
体圧分散効果の比較

般的な中芯一般的な中芯

一定の場所に圧力が
集中しています。
（赤い部分）

V Lap® の中芯V-Lap® の中芯

一定の場所への集中
がなく広い範囲で
座れます。V-Lap® は 2cmの

厚さのクッション材で、
しっかりとお尻を支え、
やさしい座り心地。

優れた体圧分散

強

弱

体
を
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V-Lap® は反発性が高く、
上下からの圧力に強くて、
クッション材のへたりが
少ないのが特長。

へたりにくい
V-Lap® は縦方向の
繊維構造のため、
水分が逃げやすく、
乾燥しやすい。

お尻も蒸れにくく快適。

乾きやすい

長時間でも快適な座り心地
トイレルームを鮮やかに飾るアクセントカラー
マシュマロ便座クッション スカンジナビアン 本体価格1,600円
材　質 表面：表糸 ポリエステル100％／中芯 ポリエステル100％

裏面：基布 ポリエステル100％／吸着 アクリル樹脂
サイズ 約 全幅17×全長40×厚み2.5cm  2枚（1組）
入　数 40
重　量 約98ｇ
原産国 日本

GR PI GY NV

品番 MB-801
JAN：4545229 145126

品番 MB-802
JAN：4545229 145133

品番 MB-803
JAN：4545229 145140

品番 MB-804
JAN：4545229 145157

ふっかふかな座り心地を叶えるクッション材『テイジン製のV-Lap®』を使用

厚み2.5㎝の
ボリューム感‼

滑り止め付きで
安心安全！

ピタッと
吸着



マシュマロトイレマット 本体価格2,500円
材　質 ポリエステル100%
サイズ 約 幅 60×奥行60×高さ1.5cm
重　量 約470ｇ
入　数 30
原産国 中国

ピタっと便座にのせるだけ、トイレがソファに早変わり！
優しい肌触りのジャガード生地を使用

マシュマロ便座クッションとコーディネイト！
トイレがお部屋に早変わり！

マシュマロ便座クッション ジャガード 本体価格1,800円
材　質 表面： 表糸 ポリエステル100%／中芯 ポリエステル100％

裏面：基布 ポリエステル100％／吸着 アクリル樹脂
サイズ 約 全幅17×全長40×厚み2.5cm 2枚（1組）
重　量 約105ｇ
入　数 40
原産国 日本

ステラPK

ステラPK

コズミックGR

コズミックGR

クロスラインBL

クロスラインBL

ラティスGY

ラティスGY

品番 MM-201
JAN：4545229 154906

品番 MB-1001
JAN：4545229 154869

品番 MM-202
JAN：4545229 154913

品番 MB-1002
JAN：4545229 154876

品番 MM-203
JAN：4545229 154920

品番 MB-1003
JAN：4545229 154883

品番 MM-204
JAN：4545229 154937

品番 MB-1004
JAN：4545229 154890

マシュマロ便座クッションは（商標登録第５８２１７８8号）株式会社藤栄の登録商標です。

2019.10カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。製品仕様、デザインおよび梱包仕様は、変更する場合が
ありますが、ご了承ください。寸法指示は概寸法です。実寸が必要な場合は、現物でお確かめください。

〒152-0032　東京都目黒区平町1-2-2　Tel.03-3723-6525 www.fujiei.co.jp
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ボーダー NV

BR

チェック BR

ピタッと便座にのせるだけ、
トイレがソファに早がわり！
コーディネートしやすいナチュラルカラー

ホイップ便座クッション 

ボリュームたっぷり！お尻にやさしい
ソフトな肌触りのマイクロファイバー製♪

ボリュームたっぷり！お尻にやさしい
コーディネートしやすいナチュラルパターン

ホイップ便座クッションは（商標登録第５８２１７８９号）株式会社藤栄の登録商標です。

※ホイップ便座クッション柄は企画品になります。

ホイップ便座クッション 本体価格 1,400 円
品番 WB-201 ● GR　　JAN：4545229 142828

品番 WB-202 ● PI　　  JAN：4545229 142835

品番 WB-204 ● BR　　 JAN：4545229 142859

品番 WB-205 ● GY 　　 JAN：4545229 154944
材　質 表面：表糸 ポリエステル 100％／中芯 ウレタンフォーム

裏面：基布 ポリエステル 100％／吸着 アクリル樹脂
サイズ 約 全幅 17 ×全長 40 ×厚み 2cm  2 枚（1 組）
重　量 約 89g（2 枚分）
入　数 50
原産国 日本

ホイップ便座クッション 本体価格 1,600 円
品番 WB-301 ● フラワー RE　　 JAN：4545229 151974

品番 WB-302 ● リーフ GR　　　JAN：4545229 151981

品番 WB-303 ● チェック BR　　 JAN：4545229 151998

品番 WB-304 ● ボーダー NV　　JAN：4545229 152001
材　質 表面：表糸 ポリエステル 100％／中芯 ウレタンフォーム

裏面：基布 ポリエステル 100％／吸着 アクリル樹脂
サイズ 約 全幅 17 ×全長 40 ×厚み 2cm  2 枚（1 組）
重　量 約 80g（2 枚分）
入　数 50
原産国 日本

2019.10カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。製品仕様、デザインおよび梱包仕様は、変更する場合が
ありますが、ご了承ください。寸法指示は概寸法です。実寸が必要な場合は、現物でお確かめください。

〒152-0032　東京都目黒区平町1-2-2　Tel.03-3723-6525　www.fujiei.co.jp
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