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・2022年7月更新　・印刷の関係上、実際の商品カラーと異なることがございますので、ご了承ください。・やむを得ない事情により、表示価格及び、商品・パッケージのデザイン、サイズ、カラー、仕様、品番
等は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。・掲載商品は品切れの場合もございます。また、都合により生産・販売を中止することがございます。・カタログに掲載されている写真、イラ
スト、文章についての無断転載はお断りいたします。
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スリープオアシスの健康睡眠メカニズム。

洗えて清潔、寝床内がムレずに快適。

寝具に残った水分や老廃物は
カビやダニの原因になることが
あります。スリープオアシスは
カバーが丸洗いできるうえ、中材
のファイバーまで水洗いOK。常に
清潔な寝具で心地よくお休み
いただけます。

カバーはもちろん
中材のファイバーまで
洗えて清潔。

ムレにくい理由は、極細の繊維状
のポリエチレンを絡み合うように
編んだ新次元素材のファイバー
構造にあります。抜群の通気性に
より寝具内にこもる寝汗や湿気を
逃がし、カビやダニの原因となる
水分を発散します。

寝汗や湿気を逃す
優れた通気性で、
ムレ知らずの快眠へ。
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スリープオアシスで眠る。目覚めが変わる。
スリープオアシスの特長は、弾力性に優れた「3次元構造 高反発ファイバー」。体圧を均一に分散して自然な寝姿勢を保ち、寝返りをスムーズに
行えることで睡眠の質を高めます。中材は通気性に優れムレにくいうえに丸洗い可能、カバーには抗菌防臭加工※をプラスし、清潔・快適・安心性能が
さらに進化しました。家族の睡眠スタイルにカスタマイズできるサイズラインナップで、健康睡眠を応援します。

3次元構造高反発ファイバー

※ スリープオアシス クリーン レギュラー、スリープオアシス クリーン アスリートのみ

立ち姿勢と
同じ背骨ライン

優れた反発力で全身を支え
自然な寝姿勢をサポート 高い反発力でスムーズな寝返り

沈み込み量測定（仰向け時）
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K18 3D BLOCK

一般的な敷布団

※ユニチカガーメンテック（株）調べ

柔らかな布団に仰向けになると、腰部が
“くの字型”に落ち込みます。しかし反発力の
高いマットレスでは、弾力性が高く、押し上げる
力により全身の体圧が分散されるため、1カ所
への負担の集中を軽減することができます。

１カ所への負担を軽減。
立ち姿勢が、そのまま理想の寝姿勢といわれ
ています。高い反発力で全身をバランスよく
支えることで、自然な背骨ラインを描き、理想
の寝姿勢を保つことができます。

自然な寝姿勢をサポート。
一晩に20～30回ほど打つといわれる寝返り
には、血流促進や体温調節、日中の活動で
歪んだ背骨を調整する働きがあります。寝返り
をするたびに覚醒しやすいため熟睡を維持
するためには、スムーズな寝返りを促進する
高い反発力がポイントです。

寝返りをスムーズに。

新・抗菌防臭カバーで、
清潔&快適性アップ!!



ライフスタイルに合わせて、自由にカスタマイズ。
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8
床や畳に直接敷くことはもちろん、お手持ちのベッドマットレスに
重ねても高反発機能はしっかり発揮されます。

1枚を床に直に敷いても、
ベッドマットレスに重ねてもOK。7

マットレスは、もっとも重い腰部を支える中央部分からへたります。スリープ
オアシスは腰部分と頭部や足元の中材を入れ替えてローテーション
できる3つ折り仕様のため、より長く快適にお使いいただけます。

中材をローテーションできる3つ折り仕様。
中央の腰部のへたりを防いで、長期間快適に。

6
スリープオアシスは、5サイズがラインナップ。セミ
シングルを2枚組み合わせれば、クイーンやキング
サイズにもアレンジできます。ライフスタイルや家族の
成長に合わせてカスタマイズが楽しめるマットレスです。

幅80&90cmセミシングルを組み合わせ
オリジナルの快眠スタイルに。

お部屋の広さやご家族の成長に合わせて、組み合わせいろいろ。

セミシングル80
SS80

SIZE
LINE UP

80cm

セミシングル90
SS90

90cm

シングル
S

97～１００cm

セミダブル
SD

120cm

ダブル
D

140cm

クイーン
Q

160cm

キング
K

180cm

SS80を
2枚並べる

SS90を
2枚並べる

セミシングル80×2

セミシングル80を
2枚並べると

クイーンサイズに。
夫婦2人でも

ゆったり快適です。

ご夫婦で

160cm
（クイーンサイズ）

セミシングル90×2
親子3人で

180cm
（キングサイズ）

セミシングル80×2 + セミシングル90×1
お子さまの成長に合わせて買い足し

80cm 80cm90cm 80cm
（クイーンサイズ）

80cm 90cm

セミシングル80×2 + セミシングル90×1
お子さまが1人で寝るようになったら

セミシングル90は
2枚並べて

キングサイズに。
お子さまが
生まれても

一緒に寝られます。

セミシングル90を
子供部屋に移して
お使いください。
＊2段ベッドにも
最適です。

組み合わせに
よっては
通常の

ベッドサイズにない
わが家オリジナルの
構成も可能です。

クイーンサイズやキングサイズは
断然2枚組合せがオススメです!!

◎ 寝返りがスムーズにでき、睡眠の質がキープできます

◎ 生活リズムが違ってもパートナーの眠りを妨げません

◎ 男性はハードタイプ、女性はレギュラータイプなど
　 それぞれ好みの寝心地を選べます

◎ クイーンやキングのシーツは大きくてお手入れが大変ですが、
　 セミシングルなら簡単です

◎ ライフステージやライフスタイルに合わせてサイズの
　 組み合わせをカスタマイズできて快適です

その理由は…

負担がかかる部分

※お使いのベッドマットレスの状態次第では
　高反発の機能に影響があることもございます。
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高反発ファイバー

硬質ウレタンスリープオアシス クリーン レギュラー

SLEEP OASIS  CLEAN ATHLETE

SLEEP NICEDAY

Mattress  Lineup

※クイーンサイズはSS80、キングサイズはSS90の2セット対応

品番 EJ802-0114 41,800円 税込97×195｜厚さ5cmシングル

品番 EJ802-0115 52,800円 税込120×195｜厚さ5cmセミダブル

品番 EJ802-0116 63,800円 税込140×195｜厚さ5cmダブル

品番 EJ802-0130 41,800円 税込80×195｜厚さ5cmセミシングル80

品番 EJ802-0131 41,800円 税込90×195｜厚さ5cmセミシングル90

【アウターカバー】［表面］表がわ：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  裏がわ：ポリエステル100%  ［裏面/マチ部分］ポリエステル100%   【中袋】ポリエステル100%　 【中材】ポリエチレン

スリープオアシス ベッドマットレス 20.0

品番 EJ802-0216 88,000円 税込97×195｜厚さ20cmシングル

品番 EJ802-0217121,000円 税込120×195｜厚さ20cmセミダブル

品番 EJ802-0218165,000円 税込140×195｜厚さ20cmダブル

【アウターカバー】［表地］表がわ：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  
裏がわ：ポリエステル100%  ［裏地］ポリエステル100%  ［マチ部分］ポリエステル100%  
【中材/上部】ポリエチレン  【中材/下部】ウレタンフォーム

ソフトな寝心地にリニューアルして再登場！3分割で長く快適にご使用い
ただけるローテーションできる機能はそのままに、中材の上下入れ替えで、
お好みに合わせて4通りの寝心地が体験できます。

3次元構造 高反発ファイバーが体圧を均一に分散して自然な寝姿勢を
保ち、寝返りもスムーズに。ムレを防ぐ優れた通気性も熟睡をサポート。

3次元構造 高反発ファイバーに高密度の硬質ウレタンを組み合わせる
ことで、高反発のメリットはそのままに軽量化を実現。

SLEEP OASIS  BED MATTRESS 20.0

抗菌
防臭
カバー

吸水
速乾
カバー表面

マットレス ラインナップ

快適カバー抗菌防臭加工を両面に！ 
表面には吸水速乾加工もプラス！

表面：ニットメッシュ 裏面：ハニカムメッシュ

ネイビー アイボリー

ネイビー アイボリー

レギュラーよりも
固めの中材

洗えて清潔な高反発ファイバーで大人気のスリープオアシス。カバーの両面に抗菌防臭加工、さらに
肌に当たる表面には吸水速乾加工をプラスし、清潔&安心性能がパワーアップしたクリーンモデルです。

スリープオアシス クリーン アスリート

※クイーンサイズはSS80、キングサイズはSS90の2セット対応

品番 EJ802-0117 44,000円 税込97×195｜厚さ5cmシングル

品番 EJ802-0118 55,000円 税込120×195｜厚さ5cmセミダブル

品番 EJ802-0119 66,000円 税込140×195｜厚さ5cmダブル

品番 EJ802-0090 44,000円 税込80×195｜厚さ5cmセミシングル80

品番 EJ802-0120 44,000円 税込90×195｜厚さ5cmセミシングル90

【アウターカバー】［表面］表がわ：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  裏がわ：ポリエステル100%  ［裏面/マチ部分］ポリエステル100%   【中袋】ポリエステル100%　 【中材】ポリエチレン

抗菌
防臭
カバー

吸水
速乾
カバー表面

桑田真澄式 動的高反発マットレス

体圧を均一に分散して自然な寝姿勢を保ち、
スムーズな寝返りをサポート。
清潔&安心機能の抗菌防臭加工カバーで、
一年中快適です。

SLEEP OASIS  CLEAN REGULAR

SLEEP OASIS  CLEAN
抗菌防臭機能をプラスし、清潔&安心性能がパワーアップ。

スポーツのパフォーマンス向上にフォーカスし、
レギュラーよりも中材の密度を高めて固めに設計。
筋肉質な方、腰痛が気になる方に
おすすめです。

厚さ5cm

（中材のみ）
5厚さcm

（中材のみ）
5厚さcm

吸水
速乾
カバー表面

（中材のみ）
20厚さcm

スリープナイスデイ

品番 EJ802-0148 49,500円 税込97×195｜厚さ8cmシングル

品番 EJ802-0149 60,500円 税込120×195｜厚さ8cmセミダブル

品番 EJ802-0150 71,500円 税込140×195｜厚さ8cmダブル

【アウターカバー】［表地］表がわ：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  
裏がわ：ポリエステル100%  ［裏地］ポリエステル100%  ［マチ部分］ポリエステル100%  
【中材/上部】ポリエチレン  【中材/下部】ウレタンフォーム

吸水
速乾
カバー表面

（中材のみ）
8厚さcm

ライズ健康睡眠プロジェクト
スペシャルパートナー

桑田真澄

動的睡眠とは、寝返りなどにより睡眠中に身体が動く状態のこと。
高反発マットレスは、高い弾力性で全身を支えるので身体の一部が
沈みにくく、睡眠中もスムーズな動きを促進します。

高い復元率を実現するハイブリット２層構造

3次元構造 高反発ファイバー

硬質ウレタン

2.5㎝

5.5㎝

動的睡眠マットレス

ブルー

グレー



Pillow  Lineup ピロー ラインナップ

首（頚椎）を支えることが枕の正しい使い方です。自分に合った枕を
選ぶには、首のラインにフィットする高さ、首と枕の間にすき間ができ
ない形状がポイントになります。また、高反発マットレスの自然な寝姿勢
を活かすために、枕も高反発を組み合わせてください。

SLEEP OASIS  PILLOW

SLEEP LATEX  PILLOW

ゆったりとしたウェー
ブ形状で、頭部から頸
椎をのびやかにサポー
トしてストレートネック
のリスクを軽減。自然
に理想の寝姿勢へ
と導く快適設計です。

両サイドを高めにした
設計で理想の寝姿
勢である仰向けに戻
りやすく、ヨコ向き寝
の肩や腕の負担も軽
減。頭部から頸椎を
しっかり支えます。

【アウターカバー】［がわ地］パイル部分：レーヨン100% 基布部分：ポリエ
ステル100% 【中材】本体：ラテックスフォーム 高さ調整シート：ラテック
スフォーム   【中袋】ポリエステル100%

スリープラテックス首元リラックス枕V02

品番 EK805-0003 13,200円 税込サイズ 40×60｜高さ8～10cm

【アウターカバー】［がわ地］パイル部分：レーヨン100% 基布部分：ポリ
エステル100%  【中材】本体：ラテックスフォーム 高さ調整シート：ラ
テックスフォーム    【中袋】ポリエステル100%

スリープラテックス首肩フィット枕V02

品番 EK805-0004 13,200円 税込サイズ 37×57｜高さ9.5～11.5cm

高すぎる
枕

低すぎる
枕

正しい
枕

頚椎が歪み、後頭部
に頭の重さが集中。
首や肩が緊張しコリ
や痛みの原因にな
ることも。

首元がつまるため
イビキ、肩コリなど
の原因に。寝返り
も打ちづらく熟睡
できません。

首・肩の筋肉や頚椎
がリラックスして安
眠でき、気道も確保
されるためイビキも
軽減します。

首（頚椎）と枕
の間にすき間
ができないの
が正しい使い
方です。

両サイドをゆるやかに
高くした寝返りしやす
い設計。理想の寝姿勢
である仰向けに戻りや
すく、頭部がしっかりと
おさまります。

【アウターカバー】［がわ地］表面：綿100% 裏面：ポリエステル100%
【中材】本体：ポリエチレン 高さ調整シート：ポリエチレン
【中袋】ポリエステル100%  

スリープオアシス寝返りサポート枕V02

品番 EJ805-0028 13,200円 税込サイズ 40×68｜高さ10～12cm

ラテックス素材の
高さ調整シート付き
（高さ1.6cm1枚入り）

ラテックス素材の
高さ調整シート付き
（高さ1.6cm1枚入り）

頭だけが枕に
乗っているた
め、高すぎる枕
と同様の悪影
響があります。

頭ではなく首を支えるのが、枕の正しい使い方。

枕の高さについて

枕の使い方について

3次元構造 高反発 ファイバーで固めの寝心地の枕

360 の゚高反発力で ソフトな寝心地の天然ラテックス枕

ファイバー素材の
高さ調整シート付き
（高さ1cm2枚入り）

抗菌
防臭
カバー

07 08※高さは調整シートが入った状態のものです。
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【座っている時の体圧分布を計測して比較】

スリープオアシス高反発クッションのメリット

❶体圧分散
1箇所に圧が集中せず体への負担が軽減。

腰部が沈み込むと・・・

マットレスの原理と同じ!

一カ所に集中する
圧をバランスよく
均一に分散、
腰・背中を支え、
長時間
座っていても
疲れにくい。体圧が集中した赤い部分が

無く均等に体圧が分散
赤い部分に負担が
かかっている

骨盤や背骨のラインをバランスよく
正しい位置にサポート。

❷姿勢のサポート

※スリープオアシスシートクッション5.0で計測

坐骨が
左右に
安定

腰・背中を
サポート

・姿勢が
　悪くなる

・疲れ
　やすい

・腰痛の
　原因にも

長時間のドライブやデスクワークで、同じ姿勢を長く保つ
ことは体の負担になります。疲労感や腰痛など、日中の
“悩み”も、スリープオアシスにおまかせください。マットレス
と同じ「3次元構造 高反発ファイバー」採用のクッション
シリーズは、骨盤から腰部まで自然な姿勢に安定して支え、
疲労を軽減。リモートワークの効率アップ、出張や遠征時
のコンディショニングもサポートします。スリープオアシス
に座り、パフォーマンスの違いを実感してください。

Seat cushion Series シートクッション シリーズ

SLEEP OASIS  CAR SEAT CUSHION

【アウターカバー】［表面］表側：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  ＜キルティング製品許容範囲
+5%-3%＞  裏側：ポリエステル100%  ［裏面］ポリエステル100%  【中材】ポリエチレン
【中袋】ポリエステル100%　　※車種により、ベルトの長さが合わない場合があります。  

スリープオアシス カーシートクッション

品番 EJ124-0009 11,000円 税込
サイズ 43×98｜厚さ2.5cm　
（シート部分：43×43  背もたれ部分：43×55） ブラック

運転中の腰部をしっかり支えて自然な
姿勢をサポートすることで、長時間の
ドライブも疲れず快適に。助手席や後部座
席はもちろん、ご自宅やホテルのソファー、
機内でもお使いいただけます。

骨盤
（臀部）を
サポート

オフィスや学校、ご自宅のチェアに手軽に
活用できる厚さ2.5cmのシートクッション
です。骨盤と臀部を支え、自然な姿勢を
サポートして座り疲れをケア。腰サポート
クッションとの併用も快適です。

SLEEP OASIS  SEAT CUSHION 2.5

【アウターカバー】［表面］表側：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  ＜キルティング製品許容範囲
+5%-3%＞  裏側：ポリエステル100%  ［裏面］ポリエステル100%  【中材】ポリエチレン  
【中袋】ポリエステル100%  

スリープオアシス シートクッション2.5

品番 EJ124-0012 5,500円 税込サイズ 40×40｜厚さ2.5cmブラック

リモートワークで長時間のドライブで

高反発が、日中の“悩み”もサポート。

未使用の場合 本製品使用の場合

抗菌
防臭
カバー

吸水
速乾
カバー表面

ジオメトリック
PT ブラック

カモフラージュ
PT ネイビー

SLEEP OASIS  WAIST SUPPORT CUSHION 

立体カーブで腰部を支え自然な姿勢をサポート。車内やリモートワークなど座る体勢の腰を
守って疲労を軽減。モバイルシリーズはもちろん、カーシートクッションとの併用も快適です。

【アウターカバー】表地・裏地・マチ部分：ポリエステル100%  
【中袋】ポリエステル100%  【中材】ポリエチレン  

スリープオアシス 腰サポートクッション

品番 EJ124-0015 7,700円 税込サイズ 31×35cmジオメトリックPT ブラック

品番 EJ124-0019 7,700円 税込サイズ 31×35cmカモフラージュPT ネイビー

SLEEP OASIS  MOBILE SEAT CUSHION
リモートワークやスポーツ観戦、アウトドアで活躍するシートクッション
です。お尻にかかる体圧を均一に分散するため、長時間座っていても快適。
折りたためばバッグのように楽に持ち運べます。

【がわ地】ポリエステル100%  【中袋】ポリエステル100%  【中材】ポリエチレン

スリープオアシス モバイルシートクッション

品番 EJ124-0016 6,600円 税込サイズ 40×40｜厚さ3cmジオメトリックPT ブラック

品番 EJ124-0020 6,600円 税込サイズ 40×40｜厚さ3cmカモフラージュPT ネイビー

持ち運びも
ラクラク

折りたため
ます

ジオメトリック
PT ブラック

カモフラージュ
PT ネイビー

抗菌
防臭
カバー

吸水
速乾
カバー

骨盤
（臀部）を
サポート

腰を
サポート
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Mobile series モバイル シリーズ

眠る時も座る時も、リモートワークやアウトドア、トレーニングにも。手軽に持ち運べて、“いつもの快適環境”をつくることができるモバイルシリーズ。
カバーは抗菌防臭加工、さらに肌に当たる表面には吸水速乾加工をプラスした清潔&安心仕様です。

いつでもどこでも、疲労軽減で快適オアシス。

360°反発する天然ラテックス素材の高反発ネックピロー。頭部から頸椎のラインを自然にサポートして
沈みこみを抑え、首肩まわりの疲労リスクをケア。移動中の車内やデスクでのお昼寝にも最適です。

Neck Pillow

SLEEP LATEX  NECK PILLOW

ジオメトリック
PT ブラック

カモフラージュ
PT ネイビー 【がわ地】ポリエステル100%  【中袋】ポリエステル100%  【中材】ラテックスフォーム

スリープラテックス ネックピロー

品番 EJ805-0032 6,600円 税込サイズ 30×30｜厚さ10cmジオメトリックPT ブラック

品番 EJ805-0039 6,600円 税込サイズ 30×30｜厚さ10cmカモフラージュPT ネイビー

抗菌防臭・吸水速乾加工の
カバーは丸洗できて清潔。

抗菌
防臭
カバー

吸水
速乾
カバー

中材は
360°反発する
天然ラテックス

モバイル
バッグ付き

※中材のラテックスは
　洗えません。

SLEEP OASIS  MOBILE PAD

スリープオアシス モバイルパッド

品番  EJ802-0162ジオメトリックPT ブラック 9,900円 税込 60×75｜厚さ2.5cm

品番  EJ802-0169カモフラージュPT ネイビー 9,900円 税込 60×75｜厚さ2.5cm

サイズ

サイズ

【アウターカバー】表地/表がわ：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  裏地：ポリエステル100% 
＜キルティング製品許容範囲+5%-3%＞ 
【中袋】ポリエステル100%   【中材】ポリエチレン  

スポーツシーンや旅行など、自宅以外でも質の高い睡眠を!背中から
腰にかけてあたるように敷くだけで腰の沈み込みを防ぎます。長時間
の移動時に車内や機内でお尻の下に敷けば疲労が軽減します。

カモフラージュ
PT ネイビー

ジオメトリック
PT ブラック

持ち運びも
ラクラク

抗菌
防臭
カバー表面

吸水
速乾
カバー表面

ノン
スリップ
カバー裏面

SLEEP OASIS  CONDITIONING PAD

専用ケースで
持ち運び
可能

青山学院大学  
陸上競技部

（長距離ブロック） 
原晋監督 監修

青山学院大学 陸上競技部 原晋監督とコラボしたトレーニング用の
パッド。ご自宅でのエクササイズや、スポーツアスリートの
トレーニング、そして合宿や遠征時には就寝用として
ベットに重ねることで、身体の沈み込みを
軽減し睡眠の質を高めます。

スリープオアシス 
コンディショニングパッド

品番  EJ802-0154 19,800円 税込 70×180｜厚さ2.5cmサイズ

【アウターカバー】［表地］表がわ：ポリエステル100%  中わた：ポリエステル100%  
裏がわ：ポリエステル100%  ［裏地］ポリエステル100%  【中袋】(側地) ポリエステ
ル100%   【中材】ポリエチレン

抗菌
防臭
カバー

吸水
速乾
カバー表面

ノン
スリップ

カバー裏面
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ライズとともに「健康睡眠」を推進するプロジェクトパートナー

Masumi
 Kuwata

ライズ健康睡眠プロジェクト スペシャルパートナー 桑田真澄ライズ健康睡眠プロジェクト スペシャルパートナー 桑田真澄

トレーニングをして、栄養をとって、睡眠をとる。この「3つのバランス」を大事にして、ずっと
やってきました。睡眠への意識に目覚めたのは、実は中学1年生の時。僕は体が小さかった
ので、トレーニングだけではダメだと気づいたのです。感覚として8時間眠ると調子が
良かったので、そこから逆算して残り16時間をどのように過ごすか考え、リズムを整えて
いました。そういう意味で、長い間活躍できたのは、しっかり睡眠をとってきたからだと
思っています。再び球界に復帰し、ユニフォームを着る生活に戻ってきました。今は指導者
として、「健康睡眠プロジェクト」のパートナーとして、選手たちに睡眠やコンディショニング
についてアドバイスをしています。ライズと出会い、睡眠はもちろん、高反発マットレス
そのものの重要性にも改めて気づきました。キャンプに早速持ち込み、おかげで疲労を残す
ことなく乗り切れました。今後も遠征には欠かさず、持って行きたいですね。

運動、食事、睡眠。3つのバランスが大事。 
練習以外の時間がアスリートとしての差を生む。

Susumu
 Hara

ライズ健康睡眠プロジェクト 名誉監督
青山学院大学 原晋
ライズ健康睡眠プロジェクト 名誉監督
青山学院大学 原晋

ライズとの出会いは「勝負マットレス」。 
健康睡眠で陸上界を底上げしたい。

健康睡眠協業パートナー
ひとりでも多くの方に、高反発マットレスが実現する質の高い健康睡眠をお届けし、
健康で笑顔溢れる毎日を過ごしていただきたい・・・
そんなライズの想いに共感してくださり、
一緒に活動をしている健康睡眠パートナーのご紹介です。

ライズは健康睡眠を通じてみなさんを応援しています！

千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテマリーンズ NECレッドロケッツNECレッドロケッツ 松本山雅FC松本山雅FC ロアッソ熊本ロアッソ熊本 千葉ジェッズふなばし千葉ジェッズふなばし VC長野トライデンツVC長野トライデンツ

選手たちのリカバリーとパフォーマンス向上のために、睡眠を一から見直したいと考え
ていました。ランナーにとって、腰痛はある意味で職業病。私自身も広島時代から悩み
でした。そうです、公私ともに睡眠と寝具が一大テーマだったわけです。長野県にある
草笛山荘で合宿を行った際、偶然出会ったすごいマットレスがライズでした。寝起きの感
覚が全然違う！本当に驚きました。草笛山荘は「陸上のアスリートに集中してサポートで
きる宿にしたい」と、睡眠環境を整えるためにライズの高反発マットレスを採用して
いたのです。早速、青山学院大学陸上競技部の町田寮にも導入を決め、ライズと「ア
スリートの睡眠をサポートする」コラボレーションがスタートしました。長時間の移動に
は、コンパクトに持ち運べるパッドやクッションなどを、ほかの合宿先でも、ライズのマットレ
スを活用しています。将来的には、陸上界を健康睡眠で底上げしていかれればと願って
います。


