


Chair

Ostrich オーストリッチ

ラグジュアリーでエレガントな定番柄オーストリッチ。

丸く⽴体感のある⽻跡はクイルマークと呼ばれ、⽣地の特徴です。

様々なスタイルに合わせやすい無地調タイプです。



Ostrich（オーストリッチ）

L-2359（L-1692） L-2361 L-2363（L-1697）

L-2365（L-1695） L-2360（L-1694） L-2362（L-1696）

L-2364（L-1698） L-2366 L-2367（L-1699）

※デジタル画像につき、実際の商品の⾊柄とは多少異なります。ご了承ください。

特注カラーオーダー品

業務⽤の遠⾚外線ドームサウナを「安価に家庭でも使いたい」という要望に答えた 遠⾚外線ドームサウナ
プロフェッショナルシリーズ。今回「⽩⾊だと浮いてしまう」「部屋に合わせてコーディネートしたい」

とのご要望にお応えして 店舗専⽤の内装に合わせてオーダー可能な「特注カラーオーダー」を販売いた
します。受注⽣産・特注オーダー品の為、ご注⽂より3〜4週間かかります。



寝るだけのデトックス&寝るだけのデトックス&ダイエット！ダイエット！

エステティックサロン〜ご家庭までエステティックサロン〜ご家庭まで
幅広くご使⽤頂けます。幅広くご使⽤頂けます。



エステサロンの寛ぎをご⾃宅でエステサロンの寛ぎをご⾃宅で

店舗専⽤の特注カラーオーダー対応品店舗専⽤の特注カラーオーダー対応品
プロ⽤遠⾚外線ドームサウナを特別販売プロ⽤遠⾚外線ドームサウナを特別販売

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︕エステティックサロ
ン等の店舗でしか体験出来なかった本物の遠⾚外線ドーム浴が簡単にご⾃宅でお楽し
み頂けます。

こんな⽅におすすめ！こんな⽅におすすめ！



遠⾚外線ドームサウナ遠⾚外線ドームサウナ 88 のポイントのポイント

従来型のドームサウナの問題点を解決！従来型のドームサウナの問題点を解決！
使⽤者の意⾒を全て取り⼊れました！使⽤者の意⾒を全て取り⼊れました！

製品特⻑製品特⻑ 88 のポイントのポイント

安⼼の2年保証！ヒーターは安⼼の2年保証！ヒーターは半永久的に使えます！半永久的に使えます！

指⼀本でスムーズ︕レール式スライドを採⽤。
⼥性に嬉しい簡単＆⻑持ち︕

1. 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︕

2.

汗をかき難い⽅へ︕⾜裏専⽤ヒーター採⽤︕⾜
裏 からじわじわ温め⼤量発汗︕

3. ⼈と環境を考えたRoHS・難燃対応の素材を使
⽤しています。

4.

敏感な⽅も安⼼︕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︕

5. 熱を外部に逃がさない︕保温＆省エネ効果抜
群︕電気代は低温2円・⾼温4円︕

6.

ドームサウナの約8割は韓国・中国製。ネジ1本
まで純⽇本製にこだわりました︕

7. すぐに使える︕バスタオルがあれば他に必要な
物はありません︕全て揃っています︕

8.



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

床のマット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



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

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ドームサウナ」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、 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。



Product＋Safety＋Electrical
appliance & materials

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

⾜裏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、全⾝の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
●サーモグラフィ画像

遠⾚外線ドームサウナを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

安⼼のPSEマーク取得製品安⼼のPSEマーク取得製品

電気⽤品安全法は、電気製品が原因の⽕災や感電などから消費者を守る為
に 施⾏された法律です。
ドームサウナは、⼯場監査や112品⽬を厳重に審査される「特定電気⽤
品」に分類されます。

※PSEは【Product ＋ Safety ＋ Electricalappliance & materials 】
の頭⽂字です。電気製品が安全性を満たしていることを⽰す安全規格マ
ークです。



既存メニューと組み合わせ⾃由⾃在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。

施術前の温め〜発汗、上下にスライドさせて半⾝浴〜全⾝浴まで使い⽅
は⾃由⾃在です。
遠⾚外線ドームサウナに⼊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 ▼ 遠⾚外線ドームサウナ遠⾚外線ドームサウナ ▼ 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 ▼ 遠⾚外線ドームサウナ遠⾚外線ドームサウナ ▼ 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



よくあるご質問 Ｑ&Ａよくあるご質問 Ｑ&Ａ

特注カラーオーダー品

業務⽤の遠⾚外線ドームサウナを「安価に家庭でも使いたい」という要望に答えた 遠⾚外線ドームサ

ウナプロフェッショナルシリーズ。今回「⽩⾊だと浮いてしまう」「部屋に合わせてコーディネート
したい」とのご要望にお応えして 店舗専⽤の内装に合わせてオーダー可能な「特注カラーオーダ

ー」を販売いたします。受注⽣産・特注オーダー品の為、ご注⽂より3〜4週間かかります。

⼀般⼀般

⾃宅⽤として１⼈で使⽤できますか︖

ご使⽤頂けます。家庭⽤100Ｖ仕様ですので設置スペースとコ

ンセントがあれば、簡単にお⼀⼈で利⽤できます。また使わな

い時は省スペースで保管でき、軽量ですので移動も簡単です。

組⽴ては簡単に出来ますか︖

製品は完成品となりますので組⽴ての必要ありません。コント

ローラーと上下ドームを接続するだけで簡単にご利⽤頂けま

す。

使い⽅は簡単ですか︖

簡単です。電源を⼊れてお好みの温度（上下ドーム個別対応）

とタイマーを設定後、 寝るだけでご利⽤頂けます。

⾼齢者、⼥性、⼦供でも⼤丈夫ですか︖

⾸から下と⾜裏にも遠⾚外線を照射して、まさに昔からの安全な健康法「頭寒⾜熱」の理にかなう為、体への負

担が少なく健康的な⼼地よい遠⾚浴をお楽しみ頂けます。 無段階で温度調節が可能ですのでご利⽤者様のお好み

の温度とご利⽤される⽅の⾝⻑（上下ドームのスライド調整対応）や体調に合わせて安⼼してご利⽤頂けます。

近年、体調管理の為、家族（⼦供から⾼齢者まで）でご利⽤されるお客様が増えております。

エステサロンの遠⾚外線ドームサウナと効果は同じですか︖

電磁波防⽌機能付きの最新型/遠⾚外線炭素ヒーターを採⽤し⾜裏にも「⾜元専⽤ヒーター」を配置した業務⽤/

サロン等のプロフェッショナル向けとなりますので、従来の業務⽤モデルより期待値は⾼いとお考え下さい。

使⽤する時の最適な格好（服装）は︖

Tシャツ・スエット・パジャマなど汗を吸収しやすい服装をお勧め致します。 バスタオル等を敷いてご使⽤くだ

さい。

ドームサウナはコピー品が多く、保証出来ないとなどとネットで⾒て⼼配です。 正規品、正規代理店ですか︖

弊社はエステ・フィットネス・ホテルなどの業務⽤ユーザー様に業販卸販売してる健康美容 機器の総合卸販売業

者です。

また、デパート・インターネット通販会社などの販売業者様は弊社より仕⼊れをして頂いています。商品は全て

業務⽤の正規品です。また卸先様は全て正規代理店となりますが、通常 そのような表記は業界ではあえて致しま

せん。 ネット販売業者が取扱製品を他の製品と差別化を図る・あたかもブランド品の様に惑わせる・⾼額＝定価

販売する為の戦略として「正規品⼜は正規代理店で無いと保証しない、コピー・模造品の可能性がある」などと



表記していますが、遠⾚外線ドームサウナの仕組みは複雑で電気⽤品安全法や特許も絡んでおり簡単にコピーし

販売出来る製品ではありません。 弊社は殆どのメーカー製品を取扱っていますが過去に模造品・コピー品が販売

された事例は聞いたことがございません。また「購⼊先が違うと製造メーカーが保証しない」など⼀般 消費者を

無視したことは通常は考えられません。仮に本当であればそのようなメーカーは信頼できません。消費者を煽り

⾼額で販売している通販業者にはご注意ください。

他の製品と⽐べて価格がなぜ安いのですか︖

通常「販売代理店」が⼊るため多額の中間マージンが発⽣します。また価格統⼀(定価販売)などで無駄に⾼くな

っているのが現状です。弊社は、適正価格で販売する為に販売までに発⽣する様々なコストを徹底的にカットし

コストダウンを図りました。 弊社は「⼤量に仕⼊れしエステサロンや販売業者へ業販卸」をしている卸業者で

す。 今回「⼀般販売向けに業者仕⼊れ＝卸価格」と同額で販売致しております。

施設等のサウナと⽐べて、発汗しにくいのでは︖

設計上、密閉性が⾼く反射マットの効果により、上下ドームから遠⾚外線が⾝体表⾯に均⼀照射される為、⾝体

の芯から温まり息苦しさもなく発汗できると評価を頂いております。⼊浴時間は20分〜30分設定がお勧めです。

体質的に発汗しにくいのですが、⼤丈夫ですか︖

ご利⽤される前に、コップ⼀杯の⽔分補給（常温の⽔）をして頂き、⼊浴時間は体調に影響しない程度の時間

（10分〜15分）から始めてください。 1⽇1回と回数を重ねるごとに個⼈差はございますが、徐々に発汗しやす

くなります。 慣れてきますと、⻑時間⼊浴が可能となり、更に発汗量も増えます。 ⽔分が失われますので、ご

使⽤後には適当なお肌の保湿をお勧め致します。

乾燥肌でサウナに⼊るとヒリヒリするのですが、良い対策法はありますか︖

乾燥肌の⽅や⽪膚が弱い⽅（アトピー等）は、先にシャワー⼜はお⾵呂に軽く⼊浴後、 肌を⽔分で潤わせた状態

で遠⾚外線ドームサウナをご利⽤下さい。 それにより、ヒリヒリ感が緩和される⽅もおられます。

発汗する上で気を付けることは︖

遠⾚外線ドームサウナは、顔が出ておりますので通常の⾼温サウナに⽐べ、酸⽋は予防できます。しかし、発汗

量の多い⽅や⻑時間ご利⽤される⽅は、⼊浴前と⼊浴中の⽔分補給に注意して下さい。どんな健康法でも過剰に

取り組む事は、⾝体にとって逆効果になりますので、体調を⾒ながら無理なく気持ちよいレベル（温度・⼊浴時

間）を守って頂ければ最適な美容健康法です。

発汗した後は、シャワーに⼊らないといけませんか︖

遠⾚外線による汗は、サラッとした汗ですので濡れタオルで拭く程度で⼤丈夫です。 しかし、発汗量が多く頭⽪

や髪の⽑に付着した汗が気になる⽅は、シャワーで洗い流して頂く事をお勧めします。

電磁波90％以上カットとはどういう意味でしょうか︖良くわかりません。

電磁波が⼈体に及ぼす悪影響は、まだハッキリと断定できないのが現状です。 特に国内においては信⽤してない

⽅も多いと思います。しかし、ＷＨＯ（世界保健機構）IARC（国際ガン研究機関）から「極低周波磁場により発

ガンの可能性あり」との発表がなされたことも事実です。電磁波は⽬に⾒えない電場と磁場がスパイラル状に絡

んだ 光線で私たちの周りには何種類もの電磁波が存在します。その電磁波のうちＷＨＯで指摘されている超低周

波磁場（50-60Ｈｚの電源で波⻑が3000ｋｍもある）を90％以上カットしていると⾔う意味です。継続して利

⽤すると体に悪影響が出る可能性があるので電磁波カット対応のヒーターを採⽤しています。電磁波が気になる

お客様に喜ばれております。

メーカーは安⼼できますか︖保証期間は何年ですか︖

製造は、実績のある⽇本メーカーが対応しております。 保証期間は2年ですので、ご安⼼頂けます。 仮に不具合

が⽣じた場合は、弊社へご連絡頂けましたら迅速に対応致します。



業務⽤業務⽤

業務⽤としてマッサージ店での利⽤は可能ですか︖

可能です。エステサロン等での使⽤は、不特定多数の⽅が連続

で使⽤する為、使⽤頻度は家庭⽤の数⼗倍にものぼります。過

酷な条件下においても故障せず、平然と動き続ける耐久性が求

められます。また安全性・シンプルな操作性も重要です。「業

務⽤ユース」を前提として販売していますのでご安⼼下さい。

業務⽤としてどの様なところで利⽤していますか︖

業務⽤ユースの6割はエステティックサロンです。その他、鍼灸

院・整⾻院・マッサージ・スパ・健康サロン・フィットネスク

ラブ・ヨガ・サーキットトレーニング・加圧ジム・⾼齢者施

設・ホテル・旅館等の美容・健康・癒し関連となります。

岩盤浴ベッドの上に乗せて使⽤しても⼤丈夫ですか︖

⼤丈夫です。業務⽤として多くの店舗で利⽤されています。但し、岩盤ベッドの機種によりベッドの幅と⻑さが

違いますので、弊社担当者へご相談下さい。適切な対応をさせて頂きます。付属の防⽔保温＆反射マットを敷か

ずに岩盤浴ベッド・温熱マットなど使⽤される場合は、のぼせや体⼒消耗による疲れに繋がる場合がありますの

で、必ずドームの温度を30%〜50%下げて調整して使⽤してください。

⾝⻑が185cmでも使えますか︖

使えます。ドームは最⼩91cm〜180cmまでスライド出来ます。⾸より上／顔は外に出した状態でのご使⽤とな

りますので、⾝⻑200cm位までは⼗分に余裕があります。

痩⾝サロンを運営しています。体重が100kg以上の⽅もいらっしゃいます。使⽤上問題ありませんか︖

問題ございません。ドーム本体は最⼤幅72cm、⾼さ46cm、奥⾏180cmの半円状でゆったり設計ですのでご安

⼼ください。



付属品⼀式付属品⼀式

必要な物は全て揃っています。必要な物は全て揃っています。
バスタオル1枚あれば、誰でも簡単に使⽤できます！バスタオル1枚あれば、誰でも簡単に使⽤できます！

横になって⼀番楽な姿勢で、遠⾚外線サウナ浴ができます。
これは⼼臓の負担も少なく頭部を外に出せるので「頭寒⾜熱」の原理で昔から体に良いとされています。

製品仕様

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

本体カラー
L-2359（L-1692）、L-2361、L-2363（L-1697）、 L-2365（L-1695）、L-2360
（L-1694）、L-2362（L-1696）、 L-2364（L-1698）、L-2366、L-2367（L-16
99）

コントローラーカラー ホワイト

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。



【希望⼩売価格】 550,000円（税込）

※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。

エステサロンの寛ぎをご⾃宅でエステサロンの寛ぎをご⾃宅で

店舗専⽤の特注カラーオーダー対応品店舗専⽤の特注カラーオーダー対応品
プロ⽤遠⾚外線ドームサウナを特別販売プロ⽤遠⾚外線ドームサウナを特別販売

プロフェッショナルシリーズ 業務⽤〜家庭⽤

遠⾚外線ドームサウナ 特注カラーオーダー品 〜オーストリッチ〜

※受注⽣産、オーダー品の為、ご注⽂より３〜４週間かかります。
※受注⽣産、オーダー品の為、受付後のカラー変更は賜れません。
※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。

お問い合わせ

「遠⾚外線ドームサウナ プロフェッショナルシリーズ」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。




