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リペアサービス 50% OFF

■リペアサービスとは

期間 ：2022年 3月 5日（土）～ 4月 3日（日）
：お客様ご愛用の Yogiboを新品同様に復活させる「リペアサービス」を 50%OFFで提供いたします。リペアサービスは店舗への
　お持ち込みまたは電話注文での受付となります。 ※受付数上限に達し次第終了予定
※Premiumシリーズのリペアは受け付けておりません。あらかじめご了承くださいませ。

内容

　快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」を運営している株式会社ウェブシャーク（大阪市中央区／代表取締役 木村誠司）は、
2022 年 3 月 14 日（月）~4 月 3 日（日）の期間、「新生活応援キャンペーン」の 第 2 弾を実施します。第 1 弾に引き続き、お客様愛用の
Yogibo を新品同様に復活させる「リペアサービス」を 50%OFF でご提供いたします。また、新生活にぴったりのユニークな商品を 10%
OFF で販売いたします。この機会に是非 Yogibo を取り入れたニューライフをお楽しみください。

　リペアサービスとは、お客様ご愛用の Yogiboを新品のようにお手入れするサービスです。アウターカバーの洗濯、乾
燥やビーズの補充など面倒な Yogiboのお手入れを全てお任せいただけます。
より丁寧に、完璧に、責任をもって、大切な Yogiboをメンテナンスいたします。
リペアサービス詳細URL  ：https://yogibo.jp/repair

Yogibo がニューライフの準備をお手伝い

2022 年 3 月 14 日 ( 月 ) ～ 4 月 3 日 ( 日 )

新生活応援キャンペーン第 2弾

アウターカバーのクリーニング

　Yogiboのアウターカバーは専門業者
を通し99.9%殺菌洗濯します。
キレイになったカバーは、しっかり乾
燥機に掛けYogibo本来のハリと弾力を
蘇らせます。

インナービーズの補充

　新品のインナーカバーにお預かりし
たYogiboのビーズ全量と、新品ビーズ
を補充します。
新品同様の高さと張りが出るように生
まれ変わらせます。

インナーカバーの新品交換

　インナーカバーの交換は、へたり解
消はもちろん、衛生面でもご安心いた
だけます。
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■リペアサービス価格

■お申し込み方法
＜リペアサービス実施店舗での受付＞

＜カスタマーサポートでの受付＞
Yogiboカスタマーサポートへお電話いただき、リペアサービスをお申し込みいただきたい旨をご相談くださいませ。
Yogiboカスタマーサポート：0120-941-533（受付時間：10:00-18:00）

お近くのリペアサービス実施店舗をご確認いただき、リペアサービスをお申込みしたい旨を事前に店舗までご連絡くださ
いませ。ご連絡いただいた店舗へ直接ご愛用の Yogiboをお持ちください。
リペア完成品のお渡し方法は、「店舗でのお受け取り」と「ご自宅まで配送」をお選びいただけます。

Yogibo Max

Yogibo Midi

Yogibo Short

Yogibo Pod

Yogibo Drop

Yogibo Bubble

Yogibo Mini

Yogibo Lounger

Yogibo Pyramid

Yogibo Double

Hugibo

Yogibo Caterpillar Roll Long

Yogibo Support

Yogibo Roll Max

Ottoman

¥10,780 → ¥5,390

¥9,790 → ¥4,895

¥9,790 → ¥4,895

¥8,580 → ¥4,290

¥8,580 → ¥4,290

¥7,480 → ¥3,740

¥7,480 → ¥3,740

¥7,480 → ¥3,740

¥6,380 → ¥3,190

¥19,800 → ¥9,900

¥7,480 → ¥3,740

¥7,480 → ¥3,740

¥7,480 → ¥3,740

¥7,480 → ¥3,740

¥6,380 → ¥3,190

※配送をご希望の場合は別途配送料を頂戴しております。

価格（税込）対象商品 価格（税込）対象商品

新生活応援！対象商品10%OFF！

期間 ：2022年 3月 14日（月）～ 4月 3日（日）
：新生活にぴったりのユニークなアイテムを 10% OFFで販売いたします。内容

Yogibo Support

Yogibo Ottoman

Yogibo Zoola Support

Yogibo Zoola Ottoman

Luxe Support

Luxe Ottoman

¥15,290 → ¥13,761

¥12,980 → ¥11,682

¥17,380 → ¥15,642

¥15,180 → ¥13,662

¥18,700  → ¥16,830

¥16,500 → ¥14,850

価格（税込）対象商品 価格（税込）対象商品

Yogibo Support Rainbow

Star Wars Yogibo Support

Yogibo Caterpillar Roll Long

Yogibo Caterpillar Roll Short

Yogibo Roll Midi

¥17,380 → ¥15,642

¥19,800 → ¥17,820

¥16,500 → ¥14,850

¥10,780 → ¥9,702

¥10,780 → ¥9,702

■スタンダードシリーズ

価格（税込）対象商品 価格（税込）対象商品

Traybo 2.0

Tablo

¥6,578  → ¥5,920

¥3,278  → ¥2,950

Grippibo

Bo Dough

¥3,080 → ¥2,772

¥1,650  → ¥1,485

■その他

※公式オンラインストアは 4月 4日（月）8:59まで

Yogibo Support Premium

Yogibo Ottoman Premium

Yogibo Zoola Support Premium

Yogibo Zoola Ottoman Premium

Luxe Support Premium

Luxe Ottoman Premium

Yogibo Support Rainbow Premium

Caterpillar Roll Long Premium

¥25,080 → ¥22,572

¥21,780 → ¥19,602

¥29,480→ ¥26,532

¥25,080 → ¥22,572

¥31,900  → ¥28,710

¥27,500  → ¥24,750

¥29,480  → ¥26,532

¥27,280 → ¥24,552

価格（税込）対象商品 価格（税込）対象商品

■プレミアムシリーズ

▼リペアサービス実施店舗一覧
Yogibo Store イオンモール名取店（宮城県）：https://yogibo.jp/store/detail/ant
Yogibo Store インターパークスタジアム店（栃木県）：https://yogibo.jp/store/detail/ips
Yogibo Store 青山店（東京都）：https://yogibo.jp/store/detail/aoy
Yogibo Store ららぽーと新三郷店（埼玉県）：https://yogibo.jp/store/detail/lsm
Yogibo Store 八千代店（千葉県）：https://yogibo.jp/store/detail/ycy
Yogibo Store 名古屋栄店（愛知県）：https://yogibo.jp/store/detail/ngs
Yogibo Store 御堂筋本町店（大阪府）：https://yogibo.jp/store/detail/mhm
Yogibo Store りんくうシークル店（大阪府）：https://yogibo.jp/store/detail/rks

※御堂筋本町店は 3月 18日まで改装休業中
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Yogibo について

・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」の運営  http://yogibo.jp　
・世界初エッグウィッチ専門店「ドン・ウォーリー・エッグウィッチ」の運営  http://eggwich.jp
・持続的な社会課題解決を目指す広告 「TANZAQ(タンザク)」 http://tanzaq.jp 

会  社  概  要

商 号 ：株式会社ウェブシャーク
：代表取締役　木村 誠司
：〒541-0048　大阪市中央区瓦町3丁目 6-5 銀泉備後町ビル 2F
：2002年2月1日

代 表 者
所 在 地
設 立
事業内容

Yogibo について

　ビーズソファをはじめインテリア家具 ・ 生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。

Yogibo のビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、 1 つでベッド ・ ソファ ・ リクライニングチェアなど、 用途に合わせて形状を

自由に変化させることができます。 デザイン性も高い最先端のインテリアとして、 ご自宅だけでなくホテルや温泉旅館、 キャンプやグランピン

グ施設、 オフィスでのビジネスシーンなど、 様々な場所で活用頂いています。 現在、 世界 8 ヶ国で展開しております。

　また、 Yogibo は 「Yogibo Racing」 として 『Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS』 への参戦、 更に日本初の女性プロサッ

カーリーグ 「WE リーグ」 やプロ e スポーツチーム 「REJECT」 への協賛、 聴覚や視覚など感覚過敏の症状がある人でも安心して落ち着いた

環境でスポーツ観戦を楽しむことができる 「センサリールーム」 のプロデュース ・ 普及活動、 被災地への支援活動など、 社会への貢献を通し

て “ストレスのない社会を実現する” ことを目指し活動しております。

安心して観戦できる「センサリールーム」Yogibo Racing 2022 参戦車両 プロeスポーツチーム「REJECT」
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