
シモンズベッドカタログ進呈中

カタログご請求、商品のお問合せは、
シモンズ（株）まで。

☎03-5765-3126
※『アゴラのチラシを見て』と一言お願いします。

❶カタログ全品特別価格

❹2年間アフターサービス無料

❻マットレスをご購入のお客様に
　シモンズ特製ピローをプレゼント！
❼30万円（税込）以上のお買い上げで、
　「選べるカタログギフト」プレゼント！

30万円（税込）以上のお買い上げで、「JALセレクションギフト」をプレゼント。

❷ご配送から組立まで無料
　   （沖縄・島しょ部を除く）

❸不要ベッド引き取り無料
　   （特殊ベッドを除く／配送現地の引き取りのみ）
　   （引き取り不可の地域あり）

❺ショッピングマイルが2倍！
JALカードでお支払いをされた場合にショッピングマイルが2倍たまります。
最大＜100円＝2マイル＞積算！

プレミアム販売会シモンズ
アゴラ読者様ご招待

シモンズギャラリー東京
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-2-3 ヒューリックスクエア東京1F

☎03-3575-7720
JR有楽町駅より徒歩3分、地下鉄日比谷駅［A1］出口徒歩1分
営業時間／午前10：00～午後7：00
（会期中無休）

名古屋シモンズギャラリー
〒460-0008
名古屋市中区栄2-3-6 NBF名古屋広小路ビル1F

☎052-220-2871
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅［4番］出口より徒歩5分
営業時間／午前10：00～午後7：00
定休日／火曜日、水曜日

札幌シモンズギャラリー
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西10-4-16 ダンロップSKビル1F

☎011-223-6340
地下鉄西11丁目駅［3番］出口から徒歩1分
営業時間／午前10：00～午後7：00
定休日／水曜日

大阪シモンズギャラリー
〒550-0004
大阪市西区靱本町1-5-15 第二富士ビル1F

☎06-6449-7266
地下鉄四つ橋線本町駅［25番］出口より徒歩1分
営業時間／午前10：00～午後7：00
定休日／火曜日、水曜日

京都シモンズギャラリー
〒602-0822
京都市上京区出町通今出川上る 青龍町193番地1

☎075-256-8517
叡山本線・鴨東線 出町柳駅［5番］出口から徒歩7分
営業時間／午前10：00～午後7：00
定休日／火曜日、水曜日

福岡シモンズギャラリー
〒810-0001
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡B1F

☎092-737-1511
地下鉄空港線天神駅［16番］出口より徒歩2分
営業時間／午前10：00～午後7：00　
定休日／水曜日

各ギャラリーは、展示会等でお休みをいただく場合がございます。ご来場の際には、シモンズホームページにてご確認ください。専用駐車場がございません。
誠に恐れ入りますが、お近くの有料駐車場をご利用ください。

●会場内では必ずマスクをご着用ください。
●会場内では、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行をお願いいたします。
●混雑の状況に応じ、会場にて入場制限をさせていただく場合がございます。
●混雑回避のため、シモンズホームページでのご予約をお願いいたします。
（予約無しでもご来場いただけますが、状況に応じてお待ちいただく場合がございます。）

2021年3月5日（金）～4月11日（日）
午前10：00～午後6：00

※こちらの冊子をご持参ください。下記各ギャラリー

会 期

会 場

シモンズプレミアム販売会7大特典

ご購入
特典

お問合せ時間
午前9：30～午後5：00（日・祝日は休ませていただきます。）

主催：（株）JALUX

ベッドについて詳しくお知りになりたい方のために
カタログも用意しております。「シモンズベッド
カタログ」をご請求ください。

プレミアム販売会開催期間中、シモンズギャラリーにてJALカードでのお支払い総額が300,000円（税込）以上の方に、
選べるカタログギフト「JALセレクションギフト view 10,000円コース」をプレゼントします。

※新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、開催をとりやめる場合があります。なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

3日間限定の特別販売会
同時
開催 期間

東京交通会館シモンズグランドセール
2021年3月5日（金）～7日（日）10：00～18：00（最終日16：00終了） 会場 東京交通会館 12階 カトレアサロンB 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1

JR有楽町駅（京橋口）前すぐ
期間中、特別ご提供品やアウトレット品等、多数展示・販売いたします。ご予約無しでご来場頂けます。

※特典はご購入商品発送月の翌月に、株式会社JALUXよりお申込者様宛てにお送りいたします。

（❻❼については、グランドセールは対象外）



JMBお得意様番号
※JAL MILEAGE BANKのお得意様番号（9桁もしくは7桁）をご記入ください。

10：00～18：00（土・日・祝日も承ります。）

※個数が未記入の場合は、数量は1個とさせていただきます。

JALグローバルクラブ会員の方は右記の□欄に「○」印をお付けください。
表示価格より10％割引（一部商品は除く）にてお求めいただけます。ご申告がない場合は割引適用外となります。

（日・祝日は休ませていただきます。）
10:00～18:00

〒108-8209　東京都港区港南1-2-70　品川シーズンテラス

オリジナル
マイルをためる・つかえるショッピングサイト

●1回のお申し込み・1カ所のお届けにつき815円（税込）の梱包送料をいただきます。　　　　　
　　　　マークの商品は表示価格に梱包送料が含まれています。

　ご注意事項及び個人情報の利用目的はAGORA3/4月号本誌内の
「AGORA Shopping」をご覧ください。

このマークの商品は、JALUXグループの店舗・ネットショップ・カタログで限定販売している商品です。

●JALグローバルクラブ会員割引を適用されたい場合は、JALショッピングサイトでのご購入をお勧めします。
お電話・FAXによるご注文の場合は、会員確認を行うため、お届けにお時間を頂戴する場合がございます。
●ご請求金額とお引き落とし日は事前にお送りするカードご利用代金明細書にてご確認ください。
※JALマイレージバンク特典の「JALクーポン」はご利用いただけません。

商品はお申込書が弊社に到着後、約1週間から10日前後でお届けいたします。

送料含む

ご不明な点は、JALUX「通信販売」係（TEL 0120-25-3984・0570-025-567/日・祝日を除く10：00～18：00）までお問い合わせください。

西暦

今後、（株）JALUX通信販売係より各種ご案内のDMを差しあげることがございますので、ご了承ください。なお、ご不要の場合は右記□欄に×印をお付けください。

お申し込み有効期限 2021年5月31日

シモンズ プレミアム販売会 一例

あなたにフィットするマットレスを目指して、
素材や製法にこだわり、
ひとつひとつ丁寧につくっています。

Technology of Mattress

JALUX通信販売
※シモンズギャラリーでは展示しておりません。

別　送 代引不可 送料含む

●サイズ（約）：全幅❶❹98❷❺121❸❻141×全長❶❷❸204cm、❹❺❻199cm、座面高/
48.5cm、ヘッドボード/高さ85cm、マットレス/厚さ23.5cm　●素材：フレーム/プリント化粧
板、ウレタン塗装仕上げ、マットレス/6.5インチポケットコイル、連続キルト　●日本製（ヘッド
ボード/［01］ミディアム：インドネシア製、［02］グレージュ：タイ製）
※組み立て商品のため、返品不可となります。あらかじめご了承ください。 ※沖縄および島しょ
部へはお届けできません。 ※お届けには3～4週間ほどかかる場合がございます。ご注文をい
ただいてから10日以内にシモンズベッドよりお届け日程調整のお電話をさせていただきます。

+2,728マイル
 WEB注文なら

+2,364マイル
 WEB注文なら

+2,000マイル
 WEB注文なら

+2,910マイル
 WEB注文なら

+2,546マイル
 WEB注文なら

+2,182マイル
 WEB注文なら

A 96782J3046-

A 96783J3046-

A 96784J3046-

A 97818J3046-

A 97819J3046-

A 97820J3046- 150,000円（税込）

130,000円（税込）

110,000円（税込）

160,000円（税込）

140,000円（税込）

120,000円（税込）

色番号 ［01］ミディアム ［02］グレージュ

サイズ番号（種別） ［0001］引き出しタイプ ［0002］ステーションタイプ

〈シモンズ〉

❶Grangate（グランゲート） シングルベッド

❷Grangate（グランゲート） セミダブルベッド

❸Grangate（グランゲート） ダブルベッド

❹Grangate Flat（グランゲートフラット） シングルベッド

❺Grangate Flat（グランゲートフラット） セミダブルベッド

❻Grangate Flat（グランゲートフラット） ダブルベッド

詳しくは
Webへ

身体を点で支えるので、
自然な寝姿勢を形成

睡眠中のあらゆる動きに
細かく対応し、
身体に負担がかかりづらい

ニューフィットピロートップ

S   （97×195×厚さ32.5cm） 220,000円
SD （120×195×厚さ32.5cm） 242,000円
D （140×195×厚さ32.5cm） 275,000円
Q （152×195×厚さ32.5cm） 297,000円

ゴールデンバリューピロートップ

S   （97×195×厚さ32.5cm） 220,000円
SD （120×195×厚さ32.5cm） 242,000円
D （140×195×厚さ32.5cm） 275,000円
Q （152×195×厚さ32.5cm） 297,000円

ゴールデンバリュー

SOFT

MEDIUM

HARD

S   （97×195×厚さ29.5cm） 176,000円
SD （120×195×厚さ29.5cm） 187,000円
D （140×195×厚さ29.5cm） 209,000円
Q （152×195×厚さ29.5cm） 231,000円

コイルスプリングの材質は、マットレスの寝心地や耐久性に大
きく影響します。シモンズでは、可能な限りピアノ線と同じ管理
規格を適用した硬銅線を採用し、高い品質と性能を保証して
います。

コイルひとつひとつが独立した動きで
身体を点で支えるポケットコイル

コイルスプリング

特
別
価
格

特
別
価
格

特
別
価
格

通 信 販 売 特 典
配送・組立費用無料（沖縄、島しょ部を除く）

不要ベッド無料引き取り※特殊ベッドを除く／配送現地の引き取りのみ 
※引き取り不可の地域あり

※税込価格になります

［01］ミディアム
［0001］引き出しタイプ

［02］グレージュ
［0002］ステーションタイプ

色とベッド下部タイプはどちらもお選びいただけます。

シンプルなフラットタイプ

Grangate（グランゲート） 

Grangate Flat（グランゲートフラット）

1
2
WEB注文なら最大100円=4マイル
※JALカードショッピングマイル・プレミアムにご加入で決算の場合

3

スライドコンセント付




