
岩盤浴ベッドのセット！岩盤浴ベッドのセット！

岩盤浴ベッドとドームサウナの組み合わせで岩盤浴ベッドとドームサウナの組み合わせで  
究極の岩盤浴が体感できます。究極の岩盤浴が体感できます。



洋室にも 和室にも

岩盤浴の寛ぎをご⾃宅で岩盤浴の寛ぎをご⾃宅で

業務⽤として店舗向けに卸販売していた業務⽤として店舗向けに卸販売していた  
岩盤浴ベッドとドームサウナのセット販売岩盤浴ベッドとドームサウナのセット販売

テレビを⾒ながら、本を読みながら…デトックス＆ダイエット︕エステ・
ホテル・スパ等の店舗でしか体験出来なかった本物の岩盤浴システムが1

台で簡単にお楽しみ頂けます。

使いやすく、シンプルなデザイン使いやすく、シンプルなデザイン

使いやすいサイズ設計使いやすいサイズ設計

⼤きさは畳1.5畳ほどで、シングルベッドよりも幅は狭め。どなたでも腰掛
けしやすい安⼼設計です。⾼さ40cmの脚も簡単に取り外し可能です。 ※
店舗の場合は脚のサイズをご相談ください。

シンプルなデザインシンプルなデザイン

100V電源と1.5畳ほどのスペースが

あれば室内のどこでも設置可能で

す。ナチュラルカラーでシンプルな

デザインはどんな場所にもマッチします。



こんな⽅におすすめ！こんな⽅におすすめ！

岩盤浴＋ドームサウナで⼤量発汗岩盤浴＋ドームサウナで⼤量発汗

下は岩盤浴ベッド、上はドームサウナ。この２つの良質な遠⾚外線が
全⾝を包み込み体の芯からじわじわと温めると⼤量に発汗します。
「健康的な発汗を習慣付ける」ことにより免疫UPやデトックス効果が
期待できます。岩盤浴ベッド、ドームサウナは個別に温度設定が可能
です。⽬的に応じてお好みの温度と時間を設定し「温め〜発汗」まで
調整出来ます。

●サーモグラフィ画像

遠⾚外線を20分使⽤後の体温変化です。 ⼀般のドームサウナと違い、⾜裏か
ら体の隅々までじわじわと温まります。お好みで上部ドームをスライドさせて
半⾝浴もオススメです。

使⽤前 使⽤後

※室温 25.5℃ ／ 湿度 35.8％ ／ 被験者 31歳⼥性
※体温の変化には個⼈差があります



岩盤浴セットのポイント岩盤浴セットのポイント

岩盤浴ベッド＆ドームサウナ岩盤浴ベッド＆ドームサウナ 88 のポイントのポイント

レール式スライドを採⽤。⼥性に嬉しい簡単
＆⻑持ち︕

1. 菌の繁殖を防ぐ銀抗菌加⼯と防汚加⼯に仕
上げました︕

2.

体に有害だといわれている電磁波を90％以
上カットしました︕

3. ⾜裏専⽤ヒーター採⽤︕⾜裏からじわじわ温
め⼤量発汗︕

4.

温度を個別に微調整可︕簡単デジタル出⼒調
整。お好みの温度で⾃由⾃在︕

5. 岩盤浴ベッドの⼤きさは畳1.5畳ほど。シン
プルなデザイン。

6.

厳選された鏡⾯仕上げの岩盤鉱⽯を使⽤して
います。 

7. 遠⾚外線パネルをベッド全⾯に配置し温度に
ムラがありません。

8.



岩盤浴ベッドへの
クレーム

岩盤浴ベッド初の遠⾚外線ヒーター岩盤浴ベッド初の遠⾚外線ヒーター

最⼤70℃まで上昇に成功！最⼤70℃まで上昇に成功！

従来の岩盤浴ベッドは熱線ヒーターを使⽤し温度のムラによ
る低温⽕傷のリスクが⾼いため、設定温度を低く設定してい
ます。NATURAL SPA 岩盤浴ベッドは、業務⽤サウナ専⾨
メーカーが設計・制作に直接携わり、最⼤温度を約70℃に
まで引きあげることに成功しました。

従来と⽐べて、遠⾚外線ヒーターをベッド全⾯に配置し温度にムラがありません。これほ
どの温度でからだを温める⼼地よさは、この岩盤浴ベッドでしか味わえません。

こだわりの岩盤鉱⽯こだわりの岩盤鉱⽯

天然桜御影⽯

良質の遠⾚外線+マイナスイオンが期待できます。⾼級感
のある美しい鏡⾯仕上げで岩盤浴に最適な天然鉱⽯です。
地殻変動の影響を受けたマグマが地中深くで冷え固まった

⽕成岩です。淡い紅⾊が桜、⾼級住宅地の神⼾市東灘区御影が由来です。

均⼀温度・⾼断熱・⾼温対応均⼀温度・⾼断熱・⾼温対応

遠⾚外線カーボンヒーターは、遠⾚外線の中でもからだに浸透しやすい4〜14
ミクロンの波⻑を放出します。そして、からだに浸透した遠⾚外線は、体内の
細胞を活性化させます。 
この特性を活かし、からだの芯までじんわりとあたためてくれます。

また断熱材を全⾯的に使⽤することで無駄な放熱を防ぎ、速やかな岩盤温度の
上昇と、 
最⼤温度70℃を実現しました。

温度のムラがないので肌への刺激も少なく、効率よく熱を伝えることができま
す。



遠⾚外線ドームサウナ遠⾚外線ドームサウナ

最新の遠⾚外線炭カーボンヒーター最新の遠⾚外線炭カーボンヒーター

ドームサウナには国内で医療⽤としても利⽤されている有機体炭素技術に
よる最新の⾼速型「遠⾚外線炭カーボンヒーター」をドーム全⾯に配置し
ました。 

また⼈体に悪影響を及ぼす可能性のある電磁波/超低周磁場を90％以上カ
ットする電磁波防⽌機能を搭載しました。安⼼してご使⽤いただけます。

7〜12ミクロンの波⻑を実現7〜12ミクロンの波⻑を実現

遠⾚外線とは「3〜1000ミクロン」の波⻑です。その中でも「4〜14ミク
ロン」は安全で健康に良い「育成光線」と呼ばれ⼈体の分⼦と共鳴作⽤し
熱エネルギー反応を起こします。

旧型の「3〜20ミクロンの広範囲の遠⾚外線」と違い、育成光線の中でも
近・中⾚外線に近い4〜6ミクロンのチリチリした強い刺激を抑え、最もマ
イルドで最も浸透率が⾼い「7〜12ミクロン」を実現しました。お肌の弱
い⽅にも安⼼な⼀歩先を⾏く遠⾚外線ドームサウナです。

光の波⻑の違い光の波⻑の違い

遠⾚外線の中の育成光線（4〜14ミクロン）よりさらに 
浸透性・安全性の⾼い「7〜12ミクロン」の波⻑を実現しました。



⾜裏に遠⾚外線をしっかり投射します⾜裏に遠⾚外線をしっかり投射します

ドームサウナの⾜元に⾜裏専⽤の遠⾚外線ヒーターを配置しました。⾜裏を
遠⾚外線で温めると⾜元からじわじわと温熱が伝わり、温めるスピードも早
く、発汗量や温熱効果も格段にUPします。

①温熱効果・発汗⼒UP!

⿊い部分は全て遠⾚外線ヒーター。
ドーム内部を均⼀に温めます。

②半永久的に性能をキープします

⾜裏⽤ヒーターは重厚な⽊枠でしっ
かりと固定しています。

下部ドーム⾜元

レール式ワンタッチスライド機能レール式ワンタッチスライド機能

従来のドームサウナは、上部ドームをスライドさせる時に

等の問題がありました。レール式にすることで簡単にスムーズにスライ
ドします。

指⼀本でスムーズにスライド収納！指⼀本でスムーズにスライド収納！  
⼥性でも簡単に使⽤できます。⼥性でも簡単に使⽤できます。

⼥性では重くて動かすのが⼤変
バスタオルを巻き込んでしまう
使っているうちに表⾯が擦れて剥げてくる



ドームサウナはAg（銀）抗菌加⼯ドームサウナはAg（銀）抗菌加⼯

ドーム型サウナは熱を外へ逃がさないように密閉し内部で⼤量に汗をかく為、臭いや衛⽣⾯での不安が
ありました。医療、福祉現場などで活躍するAg（銀）抗菌加⼯を採⽤し菌の繁殖を防ぎ、嫌な臭いを抑
えました。衛⽣的で安⼼して業務⽤からご家庭までご使⽤頂けます。

抗菌機能

●⼤腸菌繁殖状況⽐較

試験前サンプル  ⼀般素材 銀系抗菌 検出せず

6時間後

12時間
後

◆試験⽅法︓菌接抗試験 ＜使⽤菌＞⼤腸菌

フィルム密着法による抗菌⼒性能

試験菌 測定 試料 1個あたりの⽣菌数 抗菌活性値

⼤腸菌

塗布直後 ⼀般素材 3.6×10 ―

35℃ 
24時間後

⼀般レザー 2.9×10 ―

銀系抗菌 ＜10 検出せず ＞3.46

◆試験⽅法 
5cm×5cmの⼤きさにしたサンプルに菌液0.5mlを垂らし、その上からフィルムをかぶせて密着させる。  
この状態で湿度35±1℃及び相対湿度90％にて24時間放置した後の⽣菌数を測定する。（＜10︓検出せ
ず）

5

4



エステの⼈気メニューエステの⼈気メニュー

既存メニューと組み合わせ⾃由⾃在

お客様にも⼤好評！ 
サロンでも使⽤しています。

本物の天然鉱⽯の温かみを感じて、施術前の温め〜発汗まで使い⽅は⾃
由⾃在です。 

遠⾚外線 岩盤浴ベッドで温まりながらのフェイシャルや上半⾝のボデ
ィートリートメントはお客様に好評でサロンの⼈気メニューです。

◆サロンでの使⽤例1

◆サロンでの使⽤例2

カウンセリングカウンセリング ▼ 着替え着替え ▼ 岩盤浴ドーム岩盤浴ドーム ▼ クレンジングクレンジング ▼ ピーリングピーリング ▼

フェイシャルフェイシャル ▼ ローションローション ▼ パックパック ▼ 整肌整肌

カウンセリングカウンセリング ▼ 着替え着替え ▼ 岩盤浴ドーム岩盤浴ドーム ▼ ヘッドヘッド ▼ デコルテデコルテ ▼ バストバスト ▼
ウエストウエスト ▼ バック/うつ伏せバック/うつ伏せ + 痩⾝機器・整体・アロマ、痩⾝機器・整体・アロマ、  

リンパマッサージの組み合わせリンパマッサージの組み合わせ



選べるオプション選べるオプション

岩盤

⻨飯⽯（12枚） 【希望⼩売価格】 ¥100,800

遠⾚外線+マイナスイオン+脱臭作⽤が期待できます。またミクロ多孔湿構
造の為、湿気を吸収放出し温度を⼀定に保つ働きをします。成分や作⽤を
利⽤して医療・美容・健康で注⽬の鉱⽯です。

天寿⽯（12枚） 【希望⼩売価格】 ¥156,600

遠⾚外線+マイナスイオン+波動作⽤が期待できます。天然ミネラルを吸収
した鉱⽯で他に類を⾒ないほど波動数値に優れ「波動⽯」とも呼ばれてい
ます。

ラジウム⽯（12枚） 【希望⼩売価格】 ¥248,000

ホルミシス効果（微量放射線）+遠⾚外線+マイナスイオン効果が期待でき
ると⾔われ、年間何万⼈もの⼈が訪れる三朝温泉・⽟川温泉のラジウム岩
盤浴として有名です。 

※採掘時期によって岩盤⽯の⾊が変わることがございます。
※岩盤⽯は時期によって価格が変動する場合がございます。
※その他の岩盤⽯をご希望の場合は、お問合せください。



製品仕様

◆岩盤浴ベッド

外⼨ W750×L2030×H120(mm)

温度調節 35℃〜70℃（最⼤）

ヒーター 遠⾚外線カーボン ブラック⾯状ヒーター

電源 100V 50／60Hz

消費電⼒ 500W（最⼤）

ヒューズ 8A

サーモスタット 90℃

電源コード IECコネクタ 約2ｍ

材質 ⽊枠 ⽶ヒバ 内部︓断熱材

重量 本体 約25Kg / 岩盤 約36Kg

保証期間
購⼊より2年間 
※保証対象は電⼦部品のみです。修理品の運賃、梱包費等、諸掛り費⽤は対象
外。

製造国 ⽇本

◆ドームサウナ

製品名 遠⾚外線ドームサウナ プロフェッショナル

サイズ ⼤ドーム/上部 幅72cmX⾼46cmx⻑91cm 
⼩ドーム/下部 幅62cmx⾼41cmX⻑91cm

重量 ⼤ドーム9kg ⼩ドーム10kg デジタルコントローラー2kg 合計21kg

定格 家庭⽤電源AC100V 800W（80W〜最⼤800W）

遠⾚外線ヒーター 
炭/カーボン

⼤ドーム 400W ⼩ドーム 350W  
⾜裏投射ヒーター50Ｗ(下部ドーム⾜元)

安全装置 100℃過昇防⽌サーモ・接触防⽌⽤安全装置

機能 上下ドーム個別設定、タイマー、温度表⽰

電気料⾦ 低温サウナあたため温浴 20分・・・約2円 
⾼温サウナ発汗温浴   20分・・・約4円

構造 ⽊材・合板・ウレタン発泡断熱材・塩ビニールレザー

付属品 専⽤︓枕×1 防⽔保温＆反射マット×1 ネックカバー×1

梱包サイズ Ｗ70ｃｍ×Ｄ51ｃｍ×Ｈ95ｃｍ(納品時のサイズ)

特定電気⽤品の表⽰ 電気サウナバス ⽇本電気安全法「ＰＳＥマーク」取得製品

保証期間
購⼊より2年間
※保証対象は電⼦部品のみです。修理品の運賃、梱包費等、諸掛り費⽤は対象
外。

製造国 ⽇本

※業務⽤ユースの場合は、必ず業種・店舗名を登録してください。
※製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。



【希望⼩売価格】 1,246,000円（税込）

プロフェッショナルシリーズ 業務⽤〜家庭⽤

⽇本製・岩盤浴ベッドセット（岩盤浴ベッド+遠⾚外線ドームサウナ）100V

※送料24,000円（お客様組⽴品となります）
※離島はご相談ください。
※沖縄・離島のみ⽞関渡しとなります。
※受注⽣産の為納期は2〜3週間です。

お問い合わせ

「⽇本製・岩盤浴ベッドセット」についてのお問い合わせは

(株)神⼾メディケアヘルスケア事業部まで

0120-35-8866 受付時間︓9時〜18時（平⽇のみ）

● FAX︓078-671-5659（24時間受付）

お問い合わせください。




