
☆ 料金表は消費税込　貸ふとん料金表の合計に地域別の配達料がかかります

　 配達料は　1件の配達から引取るまでの料金です

7泊目 15泊目 21泊目
から1泊 から1泊 から1泊

¥2,300 ¥1,500 ¥900 ¥600 ¥500 ¥500 ¥300 ¥150 ¥30

☆ 追加オプション
※1掛ふとん（カバー付） …\1,400

…1枚　マット付は羊毛 ※1敷ふとん（シーツ付） …\1,400

　　※1
2日目から料金表の半額

 シーツ取替用 …\300/1枚

 掛カバー取替用 …\400/1枚

 枕カバー取替用 …\100/1枚

 ☆ ふとん取替　（途中でふとんの取替ができます） ※2
貸ネマキ …\320/1枚

…\2,000/1組（ｶﾊﾞｰ類なし） ※2
タオル、バスタオルセット …\220/1セット

…\900/1枚 ※2
貸シーツ …\390/1枚

　　　敷ふとん取替 …\1,000/1枚 　　※2
１週間以内

　　　毛布・ﾏｯﾄ取替 …\1,000/各1枚 ※3追加毛布 …\500

 ☆ シーツ類取替　取替用料金と別途配達料がかかります ※3
追加マットレス …\500

 ☆ 長期でお借りいただいた場合 　　※3
2日目から200円　5日目まで

 　 　掛ふとんの夏用・冬用のお取替や ※4貸し枕（カバー付） …\200

 　 　敷ふとんのお取替をお勧めします 　　
※4

2日目から100円　5日目まで

　　　　　　　　　　　　Aセット・Aセット毛布又はマット付・Bセット共通

Ａセットに毛布　又はマットレス付　　マット付は羊毛敷ふとん
7泊目 15泊目 21泊目

から1泊 から1泊 から1泊

¥2,400 ¥1,700 ¥1,100 ¥800 ¥700 ¥500 ¥300 ¥150 ¥30

Ａセットに毛布とマットレス付　　　　マット付は羊毛敷ふとん

7泊目 15泊目 21泊目

から1泊 から1泊 から1泊

¥2,500 ¥1,800 ¥1,100 ¥800 ¥700 ¥500 ¥300 ¥150 ¥30

☆ 当店は予約制となっています　　2日前までにご予約をお願いします

☆ 配達　引取は時間予約できます　　状況により1時間のご猶予をお願いします

☆ 貸ふとんはお部屋までお届けします　ふとんをセットする場合は別途料金がかかります

☆ 寮・学校・事業所用の長期料金もございます

　　　Aセット取替

取替・オプションのみの配達は別途配達料がかかります

軽井沢ふとん店 http://www.karuizawafutonten.com/

1組の料金

4泊目 5泊目 6泊目

Aセット
毛布又は
マット付 1泊目 2泊目 3泊目

1組の料金

Bセット

1泊目 2泊目 3泊目

令和5年4月1日

配達料　：　途中での各セットの追加・引取にはかかりません

Aセット

1泊目 2泊目 3泊目 4泊目 5泊目 6泊目

1組の料金

 ☆ セット内容

　　　掛ふとん　

別荘用貸ふとん　料金表

4泊目

…1枚　羽毛タッチ

　　　枕 …1個

　　　シーツ・掛カバー・枕カバー　各1枚

　　　敷ふとん

　　　　長期でお使いの場合は、取替用各2枚まで

　　　　追加できます（追加オプション）

5泊目

　　　掛ふとん取替

6泊目

軽井沢町 御代田町 小諸市 佐久市（佐久・臼田）佐久市（望月・浅科）

地域別配達料 400円 500円 600円 700円 800円

1組1泊のみ 600円 1,000円 1,500円 1,500円 1,800円
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特上セットは毛布付　　毛布なしは５日目まで１日100円引き
7泊目 15泊目 21泊目

から1泊 から1泊 から1泊

¥2,500 ¥1,800 ¥1,100 ¥800 ¥700 ¥500 ¥300 ¥150 ¥30

☆ 追加オプション
※1掛ふとん特上（カバー付） …\1,500
※1敷ふとん特上（シーツ付） …\1,500

   プロファイルウレタン入り 　　
※1

2日目から料金表の半額

 マット付1組に1台5日目まで …\100/1日

…1枚（二重）  シーツ取替用 …\300/1枚

 掛カバー取替用 …\400/1枚

 枕カバー取替用 …\100/1枚
※2貸ネマキ …\320/1枚

 ☆ ふとん取替　（途中でふとんの取替ができます） ※2
タオル、バスタオルセット …\220/1セット

　　　特上セット取替 …\2,200/1組（毛布・ｶﾊﾞｰ類ナシ）
※2貸シーツ …\390/1枚

　　　掛ふとん取替 …\1000/1枚 　　
※2

１週間以内

　　　敷ふとん取替 …\1,100/1枚 ※3追加毛布 …\500

　　　毛布・ﾏｯﾄ取替 …\1,000/各1枚 ※3追加マットレス …\500

 ☆ シーツ類取替　取替用料金と別途配達料がかかります 　　※3
2日目から200円　5日目まで

※4
貸し枕 …\200

　　
※4

2日目から100円　5日目まで

　　　敷ふとんのお取替をお勧めします

掛ふとんが高級羽毛ふとん　夏用・冬用あり　毛布なしは5日目まで1日100円引き

7泊目 15泊目 21泊目
から1泊 から1泊 から1泊

¥2,900 ¥2,300 ¥1,400 ¥800 ¥700 ¥500 ¥320 ¥160 ¥40

☆ 追加オプション
※1掛ふとん羽毛（カバー付） …\1,900

　　
※1

2日目から料金表の半額

   プロファイルウレタン入り  その他　特上セットと同じ

　　　枕 …1個  (ﾏｯﾄ付1組に1台5日目まで …\100/1日）

　　　毛布 …1枚（二重）

☆ シーツ類取替　

　　　取替用料金と別途配達料がかかります

☆ 長期でお借りいただいた場合

 ☆ ふとん取替　（途中でふとんの取替ができます） 　　　掛ふとんの夏用・冬用のお取替や

　　　羽毛セット取替 …\2,600/1組（毛布・ｶﾊﾞｰ類ナシ）　　　敷ふとんのお取替をお勧めします

　　　掛ふとん取替 …\1,400/1枚

　　　敷ふとん取替 …\1,100/1枚 ☆ 特上羽毛セットは7万円相当の商品です

　　　毛布・ﾏｯﾄ取替 …\1,000/各1枚 ☆ 数に限りがあり　予約できない場合があります

　　時間外でご予約のない配達はお断りする場合があります

　　　シーツ・掛カバー・枕カバー　各1枚

　　　　長期でお使いの場合は、取替用各2枚まで

　　　　追加できます（追加オプション）

　北米産羽毛　立体　60サテン

　　　敷ふとん

　　　掛ふとん　

 ☆ セット内容

…1枚　羽毛ふとん

6泊目

1組の料金

http://www.karuizawafutonten.com/

　　FAX・ネットでのご予約は、24時間受け付けております

 ☆ セット内容

　　　掛ふとん　 …1枚　羽毛タッチ

　　　敷ふとん …1枚　三層羊毛混

　　　枕 …1個

…1枚　三層羊毛混

　　　　長期でお使いの場合は、取替用各2枚まで

1組の料金

 ☆ 営業のご案内 ☆　　　定休日…毎週木曜日　

　　営業時間　9時～18時（冬季11月から3月は17時まで）

　　ご予約いただいた場合に限り、定休日の配達も承ります

5泊目 6泊目

4泊目

　　　　追加できます（追加オプション）

 ☆ 長期でお借りいただいた場合

　　　掛ふとんの夏用・冬用のお取替や

5泊目

　　　シーツ・掛カバー・枕カバー　各1枚

　　　毛布

特上羽毛
セット

1泊目 2泊目 3泊目 4泊目

特上セット

1泊目 2泊目 3泊目

軽井沢ふとん店

389-0103

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢6-4
TEL．（0267）42－2415

FAX．（0267）42－8926
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