＬ http://syouken21.com 

 EC サイト  

 主な販売チャネル  店舗販売・催事販売・国内 EC サイト 

 国内外 EC 販売実績  楽天 

 対応言語  日本語・中国語 
 

 
 

 

 

   

 

 
❖創業者の想い・創業当時のエピソード 

私の生家は米沢の織元でした。その歴史の中で、3 代目の私は米沢織の生地で羽毛ふとんの製造を始め

ました。当時、米沢織のシルク生地に手描き友禅という伝統技法で描いた羽毛ふとんはお客様に大変喜

ばれ、大反響でした。そのような中、米沢には素晴らしい効果を持つ鉱石があることを発見し、次の時

代を見据えて山形大学工学部との産学連携の研究をスタートさせました。その結果、この鉱石は遠赤外

線の放射率が高く、他にも優れた効果があることが確認できました。また良質な鉱石として高い評価を

得ていることもあり、健康面で非常に良いことも分かりました。この鉱石を特殊加工し繊維に練り込み、

健康寝具の開発を行っています。鉱石を練り込んだ繊維を使用した健康寝具は血流を良くし、体温や免

疫力のアップが期待できます。現在は、日本国内で好評になりました。これからは全世界に向けて販売

したいと考えております。 

 
 

 
❖作者の想い、こだわり・地域との関わり 

弊社が拠点を置く山形県米沢市は、伊達家や上杉家をはじめとし、多くの歴史に名を残した大名や武将

のゆかりのある地です。特に江戸時代以降、上杉家の城下町として栄え「なせば成る」の言葉で有名な 

米沢藩第 9 代藩主 上杉鷹山公が興した「米沢織」によって、天下に名を轟かせた織物産業の地でもあ

ります。米沢市は「米沢織」を源流として、先代が愛してやまなかった上杉武士の「愛と義」の精神で、

素材を厳選し、他社が真似できないオリジナル健康商品を自社開発しました。社員一同は卓越した技能

と、経験豊富な製造がお客様に喜んでいただける商品の提供に日々努めております。 

 
 

http://syouken21.com/
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❖商品情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サイズ変更可能 

 ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ ブランケット 

 一般名称  ブランケット 

 素材  表地：ポリエステル 100％ 充填物：
ゼオテックスわた（天然鉱石練り込
み）裏地：綿パイル    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  S : 140 × 200cm  D : 180 × 200cm  
Q : 200 × 200cm 

   
 商品重量  S : 1.9kg  D : 2.6kg  Q : 3.0kg 

 

遠赤外線・消臭・調湿・有害物質吸着・抗菌・防ダニ・防
カビ作用があり、質の良い睡眠で免疫力が上がる多機能寝
具です。表地は肌触りの良い生地、裏生地は通気性が良く
天然鉱石入パイル生地です、春夏秋冬、一年通してお使い
いただけます。家庭洗濯機で洗えます。冷え症・足腰が痛
い・肩凝りがつらい・眠りが浅い方へお勧めです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サイズ変更可能 

 ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 敷パット 

 一般名称  敷パット 

 素材  表地：ポリエステル 100％ 充填物：
ゼオテックスわた（天然鉱石練り込
み）裏地：綿パイル    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  S : 100 × 200cm    D : 140 × 200cm 
Q : 180 × 200cm  

   
 商品重量  S : 1.7kg D : 2.3kg   Q : 2.8kg 

 

遠赤外線・消臭・調湿・有害物質吸着・抗菌・防ダニ・防
カビ作用があり、質の良い睡眠で免疫力が上がる多機能寝
具です。ブランケットと併せて使用すると更に良い効果が
期待できます。敷パットの 4 隅ゴム付き、着脱がとっても
ラクで、家庭洗濯機で洗えます。一年通してお使いいただ
けます。冷え症・足腰が痛い・肩凝りがつらい・眠りが浅
い方へお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生地・サイズ変更可能 

 ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 健康高級ALDS羽毛

ふとん  一般名称  羽毛ふとん 

 素材  表地：長綿 100％ 充填物：カナダ
産ホワイトダックダウン 90％ 裏
地：長綿 100％（天然鉱石練り込み
生地） 

   

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  S : 150 × 210cm  D : 90 × 210cm 
Q : 200 × 210cm  

   
 商品重量  S : 2.2kg   D : 2.8kg   Q : 3.2kg 

 

羽毛移動防止構造「ALDS」を使用しております。羽毛吹込
み口に特殊な弁を設け、長期間使用しても羽毛が移動しな
い構造で、通常のキルトよりマチを高くすることで、羽毛
がより均一に膨らみます。更に、生地は天然鉱石を練り込
んで、免疫力 UP・保温性・フィット性が格段に優れ、寒冷
地でもぐっすり熟睡できる温かい羽毛ふとんです。充填物
はカナダ産以外にもハンガリー産・ポーランド産などの最
高品質の羽毛も取り扱っております。「ALDS」とは：Air  Lock  
Down  Structure 
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❖商品情報 

  ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 温活アイマスク 

 一般名称  アイマスク 

 素材  表地：ポリエステル 100％ 充填物：
ゼオテックスわた（天然鉱石練り込
み）裏地：綿パイル    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  23cm × 9.5cm 

 商品重量  0.1kg 

    

 

天然鉱石パワー（遠赤外線）でこめかみ周辺まで温めて血
行を良くし、大切な目の疲れをスッキリ癒します。目元に
あたる部分は柔らかいパイル地を使用しています。マジッ
クテープの部分は調整ができ、お顔にフィットします。 

 

  ブランド名  ゼオテックスⓇ 

 商品名  ゼオテックスⓇ 温活足首サポー

ター  一般名称  足首サポーター 

 素材  表地：ポリエステル 90％・ナイロン
10％ 充填物：ゼオテックスわた
（天然鉱石練り込み）裏地：ポリエ
ステル 90％・ナイロン 10％    

 製造担当者  久米澤 ゆかり 

 製造地  山形県米沢市 

 商品サイズ  8cm × 35cm 

 商品重量  0.2kg 

    

 

天然鉱石のパワーで日頃から足元を温める事により、血行
を良くし、様々な症状から自分の体を守ってくれます。足
が冷えて辛い・熟睡ができない・長時間立ち仕事で疲れが
とれない方へお勧めです。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


