2018 年 2 月 14 日

女性のキモチ研究所「デイジーラボ」開発

30～40 代女性向け春夏用の新商品 25 アイテム
2 月 23 日（金）より順次発売！
ユニー株式会社（本社：愛知県稲沢市、代表取締役社長：佐古 則男）は、女性社員が女性視点
で商品開発に取り組む｢デイジーラボ｣が開発した春夏用の新商品 25 アイテムを、2018 年 2 月
23 日（金）よりアピタ・ピアゴ※にて順次販売します。
2014 年 9 月に発足した｢デイジーラボ｣は、女性の視点から 30～40 代のニーズに合わせたオ
リジナル商品やコラボ商品の開発に取り組み、住居関連商品を中心に衣料品にいたるまでカテゴ
リーを拡大し、今までに約 580 アイテムの商品を展開して大変ご好評をいただいております。
今回も、女性ならではのカラー・デザインや付加価値にこだわった商品を開発しました。女子
力が高いキャリーケース、新生活インテリア、
『親子で使える』をテーマに西川リビング株式会社
とコラボした『ママと子どものお揃いまくら』などを発売いたします。
当社は、今後も女性視点でお客様のニーズに合った商品を提案してまいります。
※店舗により取扱いのない商品がございます。

《商品概要》

＜キャリーケース＞
■発売日
3 月 19 日（月）
■販売店舗
アピタ 87 店舗
■アイテム数
1 アイテム
■主な商品
【ジッパーキャリーケース】サイズ 53×35×23cm
価格
12,000 円（税込 12,960 円）
商品特長
・軽量（重量約 2.4kg）で機内持ち込み可能な
コンパクトサイズ
・ダブルキャスターでスムーズな動き
・女子力が高い可愛い内装生地のデザイン
・マチのある収納力の高いポケット
・使いやすい大きめのファスナー
・内装生地とおそろいのポーチ 3 点セット付き
・優しい色合いのカラー4 色
アイボリー、ピンク、ミント、ネイビー
＜新生活インテリア＞
■発売日
3 月 1 日（木）
■販売店舗
アピタ 72 店舗
■アイテム数
4 アイテム
■主な商品
【遮光性カーテン・ミラーレース 4 枚組】サイズ 100×135cm
価格
3,980 円（税込 4,299 円）
商品特長
・遮光性カーテン、外から見えにくいミラー加工の
レースカーテンの付いた４枚組
・光が入りにくい裏地付遮光性の厚地カーテン
・優れた断熱・保温効果
・カラーはグリーン・アイボリーの 2 色

ジッパーキャリーケース

遮光性カーテン・ミラーレース

【シェニールジャガードラグ 円】サイズ 半径 140cm
価格
3,980 円（税込 4,299 円）
商品特長
・流行のモロッカン柄をデイジーカラーに展開
・シェニール織の柔らか肌触り
・ウレタン入りでふかふかの踏み心地
・裏面すべり止め付
・ウォッシャブル
・カラーはグリーン・アイボリーの 2 色
・長方形 130×185cm、正方形 185×185cm も展開
■その他商品
形状記憶カーテン・ミラーレース ４枚組
シェニールジャガードマット
クッションカバー

＜春夏向けインテリア＞
■発売日
2 月 5 日（月）
■販売店舗
アピタ 81 店舗、ピアゴ 55 店舗
■アイテム数
6 アイテム
■主な商品
【ダンガリー素材の洗えるラグ 長方形】サイズ 185×240ｃｍ
価格
5,980 円（税込 6,459 円）
商品特長
・ダンガリー生地綿 100％
・ウォッシャブル
・裏面滑りにくい加工
・カラーはブラウン・ベージュ・グリーンの 3 色
・正方形サイズ 185×185ｃｍも展開
■その他商品
シートクッション
チェアパッド
ＢＯＸクッション
ロングクッション
＜デイジーラボ×西川リビング まくら＞
■発売日
3 月 10 日（土）
■販売店舗
アピタ 86 店舗
■アイテム数
3 アイテム
■商品
【子どもとおそろい ママのまくら】サイズ 33×50cm
価格
3,000 円（税込 3,240 円）
商品特長
・簡単・便利な高さ調整シート付で体に
合わせて高さの調整が可能
・ウォッシャブル
・カラーはパープル 1 色
【ママとおそろい キッズまくら】サイズ 28×46cm
価格
2,500 円（税込 2,700 円）
商品特長
・簡単・便利な高さ調整シート付で子どもの
成長に合わせて高さの調整が可能
・ウォッシャブル
・カラーはブルー1 色
【もっちもち低反発まくら】サイズ 32×53cm
価格
5,000 円（税込 5,400 円）
商品特長
・やわらかいニットでもっちりとした感触
・通気性のあるエアホール加工素材で蒸れを軽減
・簡単・便利な高さ調整シート付きで体に
合わせて高さの調整が可能
・サイドの膨らみが横向き寝をサポート
・首肩口に優しくフィットするカタチ
・整形外科医山内伸一先生推奨
・カラーはイエロー1 色

シェニールジャガードラグ 円

ダンガリー素材の洗えるラグ 長方形

子どもとおそろい ママのまくら

ママとおそろい キッズまくら

もっちもち低反発まくら

＜デイジーラボ×西川リビング 夏物寝具＞
■販売期間
3 月 10 日（土）～8 月 20 日（月）※なくなり次第終了
■販売店舗
アピタ 86 店舗
■アイテム数
3 アイテム
■主な商品
【首元やわらか洗えるダウンケット】サイズ 150×210cm
価格
5,980 円（税込 6,459 円）
商品特長
・ダウン 50％
・衿元に縫い合わせがなくふっくら仕様
首元やわらか洗えるダウンケット
・ウォッシャブル
・カラーはブルー・グレーの 2 色
【やわらかい綿素材のふんわりタオルケット】サイズ 140×190cm
価格
2,980 円（税込 3,219 円）
商品特長
・綿 100％
・ウォッシャブル
・カラーはブルー・グレーの 2 色
■その他商品
麻入りでさらっと快適さわやか敷きパッド
やわらかい綿素材のふんわりタオルケット
＜クール＆パイル寝具＞
■販売期間
2 月 26 日（月）～8 月 20 日（月）※なくなり次第終了
■販売店舗
アピタ 86 店舗、ピアゴ 66 店舗
■アイテム数
3 アイテム
■主な商品
【抗菌防臭わた入りキルト肌掛ふとんクール＆パイル】サイズ 140×190cm
価格
2,980 円（税込 3,219 円）
商品特長
・爽やかなパイル面とひんやりクール面の
リバーシブルタイプ
・抗菌防臭わた入り
・カラーはネイビー・ピンクの 2 色
■その他商品
抗菌防臭わた入りキルト肌掛ふとん
抗菌防臭わた入り両面使える敷パッドクール＆パイル
クール＆パイル
抗菌防臭わた入り両面使えるまくらパッドクール＆パイル
＜カーディガン＞
■発売日
3 月 7 日（水）
■販売店舗
アピタ 89 店舗、ピアゴ 71 店舗
■アイテム数
2 アイテム
■主な商品
【UV カットニットカーディガン】
価格
1,900 円（税込 2,052 円）
商品特長
・UV 対策、冷房対策などに役立つベーシックタイプ
・毛玉になりにくい素材で着回しも安心
・カラーはホワイト･ピンク･グリーン･ラベンダー･
サックス･グレー･ネイビー･クロの８色
・洗濯機で洗えるイージーケア
＜保存容器＞
UV カットニットカーディガン
■発売日
2 月 23 日（金）
■販売店舗
アピタ 88 店舗
■アイテム数
3 アイテム
■主な商品
【スマートフラップ角型 S サイズ 4P】容量 400ml
価格
198 円（税込 214 円）
商品特長
・フラップ(弁)の開閉で蓋をしたままレンジ可能
・蒸気を適度に逃がし、蒸れすぎや乾燥から食品を
守ります。
スマートフラップ角型 S サイズ
・カラーはピンク･グリーン･アイボリー･ブルーの 4 色
（ブルーのみ 4 月発売）
・容量 610ml の M サイズ 3P、容量 940ml の L サイズ 2P も展開

