
新しい寝具ブランド- SonnoLenza （ソノレンザ）

イタリア語で睡眠を意味する「Sonno」と
糸を意味する「Lenza」の組み合わせが語源です。

一日の最後は眠るのではなく
良質な睡眠から始まると考えています。

寝具は睡眠の大切なパートナー。 
あなたに寄り添い、こころとからだを癒してくれる。

それを実現するのが SonnoLenza の大切な役割です。

ベビーマットレス

赤ちゃんのうつぶせ寝による窒息事故をなくしたい。
そんな思いから生まれた　　　　　 のベビーマットレス。

通気性の高い素材を使用し、呼吸を確保しやすい構造に
なっています。

長い時間を眠って過ごす赤ちゃんの睡眠環境とお母さんの
安心を第一につくりました。

necocoro

一日のはじまりは良質な睡眠から
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www.c-eng-sales.com



中材 〈NEO3D〉 30mm 〈C-CORE3D〉 150mm

中材 〈C-CORE3D〉 150mm

143,000 円（税込）

セミダブル ダブル

165,000 円（税込）121,000 円（税込）

シングル

198,000 円（税込）

セミダブル ダブル

231,000 円（税込）165,000 円（税込）

シングル

SL010 SL011 SL012

SL013 SL014 SL015

中材 〈NEO3D〉30mm 〈C-CORE3D〉150mm

中材 〈C-CORE3D〉 150mm

2層構造の中材

やわらかめ

2層構造の中材2層構造の中材2層構造の中材

やわらかめ

かため

ハイブリッド構造の中材

やわらかめ
ハイブリッド構造の中材ハイブリッド構造の中材ハイブリッド構造の中材

やわらかめ

かため

オープンファスナーカバー

オープンファスナーカバー

ベッドマットレス

2層構造の中材が身体をしっかりと支えながら、優れた体圧分散性で身体への圧力を
低減します。中まで洗えるので清潔にお使いいただけます。

マットレス

耐熱性に優れ、電気毛布
が使用できます

ダブルラッセルカバー
ボーダーステッチの
キルティングニットカバー

ハイブリッド構造の中材が最上級の寝心地を実現しました。包み込むようなやさしい
寝心地でありながら、身体に負担の少ない理想的な寝姿勢を保持します。

ハイブリッドマットレス

千鳥ステッチの
キルティングニットカバー
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ソノレンザ

 “糸”が集まってできた立体網状構造体（3D ORIGIN）。

シーエンジの歴史と“糸”には深い関わりがあります。

世界中に快適な睡眠環境を届けることを通じて

糸と糸を紡ぐように繋がり合い、豊かな未来への懸け橋となりたい

SonnoLenza にはその想いが込められています。

　
“シンプルだけど記憶に残る”　“暮らしや心が豊かになる”

“生活に溶け込み長く愛される”

そんな願いをデザインにしました。
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中材 〈C-CORE3D〉 25mm×4枚中材 〈C-CORE3D〉 45mm×2枚 中材 〈C-CORE3D〉 30mm×2枚 ＋ 25mm×2枚

71,500 円（税込）

セミダブル ダブル

82,500 円（税込）60,500 円（税込）

シングル

中材 〈NEO3D〉 30mm 〈C-CORE3D〉 35mm

中材 〈C-CORE3D〉 50mm

85,800 円（税込）

セミダブル ダブル

100,100 円（税込）71,500 円（税込）

シングル

126,500 円（税込）

セミダブル ダブル

143,000 円（税込）110,000 円（税込）

シングル

中材 〈C-CORE3D〉 35mm

11,000 円（税込） 15,400 円（税込） 16,500 円（税込）

SL004 SL005 SL006

SL007 SL008 SL009

SL001 SL002 SL003

SL016 SL017 SL018
〈C-CORE3D〉30mm×2枚＋25mm×2枚

SL018
中材 〈 〉 mm×2枚

SL016
中材 〈C-CORE3D〉25mm×4枚 中材

SL017
中材中材

SL016

中材 〈C-CORE3D〉35mm中材 〈C-CORE3D〉50mm

中材 〈NEO3D〉30mm 〈C-CORE3D〉35mm

身体にやさしいソフトなフィッ
ト感のまくらです。2枚の中材
を出し入れすれば高さの調
整が可能です。

中材は硬さが異なる4枚のシ
ートの組み合わせになっていま
す。順番を入れ替えることで、高
さとフィット感を調整可能です。

カーブした形状が首と肩に
ぴったりフィット。首や肩への
圧力を軽減します。

ドーム型の
2枚の中材

硬さの異なる
4枚の中材

形状の異なる
4枚の中材

ソフトピロー オリジナルピロー nuts（ナッツ）ピロー

マットレスに重ねて
使用します

オーバーレイマットレス

お使いのマットレスや敷布団の上に重ねるだけで高反発なクッション性が身体を
しっかりと支えます。カバーはリバーシブルで季節に合わせて快適に使用することが
できます。

オーバーレイマットレス

まくら

ダブルラッセルカバー
ボーダーステッチの
キルティングニットカバー

敷ふとん

和室やフローリングでも快適に眠りたい、そんな希望にこたえる敷きふとんタイプ。
2層構造の中材が身体をしっかりと支えます。三つ折りにできるので、お手入れや収納
にも便利です。

敷ふとん

ハイブリッド構造の中材

やわらかめ

かため

耐熱性に優れ、電気毛布
が使用できます

三つ折りタイプ

三つ折りタイプ2層構造の中材

やわらかめ

かため

（税込）

三つ折りタイプ三つ折りタイプ

三つ折りタイプ2層構造の中材

やわらかめ

かため

ダブルラッセルカバー
ボーダーステッチの
キルティングニットカバー

やわらかな感触でありながら、しっかりと身体を支える最上級の敷きふとんです。
包み込むような優しい寝心地を体感できます。中材の上下を入れ替えてお好みの寝心地
を選ぶこともできます。

ハイブリッド敷ふとん

千鳥ステッチの
キルティングニットカバー
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中材 〈NEO3D〉 30mm 〈C-CORE3D〉 25mm

11,000 円（税込）

中材

ブラック ネイビー ベージュ

〈C-CORE3D〉 35mm

6,600 円（税込） 6,600 円（税込）6,600 円（税込）

約1980×約1000×約170

約1980×約1200×約170

約1980×約1400×約170

長さ×幅×厚さ（mm）

約520×約310×約95

約550×約350×約110

約640×約400×約120

約2000×約1000×約70

約2000×約1200×約70

約2000×約1400×約70

約2000×約1000×約80

約2000×約1200×約80

約2000×約1400×約80

約1980×約1000×約195

約1980×約1200×約195

約1980×約1400×約195

約1970×約1000×約55

約1970×約1200×約55

約1970×約1400×約55

約400×約400×約40

約400×約400×約60

長さ×幅×厚さ（mm）

長さ×幅×厚さ（mm）

長さ×幅×厚さ（mm）

長さ×幅×厚さ（mm）

幅×奥行×高さ（mm）

長さ×幅×厚さ（mm）

約15.5

約18.5

約21.8

重さ（kg）商品番号

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

カラー

〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

カバー

SL013

SL014

SL015

SL004

SL005

SL006

SL007

SL008

SL009

SL001

SL002

SL003

SL016

SL017

SL018

SL019-BK

SL019-NB

SL019-BE

SL020

約450

約850

約900

ホワイト

ホワイト

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

 ダブルラッセル（ポリエステル100％）

〈アウター〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）
〈インナー〉メッシュ（ポリエステル100％）

〈表〉ニット生地（ポリエステル100％）
〈裏〉T/Cブロード（ポリエステル65％、綿35％）

約8.0

約9.6

約11.3

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

約11.5

約14.0

約16.3

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

約19.6

約23.2

約27.8

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

〈インナー〉T/Cブロード（ポリエステル65％、綿35％）

約6.5

約8.0

約9.4

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

〈表〉キルティングニット（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

約450

約700

ブラック

ネイビー

ベージュ

〈表〉ホワイト
〈裏〉ベージュ

 ダブルラッセル（ポリエステル100％）

〈表〉ニット生地（ポリエステル100％）
〈裏〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）

重さ（kg）商品番号 カラー カバー

重さ（kg）商品番号 カラー カバー

重さ（kg）商品番号 カラー カバー

重さ（kg）商品番号 カラー カバー

重さ（g）商品番号 カラー カバー

重さ（g）商品番号 カラー カバー

マットレス

ハイブリッドマットレス

敷ふとん

ハイブリッド敷ふとん

オーバーレイマットレス

まくら

クッション

SL019-BK SL019-NB SL019-BE

SL020

4571415223095

4571415223101

4571415223118

JANコード

4571415223125

4571415223132

4571415223149

JANコード

4571415223033

4571415223040

4571415223057

JANコード

4571415223064

4571415223071

4571415223088

JANコード

4571415223002

4571415223019

4571415223026

JANコード

4571415223156

4571415223163

4571415223170

JANコード

4571415223187

4571415223194

4571415223200

4571415223217

JANコード

SL010

SL011

SL012

商品仕様クッション

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

クッション

長時間座っていてもやわらかなクッショ
ン性が身体への圧力を軽減します。中材
の上下を入れ替えてお好みの座り心地
を選ぶこともできます。

ハイブリッドクッション
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長時間座っていてもやわらかなクッショ
ン性が身体への圧力を軽減します。中材
の上下を入れ替えてお好みの座り心地 ハイブリッド構造の中材

やわらかめ

かため

ダブルラッセルカバー

SL019-BE

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

ダブルラッセルカバー

体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

ダブルラッセルカバー

ベージュSL019-NB SL019-BE

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

中材

ブラック

〈C-CORE3D

SL019-BK

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

ネイビー

C-CORE3D〉35mm

SL019-BK SL019-NB

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。

SL019-NB

長時間座っていても湿気がこもりにくい、通気性に優れたクッションです。
体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。体圧を分散し身体への負担を軽減します。丸洗いできるのでお手入れも簡単です。



シーエンジ独自の特許技術から生まれた素材（立体網状構造）を3D ORIGINと
名付けました。3D ORIGINは立体網状構造の起源であることを意味しています。 シーエンジの中材はクッション性に優れた高反発／高弾性素材です。身体の沈み込みが

少ないので正しい寝姿勢を保ちやすいことや、寝返りが打ちやすいのが大きな特長です。
自然な寝返りで睡眠を妨げず、正しい寝姿勢で寝ることで良質な睡眠を実現します。

中材は水分を吸収しない素材なので、ご家
庭でも簡単に水洗いができます。ダニやカビ
の発生も抑えられます。

中材は除菌スプレーやアルコール、次亜
塩素酸ナトリウムでの消毒が可能です。

お手入れ簡単、まるごと水洗い 感染症予防ケアにも

4 面成形

腰部
高密度化
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C-CORE3Dは独自開発したポリエチ
レン素材のファイバーが複雑に絡み
合った立体網状構造体です。
ポリエチレンは食品容器にも使われて
いる安心・安全な素材。
防水性、耐薬品性、耐久性に優れてお
り、高反発のクッション材として高い
機能を有します。
また、リサイクルが可能で燃やしても
有害なダイオキシン類が発生しないた
め、環境にもやさしい素材です。

NEO3Dは、弾性のあるポリエステル
製の特殊原料のファイバーが複雑に
絡み合った立体網状構造体です。
C-CORE3Dの有する特長に加えて、
耐熱性にも優れています。
やわらかな感触でありながら高弾性
という相反するクッション性を実現し
ました。

シーエンジの特許技術が生み出す良質な睡眠

優れたクッション性で寝返りが打ちやすく、
自然な寝がえりで熟睡しやすくします。

中材は90%以上が空気の隙間でできてい
ます。空気層による断熱・循環効果で夏は
涼しく、冬は暖かくお使いいただけます。

抜群の通気性

独自の立体網状構造が、身体をやさしく包み
込むように支え、腰や肩など負荷がかかりや
すい部分の圧力を軽減します。

中材の4面を成形することで全体の耐久性
を向上し、腰部分の密度を高めることで
へたりにくくしています。

身体にかかる圧力を均等に分散 特許技術による中材の耐久性

高反発／高弾性なクッション性が
寝返りをサポート

国内特許　特許第5986584号•特許第6182249号

高圧力

低圧力



NEB001

約1200×約700×約40

約1200×約700×約30

長さ×幅×厚さ（mm）

約2.7

約1.8

重さ（kg）商品番号

ホワイト

ホワイト

カラー

　ダブルラッセル（ポリエステル100％）

〈表〉ダブルラッセル（ポリエステル100％）
〈裏〉クイーンズコート（ポリエステル100％）

カバー

4571415222258

4571415222265

JANコード

NEB004

NEB005

約1200×約700×約55

約1200×約700×約55

約1200×約700×約40

長さ×幅×厚さ（mm）

約3.1

約3.1

約2.3

重さ（kg）商品番号

クリーム

クリーム

ホワイト

カラー

　ダブルラッセル（ポリエステル100％）

　ダブルラッセル（ポリエステル100％）

　ダブルラッセル（ポリエステル100％）

カバー

4571415222227

4571415222234

4571415222241

JANコード

NEB001

NEB002

NEB003

一枚フラットタイプ

〈C-CORE3D〉 50mm

27,280 円（税込）

NEB003三つ折りタイプ

中材 〈C-CORE3D〉 35mm

21,780 円（税込）

NEB005三つ折りタイプ

中材 〈C-CORE3D〉 25mm

中材

32,780 円（税込）

〈C-CORE3D〉 35mm中材

27,280 円（税込）

NEB002二つ折りタイプ

〈C-CORE3D〉 50mm中材

NEB004三つ折りタイプ

27,280 円（税込）

いつでもどこでも使いたい。そんな要望に応える、持ちはこびしやすい三つ折りタイプです。
中材が三つに分かれているので、お手入れもしやすくなっています。

necocoro ベビーマットレス mii（ミィー）

身体の未熟な赤ちゃんの成長をサポートする高反発な寝心地のベビー用マットレス。
丸洗いできて乾きも早いので、汗やおもらしで汚れても簡単にお手入れができます。
通気性も抜群で、うつぶせ寝でも呼吸が確保しやすくなっています。

necocoro ベビーマットレス mii（ミィー）マルチケット付き
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ベビーマットレス

necocoro ベビーマットレス hii（ヒィー）
necocoro ベビーマットレス fuu（フゥー）
ベビーベッドにぴったりサイズのベーシックなベビー用マットレスです。
通気性に優れたカバーを採用し、蒸れや窒息事故のリスクを低減します。丸洗いできる
ので衛生的にお使いいただけます。二つ折りとフラットのタイプから選べます。

一枚フラットタイプ

中材

27,280
二つ折りタイプ

中材

27,280

通気性に優れたカバーを採用し、蒸れや窒息事故のリスクを低減します。丸洗いできる
ので衛生的にお使いいただけます。二つ折りとフラットのタイプから選べます。

三つ折り

中材 〈C-CORE3D〉35mm

三つ折り

necocoro ベビーマットレス mii（ミィー）ライト

27,280
三つ折りタイプ

いつでもどこでも使いたい。そんな要望に応える、持ちはこびしやすい三つ折りタイプです。
中材が三つに分かれているので、お手入れもしやすくなっています。

中材

三つ折り
21,780

中材

マルチケットは使い方いろいろ。生活シーンに合わせてお使いください。

〈C-CORE3D〉35mm中材

通気性も抜群で、うつぶせ寝でも呼吸が確保しやすくなっています。

マルチケットは使い方いろいろ。生活シーンに合わせてお使いください。

パイル＆ガーゼ（綿100%）、
パイピング部分（ポリエステル65%、綿35%）

マルチケットの生地に今治タオルを採用。
素晴らしい風合いと優れた吸水性が赤ちゃ
んの敏感な肌にもピッタリです。裏面はガー
ゼ生地でリバーシブルに使えます。

タオル生地

ガーゼ生地

丸洗いできるので衛生的。 通気性抜群で快適。 ダブルラッセルカバー二つ折り： fuu（フゥー）

27,280円（税込）

（ミィー）

27,280

ダブルラッセルカバー二つ折り： fuu（フゥー）

※通気性はシーツ等の素材、使用状況によっては確保されない場合があります。取り扱い時には十分ご注意願います。

necocoro 
ベビーマットレス fuu（フゥー）

おくるみ おむつ替えシート ベビーカーブランケット 抱っこひもケープ 授乳ケープ

マットレスの上に重ねて使うベビー用の薄型マットレス。丸ごと洗えるので衛生的にお使いい
ただけます。抜群の通気性で蒸れにくく、うつぶせ寝でも呼吸が確保しやすくなっています。
三つ折りにできるから持ちはこびもラクにできます。



新しい寝具ブランド- SonnoLenza （ソノレンザ）

イタリア語で睡眠を意味する「Sonno」と
糸を意味する「Lenza」の組み合わせが語源です。

一日の最後は眠るのではなく
良質な睡眠から始まると考えています。

寝具は睡眠の大切なパートナー。 
あなたに寄り添い、こころとからだを癒してくれる。

それを実現するのが SonnoLenza の大切な役割です。

ベビーマットレス

赤ちゃんのうつぶせ寝による窒息事故をなくしたい。
そんな思いから生まれた　　　　　 のベビーマットレス。

通気性の高い素材を使用し、呼吸を確保しやすい構造に
なっています。

長い時間を眠って過ごす赤ちゃんの睡眠環境とお母さんの
安心を第一につくりました。

necocoro

一日のはじまりは良質な睡眠から
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