
やっぱり “おうち” が心地いい



特 徴と機 能をわかりやすく
商品にはオススメのポイントを

わかりやすくマークで記しています

C o n t e n t s

0 4 - 0 7｜寝具

Wウォームの秘密

0 8 - 1 1｜こたつ布団

MY こたつ L IFE

1 2 - 1 5｜ラグ

コーナンバイヤーが教える

ラグ選びのススメ

1 6 - 1 7｜家具とコーディネート

Par t 1  ギャベ×ヴァーサ

1 8 - 1 9｜家具とコーディネート

Par t 2  コルデ×ラハティ

2 0 - 2 1｜あったか家電

家じゅういつでも あったか計画

2 2 - 2 3｜あったか家電

どう選ぶ？ 今年の加湿器2020

やっぱり、“おうち”が

心地いい。
暖かさに包まれる

今年は、まったりくつろぎ時間を。

素材や温もり

季節感を取り入れて

より居心地よく  よりあったかく

“おうち”をもっと癒しの空間に。
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冬でも、寝ている間に
多くの汗をかいていま
す。体から発散されて
いる水分を特殊繊維
が吸収し、熱に変える
ことを「吸湿発熱」と

言います。実験結果でも、従来品より約２℃、暖かさがアップし
ていることが分かります。水分を吸湿しながら発熱するので、寝
具は暖かいうえに、さらっとした快適さも実現しました。

「Wウォーム敷パッド」「Wウォームまくらパッド」は生地表面に
も中綿にも吸湿発熱の効果を持つ特殊繊維を使用している
ため、外側も中からもあったか。

「Wウォーム毛布」「Wウォームひざかけ」「Wウォームミニ毛布」
「Wウォームモイストシリーズ」は、生地表面の吸湿発熱の繊維は
そのままに、中綿には蓄熱機能を持った繊維を採用。暖かさが長
い時間持続されるので、朝までぐっすりです。

吸湿発熱とは？ Wであったかい

あったか効果をキープ

Ｗウォーム毛布　●サイズ（約）/S 140×200（cm）　コード/4522831122172［ブラウン］、4522831122189［モカ］　価格/2,980円

コーナンオリジナル寝具、「Wウォーム」シリーズが誕生しました。

「吸湿発熱」機能でより暖かくなり、蓄熱機能であったか効果が長続きします。

肌に触れるものなので、肌感の使い心地にもこだわりました。

そんな「Wウォーム」シリーズの暖かさの秘密を紹介します。

Wウォームの秘密

t h e  s e c r e t  o f  W - w a r m

クマグレー

ブラウン モカ ミッドナイトブルー

ペイズリーネイビー

キリムブラウン

Ｗウォーム敷パッド

Wウォームひざかけ
●サイズ（約）/70×100（cm）
　コード/4522831122196［ブラウン●モカ●］
　価格/980円

ブラウン

Wウォームミニ毛布
●サイズ（約）/140×100（cm）
　コード/4522831122202

［ブラウン●モカ●］
　価格/1,780円

Ｗウォームひざかけ/ミニ毛布

モカ

リビングでくつろぐとき、勉強や仕事をするとき、ちょっと足元が冷えるなと
思ったら、ひざかけやミニ毛布を活用しよう。あったかくてストーブがいらなくな
るかも!?

あったか機能に加え、デザイン性も重視したい人にぴったり。シン
プルでシックな無地カラーは５色展開。個性的な柄ものも３タイプ
あるので、コーデチェンジしても。

枕元もあっためて、さらに心地よい睡眠を手に入れよう。横を向いたり、寝返
りを打ったときに、顔にあたる生地感の気持ちよさに感動するはず。

Ｗウォームまくらパッド
●サイズ（約）/35×50（cm）　コード/4522831119813［ブラウン・モカ・ミッドナイトブルー］
　価格/398円
●サイズ（約）/43×63（cm）　コード/4522831119820［ブラウン・モカ・ミッドナイトブルー］
　価格/498円

●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831119837［クマグレー］

4522831119844［ペイズリーネイビー］
4522831119851［キリムブラウン］

　価格/1,980円

［ブラウン］
●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831119868　価格/1,980円
●サイズ（約）/SD 120×200（cm）
　コード/4522831119875　価格/2,280円
●サイズ（約）/D 140×200（cm）
　コード/4522831119882　価格/2,480円

［モカ］
●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831119899　価格/1,980円
●サイズ（約）/SD 120×200（cm）
　コード/4522831119905　価格/2,280円
●サイズ（約）/D 140×200（cm）
　コード/4522831119912　価格/2,480円

［ラベンダーグレー］
●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831119929　価格/1,980円
●サイズ（約）/SD 120×200（cm）
　コード/4522831119936　価格/2,280円
●サイズ（約）/D 140×200（cm）
　コード/4522831119943　価格/2,480円

Ｗウォームまくらパッド

発熱

吸湿

水分を吸収して熱に変換

吸湿発熱商品

肌

第三者機関調べ 第三者機関調べ

［アッシュブラック」
●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831119981　価格/1,980円
●サイズ（約）/SD 120×200（cm）
　コード/4522831119998　価格/2,280円
●サイズ（約）/D 140×200（cm）
　コード/4522831120246　価格/2,480円

［ミッドナイトブルー］
●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831119950　価格/1,980円
●サイズ（約）/SD 120×200（cm）
　コード/4522831119967　価格/2,280円
●サイズ（約）/D 140×200（cm）
　コード/4522831119974　価格/2,480円
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●サイズ（約）/100×200（cm）
　コード/4522831119790［ベージュ●］

4522831119806［グレー●］
　価格/1,480円

●サイズ（約）/35×50（cm）
　コード/4522831119776［ベージュ●グレー●］
　価格/298円
●サイズ（約）/43×63（cm）
　コード/4522831119783［ベージュ●グレー●］
　価格/398円

●サイズ（約）/S 100×200（cm）
　コード/4522831120253［スモーキーピンク●］

4522831120260［チャコールグレー●］
　価格/2,480円

●サイズ（約）/S 140×200（cm）
　コード/4522831122219［スモーキーピンク●］

4522831122226［チャコールグレー●］
　価格/3,480円

●サイズ（約）/S 150×210（cm）
　コード/4522831122479

［クラシカルチェックレッド］
4522831122486

［クラシカルチェックネイビー］
　価格/2,480円

●サイズ（約）/S 140×190（cm） 
　コード/4522831120925［クマグレー］

4522831120932［ペイズリーネイビー］
4522831120949［キリムブラウン］

　価格/1,980円

●サイズ（約）/S 150×210（cm）
　コード/4522831122233

［スターネイビー］
4522831122240

［ダマスクベージュ］
4522831122462

［ノルディックグレー］
4522831122493

［ブラウン］
4522831122509

［モカ］
　価格/1,980円

［ブラウン］
●サイズ（約）/S 140×190（cm）
　コード/4522831120956
　価格/1,980円
●サイズ（約）/D 180×200（cm）
　コード/4522831120963
　価格/2,480円

［モカ］
●サイズ（約）/S 140×190（cm）
　コード/4522831120970
　価格/1,980円
●サイズ（約）/D 180×200（cm）
　コード/4522831120987
　価格/2,480円

［ラベンダーグレー］
●サイズ（約）/S 140×190cm
　コード/4522831120994
　価格/1,980円

［ミッドナイトブルー］
●サイズ（約）/S 140×190（cm）
　コード/4522831122011
　価格/1,980円

なめらか敷パッド

なめらかまくらパッド

Ｗウォーム＋モイスト敷パッド

Ｗウォーム＋モイスト毛布

なめらか＆ボア掛ふとんカバー

なめらか毛布

なめらか掛ふとんカバー

とにかく肌触りのなめらかさにこだわった「なめらか」シリーズ。

敷パッドや毛布、布団カバーなど一式そろえて、

なめらか心地に包まれた良眠を手に入れよう。

なめらかシリーズ

なめらか｜パッド｜ なめらか｜ふとんカバー｜

気づいたら、ついな
・ ・ ・ ・

でなでしてしまうなめ
らかな生地感。

顔のあたる部分と裏面にふ
わふわのボアがついた布団
カバー。シープボアの肌触り
にうっとり。

布団カバーには、布団に簡単に取り付
け可能なスナップボタン付き。

なめらか｜ブランケット｜

クラシカルチェックレッド

ペイズリーネイビー

クマグレー

ブラウン

ダマスクベージュ

モカ

ノルディックグレー

スターネイビー

クラシカルチェックネイビー

キリムブラウン ブラウン モカ ラベンダーグレー ミッドナイトブルー

吸湿発熱＋蓄熱のＷのあったか機能に、保湿効果も加わった寝具です。

生地が2枚合わせになっていて、中わたは抗菌防臭効果が施されていたり、

いたれりつくせりの優れものです。

Wウォームモイスト
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なめらかタッチ
こたつ掛ふとん

ラビットタッチ
こたつ掛ふとん

こたつ掛ふとん

ふわふわでなめらかな手触りが特
徴。エレガントな「ペイズリー」柄
とシンプルモダンな無地の「コル
デ」をご用意しました。　

ラビットファーのように滑らかで柔
らかい生地は、ずっと触っていた
い肌心地。大人っぽい落ち着い
た三色展開です。

いつでも“ネ～コはこたつで丸くなる♪”を
叶えてあげられる猫ちゃん専用のこたつ。
丸穴からちょこんと顔やしっぽを出す愛らし
さに癒されます。

ペイズリー

カジュアルコタツ70cm角

コルデ

●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114825
　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114832
　価格/4,980円

［ブラウン●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114849
　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114856
　価格/4,980円

［ベージュ●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831116164
　価格/4,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831116171
　価格/5,980円

［チェック］
●サイズ（約）/正方形
　190×190（cm）
　コード/4522831114740
　価格/1,980円
●サイズ（約）/長方形
　190×240（cm）
　コード/4522831114757
　価格/2,480円

遠赤外線にゃんこの和みこたつ2段
●サイズ（約）/組立サイズ幅44.5×
　奥行34×高さ45（cm）
　コード/4906456572282
　価格/14,800円

［グリーン●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114863
　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114870
　価格/4,980円

［チャコールグレー●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831116188
　価格/4,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831116195
　価格/5,980円

［ダスティピンク●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831116850
　価格/4,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831116867
　価格/5,980円

［ブレスト］
●サイズ（約）/正方形
　190×190（cm）
　コード/4522831968398
　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形
　190×240（cm）
　コード/4522831968404
　価格/4,980円

［ツィード調］
●サイズ（約）/正方形
　190×190（cm）
　コード/4522831116874
　価格/4,980円
●サイズ（約）/長方形
　190×240（cm）
　コード/4522831116881
　価格/5,980円

［シロクマ］
●サイズ（約）/正方形
　190×190（cm）
　コード/4522831968312
　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形
　190×240（cm）
　コード/4522831968329
　価格/4,980円

つい撫でてしまう心地よい肌触りのこたつ布団、今年は特に「なめらかタッチ」と

「ラビットタッチ」がおすすめです。お好みのタイプを選んでください。

個性あるもの、シンプルなもの、愛着の湧くもの…、

数々あるこたつ布団のデザインから、

部屋のインテリアに合わせたり、

ポイントづかいにしたりしてみて。

肌触りで選ぶ

デザインで選ぶ

M Y  こたつ  L I F E

M Y  こたつ  L I F E

ネコ用こたつ

あったかい部屋づくりに取り入れたい「こたつ」。

冷たい風が吹き始めたら「そろそろ、おこた出そうか」、

なんていう会話も聞こえてきます。

部屋の中心にある「こたつ」は、インテリアの要にもなります。

今年の冬は、素材や柄にこだわったり、

こたつ布団とこたつテーブルの組み合わせを楽しんでみたり、

ちょっと気分を変えて選んでみよう。

M y

こたつ
L i f e

●サイズ（約）/70×70×高さ38.5（cm）
　型番/KCK-2070L WHT
　コード/4562269639262　価格/6,480円

●サイズ（約）/70×70×高さ38.5（cm）
　型番/KCK-2070BK
　コード/4562269639248
　価格/5,480円

ペイズリー

ブラウン

ベージュ

カジュアルコタツ70cm角折れ脚
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［ネコ］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114764
　価格/2,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114771
　価格/3,980円

［ノルディック］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114788
　価格/2,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114795
　価格/3,980円

［ギャベ］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114801
　価格/2,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114818
　価格/3,980円

［ニット調］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831116140
　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831116157
　価格/4,980円

［ニット調］
●サイズ（約）/正方形 195×195（cm）
　コード/4522831117307
　価格/1,980円
●サイズ（約）/長方形 195×245（cm）
　コード/4522831117314
　価格/2,980円

●サイズ（約）/80×60（cm）
　型番/PTG-R8060（AB/AW）　
　コード/4983771055430
　価格/8,980円

両面つかえるリバーシブル機能

カバーが洗えるこたつ布団

その日の気分に応じて表裏の柄を使い分け
て、簡単に模様替えが完成。ギャベ柄、ネコ
柄、ノルディック柄のあったかデザインをそろ
えました。裏表で素材感を変えています。

気になるのは食事をこぼしたりして掛け布団
が汚れてしまうこと。おうちで気軽に洗えるカ
バーは、とってもありがたい。

洗えないこたつ掛け布団をお使いの場合でも、洗える上掛けを覆ってあげれば安
心です。どんな柄やカラーの掛け布団にもなじむベージュ系の上掛けなので、1枚
備えておくと便利です。

こたつ掛けふとんのデザインやカラーに合わ
せて、天板が両面づかいできるこたつ。明る
いホワイト調とダークブラウンのベーシックカ
ラーなので、コーデしやすいのが◎。

カバーを取り外すと中から顔を出すこたつ布団の
チェック柄もかわいい。カバーは洗濯ネットに入れ
て丸洗い！

おしゃれ度高い角丸のテー
ブルこたつテーブル。冬こ
たつに、冬以外はセンター
テーブルにと年中使え、脚
が折りたためて実用性も
高い。

両面つかえるこたつ掛ふとん

カバーが洗えるこたつ掛ふとん

こたつ上掛け

こたつ上掛け

折れ脚テーブルこたつ

天板リバーシブルこたつ

肌触りや柄のほか、気になるのが使い勝手。

リバーシブルやカバーを取り外せるなど、

機能性重視派の心をくすぐる

ラインナップです。

機能で選ぶM Y  こたつ  L I F E

●サイズ（約）/90×60（cm）
　型番/PFT-9060（OAK）
　コード/4983771055409
　価格/11,800円
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冬場のひんやりした床や夏
場のクーラーの冷気を抑えま
す。また、床が足裏の汗でべ
たつくことも防ぎ、快適な足
元空間に。

キズの付きやすいフローリン
グの床を保護します。子ども
やペットがいるご家庭にはよ
り効果的。 約2cmの厚みがふっくらの秘密。グ

レード感ある色みで落ち着いた印象の
部屋に。

あまりのふわふわの心地よさに、素足
で何度も踏みしめたくなります。

仕切りのない部屋で、例えば
ソファの前やテーブルの下
にラグを敷くとメリハリができ
ます。狭い部屋が広く感じる
効果も。

足音や物音を吸収し、生活
音を和らげます。クッション性
があるので、転んでしまったと
きなどの衝撃を減らしてくれ
る働きも。

床からの冷たさを
和らげる

床がキズ付くことを
防ぐ

日常生活の
防音対策になる

ラグの 役 割

ゾーニングで
空間を分ける

ラグ選 びの
ススメ

部屋の印象をがらりと変えてくれるデザイン的な一面のほかに、

ラグを敷くといろんなメリットがあります。

今回は、機能性・手触り・柄といった切り口で、

ご自身の重視するポイントを選んでみてください。

［ブラウン］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114474
　価格/3,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114481
　価格/4,980円

［サークルライン］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114276
　価格/2,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114283
　価格/3,480円

［グレー］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114498
　価格/3,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114504
　価格/4,980円

［リーフ］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114290
　価格/2,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114306
　価格/3,480円

［ネイビー］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114511
　価格/3,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114528
　価格/4,980円

［幾何学］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114313
　価格/2,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114320
　価格/3,480円

なめらかな心地よい肌触りを備えつつ、厚みがある分ふっくら感がアッ
プするボリュームラグ。階下への音の影響も一層和らげてくれそう。

丸洗いできるウォッシャブルタイプ。小さなお子さんやペットがいるご家
庭には、特に使い勝手がよい商品です。薄手でコンパクトに収納できる
点もおすすめポイント。

ボリュームラグ 洗えるラグ

汚れが気になったら洗濯
ネットに入れて洗濯機で洗
える気軽さがうれしい。

洗える!厚手!

機 能 性で選 ぶ
より高いラグの機能性を追求したい方に

おすすめの2タイプを紹介します。

使用する部屋や優先したい機能に

あわせて選んでみてください。

コーナンバイヤーが教える
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ふっくらラグ

柄で選 ぶ
明るくて個性的な柄を選びたい!

そんなあなたにおすすめの3タイプです。

ふっくらした生地感や

手触りのよさも兼ね備えています。

手 触りで選 ぶ
コーナンでおすすめする冬ラグは、

どれも手触りがよいのが特徴ですが、

なかでも手触りの心地よさを追求した

３タイプです。

［ベージュ］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114627
　価格/4,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114634
　価格/6,980円

［メダリオン］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114573
　価格/4,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114580
　価格/6,980円
●サイズ（約）/3.5帖 200×300（cm）
　コード/4522831114597
　価格/7,980円

［ブレスト］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831968374
　価格/3,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831968381
　価格/4,980円

［チャコールグレー］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114603
　価格/4,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114610
　価格/6,980円

［ダスティピンク］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114641
　価格/4,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114658
　価格/6,980円

［ギャベ］
●サイズ（約）/1帖 90×185（cm）
　コード/4522831114436　価格/1,980円
●サイズ（約）/1.5帖 135×185（cm）
　コード/4522831114443　価格/2,480円
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114412　価格/3,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114429　価格/4,480円

［ノルディック］
●サイズ（約）/1帖 90×185（cm）
　コード/4522831114399　価格/1,980円
●サイズ（約）/1.5帖 135×185（cm）
　コード/4522831114405　価格/2,480円
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114375　価格/3,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114382　価格/4,480円

［ネコ］
●サイズ（約）/1帖 90×185（cm）
　コード/4522831114351　価格/1,980円
●サイズ（約）/1.5帖 135×185（cm）
　コード/4522831114368　価格/2,480円
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114337　価格/3,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114344　価格/4,480円

ラビットファーのような高級感あふれる
肌心地。靴下をはいていてもその心地
よさが足元から伝わってくるほど。

極細繊維を使用し、とろける肌触りを実現した「ベルベットタッチラグ」。
クラシックでエレガントなデザインも印象的です。

しっとりなめらかな肌触りがくせになる
「なめらかタッチラグ」は、モダンでシ
ンプルなデザイン性で選んでも。

ラビットファータッチラグベルベットタッチラグ

なめらかタッチラグ

約１帖 ｛ 約90×185（cm）｝

RUG NAVI

約2帖 ｛ 約185×185（cm）｝

約１.5帖 ｛ 約135×185（cm）｝

ラグの置き方ナビ

約3帖 ｛ 約200×250（cm）｝

約3.5帖 ｛ 約200×300（cm）｝

二人掛け、三人掛けソファの前などに置ける細
長タイプです。

二人掛け、三人掛けのソファの下に置いてもちょ
うどよいサイズ。正方形なので使いやすいです。

６帖の部屋で、センターテーブルやこたつなどと
合わせて使える広さです。

大きめのゆったりサイズ。床で過ごすことが多い
場合にもぴったりです。

10帖前後の部屋にゆったりと敷ける大判サイ
ズです。

コンフォートソファBR
●サイズ（約）/幅124.5×奥行81×高さ85（cm）　コード/4522831030538　価格/15,800円
外縫スリッパ低反発フェルト無地
●コード/4522831980406［ネイビー、ブラウン、ベージュ］　価格/498円

1

1

2

2

TABLE

TABLE
TABLE

TABLE
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ラグに座ってゆったり過ごしたいときは、リ
ラックスクッションに身体を預けて。

テレビを見るときに抱えたり、ひじ掛け代わ
りにしたり…。用途はあなた次第。

実は子どもに人気。この上で遊んだり本を
読んだりのマイスペースに。

椅子の上にも冬支度を。ダイニングや勉
強チェアなどにくくりつけて。

床に直座りするとき、お尻を包んでくれる
厚みのあるクッション。

お昼寝やちょっと横になりたいときに。ロン
グクッションのさらにロングバージョン。

リラックスクッション ロングボルスタークッション3層ロングクッション シートクッションマチ付きクッション3層ロングロングクッション

●サイズ（約）/63×48×33（cm）
　コード/4522831118441
　価格/1,980円

●サイズ（約）/18R×55（cm）
　コード/4522831118304
　価格/980円

洗えるラグ

●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114450
　価格/3,480円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114467
　価格/4,480円

●サイズ（約）/60×110（cm）
　コード/4522831118410
　価格/1,980円

●サイズ（約）/43×43（cm）
　コード/4522831118267
　価格/598円

●サイズ（約）/38×38×10（cm）
　コード/4522831118366
　価格/980円

●サイズ（約）/60×180（cm）
　コード/4522831118472
　価格/2,980円

フリーラック
●サイズ（約）/幅56.6×奥行26.7
　×高さ90（cm）
　コード/4548927007239
　価格/5,980円

ガラスキャビネット
●サイズ（約）/幅56.6×奥行35.7
　×高さ90（cm）
　コード/4548927007208
　価格/9,800円

AVボード
●サイズ（約）/幅90×奥行35.7
　×高さ45（cm）
　コード/4548927007178
　価格/6,480円

テーブル
●サイズ（約）/幅80×奥行44.2
　×高さ37（cm）
　コード/4548927007185
　価格/5,980円

チェスト
●サイズ（約）/幅56.6×奥行35.7
　×高さ90（cm）
　コード/4548927007215
　価格/9,800円

レンジ台
●サイズ（約）/幅56.6×奥行39.6
　×高さ90（cm）
　コード/4548927007192
　価格/7,980円

ヴァーサシリーズ

白が基調のアンティーク風に加工された木製家具です。こだ
わりのナチュラルコーディネートを演出することができます。

PART 1 ギャベ×ヴァーサ
遊牧民の豊かな感性を表現したギャベ風デザインは、

アンティーク風加工を施した

ヴァーサシリーズの家具がぴったりです。

お気に入りのコーディネートでこだわりの空間を
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SCENE 1

SCENE 1 SCENE 2 SCENE 3

SCENE 2 SCENE 4SCENE 3

ボアで縁取りされた「なめらかタッ
チラグ」に座ってあったかリラックス
タイムを過ごしてみて。

こたつに合わせる小物もコルデシリーズでそろえてみよ
う。色違いにすればおしゃれ度アップ。

椅子使用ならお尻と足元をコルデシリーズであっため
て。居心地のよさに、もはや立ち上がれないかも。

ラグや床暖がない場所には、ロングクッションがお役立
ち。ふかふかの座り心地についうとうと…。

なめらかタッチラグ
［ブラウン●］
●サイズ（約）/2帖 185×185（cm）
　コード/4522831114535　価格/3,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114542　価格/4,980円

［グリーン●］
●サイズ（約）/2帖 185×185cm
　コード/4522831114559　価格/3,980円
●サイズ（約）/3帖 200×250（cm）
　コード/4522831114566　価格/4,980円

リラックスクッション
●サイズ（約）/63×48×33（cm）　
　コード/4522831118458［ブラウン●］

4522831118465［グレー●］
　価格/1,980円

3層ロングクッション
●サイズ（約）/60×110（cm）
　コード/4522831118427［ブラウン●］

4522831118434［グレー●］
　価格/1,980円

なめらかタッチこたつ掛ふとん
［ブラウン●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114849　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114856　価格/4,980円

［グリーン●］
●サイズ（約）/正方形 190×190（cm）
　コード/4522831114863　価格/3,980円
●サイズ（約）/長方形 190×240（cm）
　コード/4522831114870　価格/4,980円

3層ロングロングクッション
●サイズ（約）/60×180（cm）
　コード/4522831118489［ブラウン●］

4522831118496［グレー●］
　価格/2,980円

ソファクッション
●サイズ（約）/20×20×50（cm）
　コード/4522831118397［ブラウン●］

4522831118403［グレー●］
　価格/980円

ブラウン

ブラウン

ブラウン

ブラウン

ブラウン

グレー

グレー

グレー

グリーン

キャビネット
●サイズ（約）/幅56.6×奥行36.9
　×高さ87（cm）
　コード/4548927007369
　価格/9,800円

ミドルボード
●サイズ（約）/幅88.2×奥行36.9
　×高さ65（cm） 
　コード/4548927007338
　価格/9,800円

ストッカー
●サイズ（約）/幅56.6×奥行36.9
　×高さ87（cm）
　コード/4548927007376
　価格/8,800円

フリーラック
●サイズ（約）/幅56.6×奥行29.5
　×高さ119（cm）
　コード/4548927007345
　価格/9,800円

AVボード
●サイズ（約）/幅88.2×奥行36.9
　×高さ43（cm）
　コード/4548927007321
　価格/7,480円

チェスト
●サイズ（約）/幅56.6×奥行36.9
　×高さ87（cm）
　コード/4548927007352
　価格/11,800円

ラハティシリーズ

重厚感のあるデザインのラハティシリーズの家具。複数づかいすることで、統一感のあるインテ
リアに。

PART 2 コルデ×ラハティ

お気に入りのコーディネートでこだわりの空間を
コーデュロイ生地のコルデデザインは、落ち着いたハイグレード感が印象的。

重厚感のあるラハティシリーズの家具を合わせて、洗練されたナチュラルコーデに。

マチ付きクッション
●サイズ（約）/38×38×10（cm）
　コード/4522831118373［ブラウン●］

4522831118380［グレー●］
　価格/980円

シートクッション
●サイズ（約）/43×43（cm）
　コード/4522831118281［ブラウン●］

4522831118298［グレー●］
　価格/598円

フットクッション
●サイズ（約）/35×40（cm）
　コード/4522831118311［ブラウン●］

4522831118328［グレー●］
　価格/980円
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〈上〉
岩谷産業カセットガスストーブ
●型番/CB-STV-MYD
　コード/4901140904363
　価格/9,980円

床暖房が設置されていないおうち
には、ホットカーペットがおすすめ。
部屋の移動が多い方は、持ち運べ
るコンパクトなガスストーブも。

キッチンや洗面所など水回りの足元は冷えがちで
す。約１帖のホットカーペットやスリムなデザインの
電気ストーブを活用しよう。

寝る前にハイブリッドなヒーターで部屋全体をあった
めるほか、ひざかけや湯たんぽなどのあったか小物を
そばに置いて、抜かりなく。

勉強や仕事をしていると、足元や首回りが冷
えることも。足元だけの電気マットやミニファ
ンヒーターでピンポイントにあっため。

〈下〉
2畳用ホットカーペット
●サイズ（約）/180×180（cm）
　コード/4516748021024
　価格/4,980円

インテリアチェアBR
●サイズ（約）/幅46.5×奥行45×
　高さ83（cm）
　コード/4522831095957
　価格/3,480円

ルームシューズキルト低反発
●コード/4522831980390

［ネイビー、ブラウン、ベージュ］
　価格/798円 電気で蓄熱

蓄熱式エコ湯たんぽ［シルキーベージュ］
●サイズ（約）/幅23×奥行28
　×高さ5（cm）
　型番/EWT-2062BG
　コード/4589557507751
　価格/2,480円

電子レンジで温められる
シリコン湯たんぽ
●サイズ（約）/1ℓ
　コード/4522831123414［ベージュ］

4522831123421［ピンク］
4522831123438［サックス］

　価格/1,980円

コンパクトカーボンヒーター
●型番/KCT-J066-W
　コード/4983771962486
　価格/3,980円

■ 人感ミニセラミックヒーター
型番/CHT-1732BR
コード/4589557503845
価格/3,480円

シートクッション［ペイズリー］
●サイズ約/43×43（cm）
　コード4522831118274
　価格/598円

別売りのカセットボンベをセット
するだけ。

困りごと─0202

困りごと─0101

困りごと─0404

困りごと─0303

床暖房がなくて底冷えする

水回りの足元をどうにかしたい

とにかく寝室はあったかくしたい

デスクワークや勉強部屋の足元が寒すぎる

■ トラベルポーチ
コード/4522831063376
価格/1,280円
化粧品、モバイル用品の収納にも便利 

1

2

3

4

1

■ 電気マット
型番/VPM401-KN
コード/4516748024261
価格/1,980円

2

4

■ コーナンオリジナル
　 LIFELEXワンタッチタンブラー280ml
サイズ（約）/径8.5×高さ15.4（cm）
コード/4522831987207［アンティークグリーン］
価格/1,280円

3

家じゅう いつでも
あったか 計 画

おうちで過ごすことも多い寒い冬。お困りの暖房事情はありませんか？

部分づかいできる暖房器具やあったか小物を上手に使って、

冬ライフを快適に過ごそう。

電気カーペットPVC木目調
●サイズ（約）/1畳176×88（cm）
　型番/CWC1015-WBZ PVCブラウン
　コード/4516748021642
　価格/6,980円

洗えるルームシューズ無地
●コード/4522831128099

［ネイビー、ブラウン、ベージュ］
　価格/598円

おひとり様セットこたつ（本体・布団・イス3点セット）
●サイズ（約）/69×55×38（57）（cm）
　型番/NGM-PT69DLH（FBR） 
　コード/4979966516510
　価格/19,800円

USBひざ掛け［ブラウン］
●サイズ（約）/90×60（cm）
　コード/4979966447425　価格/2,980円

ハイブリッド加湿機能付
大風量セラミックヒーター
●型番/DKF-M12（W）
　コード/4983771063657
　価格/9,980円

人感センサー付 大風量セラミックヒーター
●型番/PKT-S1200BM
　コード/4979966467164　価格/6,980円

液晶画面
温度表示
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〈上〉超音波式コンパクト加湿器
タンク容量（約）/1.3L
型番/PTZ-MZF131（W）
コード/4983771067099 　価格/2,980円
〈下〉超音波加湿器フォグミスト［ホワイト］
タンク容量（約）/2.0L
型番/HF-T1952WH
コード/4589557505665　価格/4,980円

スチーム式コンパクト加湿器
タンク容量（約）/1.0L
型番/PTZ-KSH100（W）
コード/4983771372162
価格/3,480円

ハイブリッド式加湿器［ブラウン］
タンク容量（約）/2.5L
型番/PTY-HB250B
コード/4979966467195
価格/5,980円

USB給電式卓上加湿器
サイズ（約）/径6.3×高さ16.7（cm）
型番/DZ01
コード/4522831118878（ホワイト）

4522831118892（サックス）
価格/980円

水を超音波で振動させて小さな粒子に
し、霧状に噴出するタイプ。
●運転開始からすぐに加湿がはじまる
●ヒーターを使わないので電気代が安い
●本体が比較的リーズナブル
●運転音が静か
●ミストが熱くならない
●水が過熱しないので、手入れを怠る
と雑菌が繁殖することも

加湿器内に内蔵されたヒーターで水を加熱し、蒸気を発生
させて加湿する。
●短時間で一気に加湿できる
●雑菌が繁殖しにくい
●操作や手入れがラク
●吹き出し口が熱くなるので、小さな子どもがいる場合は注意
●ヒーターを使用するので電気代がかかりがち

主に2タイプある。
①気化式+ヒーター

水を含んだフィルターにヒーターの温風を当てて蒸発さ　　
せ加湿する。消費電力が低く、加湿スピードが速い。
スチーム式ほど熱くならない

②超音波式+ヒーター
ヒーターで水を温め、超音波で霧状に噴出するタイプ。
超音波式のメリットに雑菌の抑制効果が加わる。

どちらもランニングコストはかかる。
こまめな手入れが必要。

（　電気代が気になる方は　） （　手入れに手間をかけたくない人には　） （　効率性を重視したい派は　）

超音波式 スチーム式 ハイブリッド式
▼

どう選ぶ？
▼

▼ ▼

近年、持ち運べたりデスクの上に置けるなど、
個人づかいできる小型タイプが人気です。軽量
でシンプルなデザインなので、お出かけや旅行
の際にも大活躍です。

パーソナルユースの
加湿器

持ち運べる

ヘッド部分が5色に変わる！

様々な病気や感染症が懸念される今冬。

これまで以上に加湿には気を遣いたいですね。

コーナンがおすすめする３タイプから、

インテリアになじむ

デザイン性の高いものをご紹介します。

今 年の 加 湿 器
2 0 2 0

ヒーター超音波

①気化式ベース

フ
ィ
ル
タ
ー

超音波
＋

ヒーター

②超音波式ベース

風
16.7（cm）

②超音波式
ベースです
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あったか家電



※カタログ掲載商品について、価格の一部変更がある場合がございます。予めご了承ください。※印刷の都合上、現物と多少色・仕様が異な
る場合がございます。予めご了承ください。※常に商品改良を行っておりますので、規格及び外観を変更することがございます。※カタログの
商品は一部お取り寄せになる場合がございます。※価格は全て税抜価格表示となります。※時期によっては取り扱いの無い商品がございま
す。詳しくは最寄りの店舗へお問い合わせください。■カタログ有効期限/2020年12月31日

SNSもチェック！


