
主催：JALUX

JAL World Shopping Club お客様限定

2021年6月5日（土）～6月27日（日）
受付：午前10：00～午後6：00
会場：下記各ギャラリー

ぜひこの機会にギャラリーへご来場ください。
ご来場いただいたお客様に特別価格でご提供いたします。

※特別価格での販売のため、
その他割引はご利用になれませんこのチラシをご持参ください

シモンズ
ギャラリーベッドフェア

落ち着いた雰囲気の中、ご満足ゆくまでご体感いただけます。Simmons Gallery

1 期間中、カタログ全品を
特別価格にてご提供いたします。

2 ご配送から組立まで無料
（沖縄・島しょ部除く）

3 不要ベッド引き取り無料
（一部引き取り不可の地域あり）
（特殊ベッドを除く）

販売会6大特典
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2021年版」新カタログをご請求ください。

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㈱まで。

　03-5765-3126
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。）
（『JALワールドショッピングクラブのチラシを見て』と
一言お願いします。）

4 2年間アフターサービス無料

5 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！

6 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！

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頂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頂く場合がございます。）

〒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京1階

☎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）

シモンズギャラリー東京

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄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

名古屋シモンズギャラリー

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町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／水曜日

大阪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

京都シモンズギャラリー

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神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

福岡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

札幌シモンズギャラリー

同時開催 新宿アイランド・シモンズグランドセール
会場

期間 2021年6月25日（金）～27日（日）10：00～18：00
新宿アイランド  地下1階  アクアプラザ

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。

〒163-1312 東京都新宿区西新宿6-5-1

3日間限定の
特別販売会
3日間限定の
特別販売会 （最終日は16：00終了）
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2021年9月30日

www.shop.jal.co.jp10,000マイル＝11,200ポイント（¥11,200相当）
※詳しくはWebへ

（有料）

（有料）

●インターネット「JALショッピング」ならマイルがたまる・つかえる！

〒108-8209  東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス

AM10:00～PM6:00（午前中はこみ合う場合がございます。）

AM10:00～PM6:00

■お支払い方法など、詳しくは同封の「お申込みのご案内」をご覧ください。

Grangate Flat（グランゲートフラット） 

J A L U X 通信販売 ※シモンズギャラリーでは
展示しておりません。

近くなった、理想の眠り

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

●サイズ（約）：全幅 1 98  2 121  3 141×全長199㎝、座面高/48.5㎝、ヘッドボード/高さ85㎝、  
マットレス /厚さ23.5 ㎝、脚 /長さ［0002］13 ㎝  ●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 /ミディアム色：
インドネシア製、グレージュ色：タイ製）
※組立て商品のため、返品不可となります。あらかじめご了承ください。
※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
お電話にてお届けのご相談をさせていただきます。

■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

別　送 代引不可 送料含む

申込番号 DJ097 97818

1シングルベッド
110,000円（税込）

WEB注文なら  ＋2,000マイル

申込番号 DJ097 97819

2セミダブルベッド
130,000円（税込）

WEB注文なら  ＋2,364マイル

申込番号 DJ097 97820

3ダブルベッド
150,000円（税込）

WEB注文なら  ＋2,728マイル

Dexter 150（デクスター150）

●サイズ（約）：全幅 1 98  2 121  3 141×全長207㎝、座面高/49.5㎝、ヘッドボード/高さ86㎝、  
マットレス /厚さ24.5cm、脚 /長さ［0002］13cm  ●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  ●仕様：スライドコンセント、LED照明付き  
●日本製（ヘッドボード /インドネシア製）
※組立て商品のため、返品不可となります。あらかじめご了承ください。
※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
お電話にてお届けのご相談をさせていただきます。

■色番号 ［01］ミディアム ［02］シャビーナチュラル

■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

別　送 代引不可 送料含む

申込番号 DJ097 97902

1シングルベッド
150,000円（税込）

WEB注文なら  ＋2,728マイル

申込番号 DJ097 97903

2セミダブルベッド
170,000円（税込）

WEB注文なら  ＋3,090マイル

申込番号 DJ097 97904

3ダブルベッド
190,000円（税込）

WEB注文なら  ＋3,454マイル

直線的なフレームの中に
描かれた緩く弧を描くよう
なエッジライン。シャープ
さとやわらかさを併せ持
つデザインです。シンプル
なフラットタイプ。

マットレスは6.5イン
チ・コイル線径1.9mm
のゴールデンバリュー。
厚さ23.5cm、マット端
のボーダーワイヤーの
硬さを軽減する緩衝材
使用。

［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

スライドコンセントはシン
グルとセミダブルが1口、
ダブルサイズは左右に1口
ずつございます。

マットレスは6.5イン
チ・コイル線径1.9mm
のゴールデンバリュー。
厚さ24.5cm。グラン
ゲートに比べて厚いウ
レタンを使用。

［01］ミディアム
［0001］引き出しタイプ

［02］シャビーナチュラル
［0002］ステーションタイプ

実用性のあるデザイン
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