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Daraction
駄天使ソファ　ダラクション

image
□Daraction ダラクション

□Daraction ダラクション 専用カバーあり

幅　70×110cm
組成　側生地：ポリエステル 87％、ポリウレタン 13％
中身　発砲ビーズ（ポリスチレン）、ポリエステル 100％

 Angel
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FIRST CLASS SOFA COLLECTION

item
□　　ファーストクラスソファ　本体                          　　　　

幅　70×70×68cm
組成　表地：ナイロン 86％ポリウレタン 14、裏地：ポリエステル 100％
中身　マイクロビーズ、発砲ビーズ（ポリスチレン）、

□　　ファーストクラスオットマン　　　　　　　　　　　

幅　50×40×35cm
組成　表地：ナイロン 86％ポリウレタン 14％、裏地：ポリエステル 100％
中身　マイクロビーズ（ポリスチレン）
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至福のひと時を、一人占めする神秘のソファシリーズNew Arrival
Design  fine  to  smile  

オンリーワンであるために。

素材とデザインを選び抜いた、

こだわりのシリーズが、

新登場！

ＮＥＷ

Air BeadsAir Beads TM
神秘の Big Triangle神秘のBig Triangle 三角の中に秘められたパワーソファー



※1　　使用しているうちに、ビーズがなじみ若干厚みが変わることがあります

「大容量 300 リットル」の至福！
体全体をを包み込んで思いのままの姿勢を保ちます。読書やテレビ鑑賞に最適。

Design  fine  to  smile  Air Beads TM 至福のひと時を、一人占めする神秘のソファシリーズ

神秘の Big Triangle    /SINPI-DBR 300L

サイズ / 約 112×133ｃｍ

発売元 /ones.Co.Ltd

企画　/ ユニバーサルデザイン研究所
one s ’ style 
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New Arrival First Class Sofa シリーズNew Arrival
Design  fine  to  smile  

オンリーワンであるために。

素材とデザインを選び抜いた、

こだわりのシリーズが、

新登場！

ＮＥＷ

First Class Design@one s Sofa First Class Design@one s Sofa ’ 



安心の国産ブランド。
上質な素材の重厚感を、
アイデアとDesign でどう、伝えられるか？
末永くユーザーに愛される Sofa としてありたい。
そんな思いから、First Class Sofa は開発されました。

Design  fine  to  smile  

Fist Class Sofa （１人用）  

サイズ / 約 60×60×Ｈ40ｃｍ

Fist Class Sofa （２人用）  

サイズ / 約 50×50×Ｈ20ｃｍ

発売元 /ones.Co.Ltd

企画　/ ユニバーサルデザイン研究所
one s ’ style 
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First Class Sofa シリーズ

シンプルだけど、

心に伝えたい！

＊ＳＯＺＡＩ＊のクォリティ。



日本製

人をダメにする、体にフィットするソファ /リラックスチェアNew Arrival
Design  fine  to  smile  

クッション性に優れ！

軽くて、持ち運びが便利！ Air BeadsAir Beads
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日本製



人をダメにする、体にフィットするソファ /リラックスチェア

体にフィットするソファ（本体）
（約）幅 60×奥行 60×高さ 40ｃｍ　　

体にフィットするソファmini  （本体）

(約）幅 40×奥行 40×高さ 40ｃｍ　　

リラックスチェァ・オットマン （本体）

（約）幅 40φ×高さ 40ｃｍ　　

※1　　使用しているうちに、ビーズがなじみ若干厚みが変わることがあります。
※2　　本体のみでの使用はできません。必ずカバーと併用してください。
※3　　本体は洗濯できません。※カバーは、クリーニングにより多少縮みが生じます。

「横置き」で座る！ 「縦置き」で座る！
腰から首までを包み込んで思いのままの姿勢を保ちます。
読書やテレビ鑑賞に最適。

円状にひろがり深く沈み込んで全身をあずけられます。
お昼寝に最適。

Design  fine  to  smile  

ボーダーＢＫ　300346 ボーダーＢＥ　300353 デニム　ＢＬ　300865

ボーダーＢＫ　300360 ボーダーＢＥ　300377 デニム　ＢＬ　303149

ボーダーＢＫ　300384 ボーダーＢＥ　300391 デニム　ＢＬ　303156

one s 
concept

’

発売元・one’s

企画開発・ユニバーサルデザイン研究所

MADE  IN  JAPAN

体にフィットするソファ リラックスチェァ・オットマン 体にフィットするソファmini  



New Arrival My Ottoman Sofa シリーズNew Arrival
Design  fine  to  smile  

オンリーワンであるために。

素材とデザインを選び抜いた、

こだわりのシリーズが、

新登場！

ＮＥＷ

My Ottoman@one s Sofa My Ottoman@one s Sofa ’ ’ 



＊

＊

安心の国産ブランド。
シンプルな中に、愛しさが生まれる！
アイデアとDesign でどう、伝えられるか？
末永くユーザーに愛される Sofa としてありたい。
そんな思いから、My Ottoman Sofa は開発されました。

Design  fine  to  smile  

ソファ 

サイズ / 横約 63×縦 60×高さ 44ｃｍ

オットマン

サイズ /横約 55×縦 37×高さ 21ｃｍ 発売元 /ones.Co.Ltd

企画　/ ユニバーサルデザイン研究所
one s ’ style 

north kobe 

one s 
concept

’

My Ottoman Sofa シリーズ
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Beauty
ツインネックピロー

SIZE: 約 35×50ｃｍ

材質：側地 /ナイロン 86％、ポリウレタン 14％

　　　中身 /ポリスチレン 100％、PE シート入

２-ＷＡＹ　ＳＴＲＥＴＣＨ　ＯＮＥＳ　ＢＥＡＵＴＹ

The flowing bead silhouette is beautiful

one s concept’
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2-Way Stretch  Stealth  クッション・ピロー

SIZE: 約 32×52ｃｍ
材質：側地 /ナイロン 86％、ポリウレタン 14％
　　     詰物 / ポリスチレン 100％

２-ＷＡＹ　ＳＴＲＥＴＣＨ　ＯＮＥＳ　ＢＥＡＵＴＹ

Stealth CushionStealth Cushion

Stealth
ステルス

発売元 /ones.Co.Ltd            企画　/ ユニバーサルデザイン研究所

one s ’ style 
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Made in Japan

ステルス
クッションとは

？？？

2-WAY ストレッチ素材を使用し、
独自のキルト製法で、

用途に応じたフィット性を実現する、
マルチクッション＆ピローです。

■用途
・スマホやゲームをする際の、疲れ解消クッションとして。
・オフィスで、姿勢をよくするフィットクッションとして。
・車で、疲れを癒す枕やクッションとして。
・フローリングで、シートクッションとして。

ピンク　　　　　　　　レッド　　　　　　　　　イエロー　　　　　　　オレンジ　

グリーン　　　　　　　ブラウン　　　　　　　　ネイビー　　　　　　　ブラック　
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2-Way Stretch  ONES TETRA  クッション・ピロー

SIZE: 約※※×※※ｃｍ
材質：側地 /ナイロン 86％、ポリウレタン 14％
　　     詰物 / ポリスチレン 100％

発売元 /ones.Co.Ltd            企画　/ ユニバーサルデザイン研究所

one s ’ style 
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Made in Japan

ONES TETRA 
クッション・ピローとは

？？？

2-WAY ストレッチ素材を使用し、
独自の縫製製法で設計されています。

自在にフィットすることが特長で、
ご自宅のオブジェクッションや
オフィスのお昼寝枕として

ご使用いただけます。

ピンク　　　　　　　　レッド　　　　　　　　　イエロー　　　　　　　オレンジ　

グリーン　　　　　　　ブラウン　　　　　　　　ネイビー　　　　　　　ブラック　

２-ＷＡＹ　ＳＴＲＥＴＣＨ　ＯＮＥＳ　ＳＥＲＩＥＳ

The flowing bead silhouette is beautiful日本製、極小マイクロビーズを使用！
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Doll
Japanese Doll ハグピロー

SIZE: 約＊＊×＊＊＊ｃｍ

材質：側地 /ナイロン 86％、ポリウレタン 14％

　　　中身 /ポリスチレン 100％

one s concept’
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Hug
グレートマザー　ハグピロー

SIZE: 約＊＊×＊＊＊ｃｍ

材質：側地 /ナイロン 86％、ポリウレタン 14％

　　　中身 /ポリスチレン 100％

one s concept’



睡眠時の体動に対応する枕シリーズNew Arrival
Design  fine  to  smile  

オンリーワンであるために。

素材とデザインを選び抜いた、

こだわりのシリーズが、

新登場！

ＮＥＷ

Air Soft PipeAir Soft Pipe

Sozai に秘められた、万能の眠りSuper Athlete DesignSuper Athlete Design



※1　　使用しているうちに、パイプがなじみ若干厚みが変わることがあります

大人気の「洗える素材」で、

まくらが生まれ変わりました！

睡眠中も身体はたくさん動いています。寝返り時の筋肉にかかる衝撃を緩和し、スムーズな寝姿勢を保つ枕として、
スーパーアスリートデザインピローは、開発されました。

Design  fine  to  smile  Air Soft Pipe 睡眠時の体動に対応する枕シリーズ

Super Athlete Design Pillow   /SADP-4060

サイズ / 約 40×60ｃｍ

発売元 /ones.Co.Ltd

企画　/ ユニバーサルデザイン研究所
one s ’ style 
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「睡眠環境・寝具指導士推薦」

ソフトパイプ

高通気性
横向き寝対応
高さ調整可能
ウォッシャブル

Super Athlete DesignSuper Athlete Design
スーパー　アスリート　デザイン



New Arrival 高反発３次元構造体 オールシーズン快適シリーズNew Arrival
Design  fine  to  smile  

オンリーワンであるために。

素材とデザインを選び抜いた、

こだわりのシリーズが、

新登場！

ＮＥＷ

’ Smart Design@one s sleep Smart Design@one s sleep ’ 　　　　空気を身につけた構造体



睡眠中も身体はたくさん動いています。
寝返り時の筋肉にかかる衝撃を緩和し、
スムーズな寝姿勢を保つ枕として、
Smart Design@ones sleep ピローは、
開発されました。

Design  fine  to  smile  

Smart Design @ones sleep Pillow  

サイズ / 約 40×60ｃｍ

側生地 /ポリエステル 100％

中綿 / ポリエステル 100％

中材 / 指定外繊維

　　（ポリエーテル系エステル繊維）

発売元 /ones.Co.Ltd

企画　/ ユニバーサルデザイン研究所
one s ’ style 
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「睡眠環境・寝具指導士推薦」

高反発
高通気性
高さ調整可能
ウォッシャブル

高反発３次元構造体 オールシーズン快適ピローシリーズ 「やわらかめ」

優れた体圧分散で、背中や

腰に集中する圧力を分散し

ます。

優れた体圧分散性

高い通気性で、余分な湿気

を逃します。

カビも増殖しにくく、快適

に使用できます。

ムレずに快適

カバーは、取り外して洗濯

が可能です。

中材も水洗いでき、清潔に

使用できます。

洗えて清潔

高い反発力で寝返りをサポ

ート。

寝返りがラクになり、深い

睡眠へ導きます。

寝返りをサポート

８万回の圧縮テストで優れ

た耐久性を実現。

ヘタリにくい 優れた通気性

オールシーズン快適に

過ごせる、ダブルラッセル

立体メッシュを使用。

クッション性、通気性に

優れています。

立体構造イメージ

３種類のスタイルから、「お好みの硬さ」をお選び下さい！
　  「かため」　　　　　「ふつう」　　　　  「やわらかめ」

頭をしっかり支えたい方に。
硬めブレスエアー×2枚

適度な硬さで支えたい方に。
やらかめブレスエアー×2枚
硬めブレスエアー　　×１枚

クッション性をお求めの方に。
やらかめブレスエアー×4枚

中綿には、通気性に優れた、
４孔構造ダクロンアクアを使用。

選りすぐりの３次元構造体、
東洋紡「ブレスエアー」を使用。

’ Smart Design@one s sleep Smart Design@one s sleep ’ 

Made in japan



New Arrival 高反発３次元構造体 オールシーズン快適マットレスシリーズNew Arrival
Design  fine  to  smile  

オンリーワンであるために。

素材とデザインを選び抜いた、

こだわりのシリーズが、

新登場！

ＮＥＷ

’ Smart Design@one s sleep Smart Design@one s sleep ’ 　　　　空気を身につけた構造体

mattress



睡眠中も身体はたくさん動いています。
寝返り時の筋肉にかかる衝撃を緩和し、
スムーズな寝姿勢を保つ枕として、
Smart Design@ones sleep ピローは、
開発されました。

Design  fine  to  smile  

Smart Design @ones sleep Mattress  

DX: サイズ / 約 100×210ｃｍ

RE: サイズ / 約 100×210ｃｍ

OL: サイズ / 約 100×200ｃｍ
発売元 /ones.Co.Ltd

企画　/ ユニバーサルデザイン研究所
one s ’ style 
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「睡眠環境・寝具指導士推薦」

高反発
高通気性
高さ調整可能
ウォッシャブル

優れた体圧分散で、背中や

腰に集中する圧力を分散し

ます。

優れた体圧分散性

高い通気性で、余分な湿気

を逃します。

カビも増殖しにくく、快適

に使用できます。

ムレずに快適

カバーは、取り外して洗濯

が可能です。

中材も水洗いでき、清潔に

使用できます。

洗えて清潔

高い反発力で寝返りをサポ

ート。

寝返りがラクになり、深い

睡眠へ導きます。

寝返りをサポート

８万回の圧縮テストで優れ

た耐久性を実現。

ヘタリにくい 優れた通気性

オールシーズン快適に

過ごせる、ダブルラッセル

立体メッシュを使用。

クッション性、通気性に

優れています。

立体構造イメージ

３種類のスタイルから、「お好みの硬さ、厚さ」をお選び下さい！
　  「デラックス」　　　　  「レギュラー」　　　  「オーバーレイ」

身体をしっかり支えたい方に。
硬めブレスエアー 40mm×1枚
やらかめブレスエアー 20mm×1枚

適度な硬さで支えたい方に。
硬めブレスエアー 40mm×１枚

ベッドでご使用の方に。
やらかめブレスエアー 30mm×1枚

中綿には、通気性に優れた、
４孔構造ダクロンアクアを使用。

選りすぐりの３次元構造体、
東洋紡「ブレスエアー」を使用。

’ Smart Design@one s sleep Smart Design@one s sleep ’ 

高反発３次元構造体 オールシーズン快適マットレスシリーズ
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Duvet Style ウォッシャブルコンフォーター

SIZE:ＳＬ，ＤＬ

材質：側地 /ポリエステル 85％綿 15％

　　　ＳＥＫ抗菌防臭加工、ＳＥＫ防汚加工

　　　中身 /ポリエステル 100％

　　　ＳＥＫ抗菌防臭（プリンセスダウン）

ＳL　　約 150×210ｃｍ　　ＩＶ　 SL　約 150×210ｃｍ　　ＢＲ　 SL　　約 150×210ｃｍ　　ＮＶ　 SＬ　　約 150×210ｃｍ　　ＷＮ　

Princess 

Princess Down

プリンセスダウン 羽毛ふとん

羽毛を超えた、温もりレベル

Made in japan

発売元・ones  企画開発・ユニバーサルデザイン研究所

プリンセスダウンは、ワンズ株式会社の登録商標です。

one s concept’


