
HEALING STYLE

CERAMIC BATH is a custom-made bathtub 
produced at a Shigaraki kiln. It promises you 
a rich and relaxing bathing time benefitted 
from such gifts of Nature as far-infrared ray, 
negative ions and germanium ores.

CERAMIC BATH

 W1600×D710×H510～

MICROBUBBLE
BADGASTEIN&RADIMIX CERAMIC BATH 
1,920,000yen

BADGASTEIN&RADIMIX CERAMIC BATH 
1,420,000yen

セラミックバスは信楽焼の窯でつくられたカスタムメードの浴槽です。
遠赤外線、マイナスイオン、ゲルマニウム鉱石などの自然の贈り物から恩恵を受け、
信楽のラジウムを含む陶土を原料にバドガシュタイン鉱石パウダーと
高品質ラジミックスパウダーを釉薬にブレンドし、焼成した
まったく新しいヒーリングセラミックラドンスパです。
リッチでリラックスする入浴のひとときをお約束いたします。

Pamper yourself in a totally innovative healing radon spa, CERAMIC BATH.
It is made with radium containing clay from Shigaraki and with 99.999% purity powdered germanium as a glaze. 
benefited from such gifts from Nature as far-infrared ray, negative ions, germanium ores, etc. 
It promises you a rich and relaxing bathing time.



HEALING STYLE

CERAMIC BATH is a custom-made bathtub 
produced at a Shigaraki kiln. It promises you 
a rich and relaxing bathing time benefitted 
from such gifts of Nature as far-infrared ray, 
negative ions and germanium ores.

CERAMIC BATH

サイズ： 1600×H520
仕様   ：  丸形

　RO-130052 B 
1300×H520    1,140,000yen 
重量：190kg

              容量：473L

     RO-140052 B
1400×H520    1,465,000yen 
重量：226kg

              容量：560L

     RO-150052 B
1500×H520    1,975,000yen 
重量：250kg

              容量：655L

     RO-160052 B
1600×H520    2,263,000yen 
重量：277kg

              容量：757L

     RO-170052 B
1700×H520    2,500,000yen 
重量：303kg

              容量：866L

     RO-180052 B
1800×H520    2,990,000yen 
重量：330kg

              容量：983L

　バドガシュタイン＆ラジミックスバス

　RO-130052 MB 
          φ1 300×H520    1,640,000yen
              重量：190kg
              容量：473L

     RO-140052 MB
          φ1 400×H520    1,960,000yen
              重量：226kg
              容量：560L

     RO-150052 MB
          φ1 500×H520    2,480,000yen
              重量：250kg
              容量：655L

     RO-160052 MB
          φ1 600×H520    2,760,000yen
              重量：277kg
              容量：757L

     RO-170052 MB
          φ1 700×H520    3,000,000yen
              重量：303kg
              容量：866L

     RO-180052 MB
          φ1 800×H520    3,500,000yen
              重量：330kg
              容量：983L

マイクロバブル機能搭載
バドガシュタイン＆ラジミックスバス

　ITEM VARIATION      PRICE



HEALING STYLE

CERAMIC BATH is a custom-made bathtub 
produced at a Shigaraki kiln. It promises 
you a rich and relaxing bathing time 
benefitted from such gifts of Nature as 
far-infrared ray, negative ions and 
germanium ores.

CERAMIC BATH

サイズ： W1600×D990×H520
仕様   ：  楕円形

　OV-138052-B 
         W1300×D800×H520    1,140,000yen

重量：125kg
容量：280L

     OV-148652-B
        W1400×D860×H520     1,320,000yen

重量：145kg
容量：330L

     OV-159352-B 
        W1500×D930×H520     1,340,000yen

重量：165kg
容量：380L

     OV-169952-B 
      W1600×D990×H520     1,430,000yen

重量：195kg
容量：426L

　バドガシュタイン＆ラジミックスバス

　OV-138052-MB 
       W1300×D800×H520    1,636,000yen

重量：125kg
容量：280L

     OV-148652-MB
      W1400×D860×H520     1,815,000yen

重量：145kg
容量：330L

     OV-159352-MB 
      W1500×D930×H520     1,830,000yen

重量：165kg
容量：380L

     OV-169952-MB 
      W1600×D990×H520     1,930,000yen

重量：195kg
容量：426L

マイクロバブル機能搭載
バドガシュタイン＆ラジミックスバス

　   ITEM VARIATION PRICE



HEALING STYLE

CERAMIC BATH is a custom-made bathtub 
produced at a Shigaraki kiln. It promises you 
a rich and relaxing bathing time benefitted 
from such gifts of Nature as far-infrared ray, 
negative ions and germanium ores.

CERAMIC BATH

サイズ： W1800×D800×H510
仕様   ：  長方形

　SQ-157151-B 
W1500×D710×H510    1,330,000yen

重量：185kg
容量：390L

     SQ-167151-B 
          W1600×D710×H510     1,420,000yen

重量：205kg
容量：430L

     SQ-178051-B 
          W1700×D800×H510     1,615,000yen

重量：220kg
容量：515L

     SQ-188051-B 
          W1800×D800×H510     1,980,000yen

重量：230kg
容量：550L

バドガシュタイン＆ラジミックスバス

　SQ-157151-MB 
          W1500×D710×H510    1,825,000yen

重量：185kg
容量：390L

     SQ-167151-MB 
          W1600×D710×H510     1,920,000yen

重量：205kg
容量：430L

     SQ-178051-MB 
          W1700×D800×H510     2,120,000yen

重量：220kg
容量：515L

     SQ-188051-MB 
          W1800×D800×H510   2,480,000yen

重量：230kg
容量：550L

マイクロバブル機能搭載
バドガシュタイン＆ラジミックスバス

　   ITEM VARIATION PRICE



バドガシュタイン鉱石とゲルマニウムのコラボレーションによるヒーリングラドンスパ
信楽のラジウムを含む陶土を原料にバドガシュタイン鉱石パウダーと99.999%の高純度ゲルマニウムパウダーを
釉薬にブレンドし焼成したまったく新しいヒーリングラドンスパ。信楽の陶土に含まれたラジウムからのマイナスイオンと
遠赤外線　そしてバドガシュタイン鉱石による豊富なホルミシス効果とラドンの作用
ゲルマニウムの発汗作用が身体を芯からあたため発汗をうながす。それらのバランスのとれたコラボレーションにより
水や空気のクラスターが細かくなり身体への吸収をサポートした究極のリラクゼーション効果を発揮

通常の信楽焼浴槽の粋を超え初の美しいデザインを形成することに成功。
楕円形や丸型の美しいラインバランスは完璧なるエレガンスを醸し出す。
今までに出会ったことのない長方形型も今回のセラミックバスの特徴である。
開口部の厚さにも細心の注意を払ったその繊細さは美しき旋律を奏でる。
いままでの信楽の工程にない手間をかけ表面加工をほどこしできあがった究極のセラミックバス。
信楽の常識を超えた最高峰の美しいフォルムと機能性を兼ね備えたヒーリングラドンスパが誕生。
美しいものは感動と癒しと喜びを与える、これもHEALING.ならではの最も重要な要素である。

HEALING CERAMIC MICRO BABLE BATH NEW SERIES

オーストリアのバドガシュタイン地方で産出されるラジウム鉱石の原石をバドガシュタイン鉱石と呼んでいます。
バドガシュタイン温泉は、温泉療法で有名な日本の玉川温泉 (秋田県)や台湾北投温泉よりもラドンの放出量は多く、
マイナスイオンの量もかなり上回ると言われ、ヨーロッパ最大の温泉治療地として世界的に有名です｡
国内においては世界屈指のラドン泉として有名な三朝温泉が呼吸器系にとてもよいと注目され、浸ってよし、飲んでよし、
吸ってよしの温泉としてうたわれており、バドガシュタイン同様、治癒と保養目的で訪れる人が後をたちません。
バドガシュタイン地方では、金・銀の鉱山の跡地で働く労働者がとても健康で、ガンや神経系・関節系疾患が少ないことが注目され、
調査の結果周辺の岩石が高濃度のラジウムを含み、その鉱石から発生するラドン濃度が極めて高いことがわかったと言われています｡
今、医療業界が注目するラジウム鉱石の中でも中心的存在であるバドガシュタイン鉱石は、世界でトップレベルの
貴重な天然ラジウム鉱石と言われています。

ゲルマニウムは金属と非金属の中間に位置する半導体であり、光や熱などのエネルギーの影響により32℃以上になると電気を通す
導体となります。導体となったゲルマニウムの電子は自由電子となって活発に活動するようになり、相手がプラス電気の場合はマ
イナスの働きをし、相手がマイナスの電気の場合はプラスの働きをします。人間には生体電流というごく微弱な電流が流れていま
す。ゲルマニウムが作用した湯につかることで、この生体電流に効率良く働き、発汗作用やリラクゼーション効果を促します。雅
楽のゲルマニウム原料は、成分が溶け出さないタイプを使用しています。しかもセラミックなので遠赤外線・マイナスイオン効果は
半永久的に持続します。よって、利用している間に有効成分が溶け出してなくなるということはありません。

 Bathtub is a custom-made bathtub produced at Shigaraki kiln
 with abundant content of powdered germanium. 

It promises you rich and relaxing bathing time benefitted from far-infrared ray, 
negative ions and germanium.

マイナスイオン効果

遠赤外線効果

ホルミシス効果

保温効果

ゲルマニウム発汗作用

リラクゼーション効果

Negative ions 

Far-infrared radiation e�ects

Low-dose radition hormesis

Heat preservation

Healty perspiration by germanium

Deeper relaxation

0.329μSv/h

雅癒10㎠のプレートを測定

測定器：インスペクター

市街地

海・河川

玉川温泉

有名温泉の湯の花

雅楽（当社製品）

0.052μSv/h

0.030μSv/h

0.1〜1.0μSv/h

0.18μSV/h

0.18μSv/h

※全20色よりお好みの色をお選びいただけます。

全20色の美しいカラーバリエーションの中からセレクトできる喜び。
それぞれのお部屋やイメージにあった美しいカラーをチョイス。艶やかな色はいっそうその表情をかえ
美しさを醸し出す。

気品に満ちた美しいフォルム

バドガシュタイン鉱石について

ゲルマニウムについて

カラーバリエーションも豊富



信楽焼陶器浴槽について
　　弊社商品は受注生産品となっております。
　　信楽焼陶器浴槽におきましては成形・乾燥・焼成作業がございます。
　　1点1点手作りで製作させて頂きます。サイズをお選びいただき製作させていただきます。
　　手作リのため図面上の数値と多少の誤差が生じます。ご了承下さいませ。
　　特にお色に関してはカタログ、HPと全く同じになるとは限らず、一つ一つ 焼物特有の色の
　　差が生じてきます。お色を選ばれる際にはSTAFFにご相談の上、よくご考慮され、
　お選び頂く様お願いいたします　　

■製作日数
　　通常45日～60日
　自然乾燥なため時期や季節により乾燥にお時間がかかる場合がございます。
　　新型浴槽は今までにない特殊な製法で職人が6人がかりで手磨きし、手間ひまかけて
　　丹念に作られる逸品です。こちらの浴槽をお選びの場合は製作に60日いただいております。
　　弊社営業担当者とご確認下さいませ。

■納品について
　　車上引き渡しにて発送させていただきます。商品は木製パレットに乗せて梱包します。
　　現場にて車からおろすユニック車また作業人夫等の手配は事前に現場にてご用意下さい。
　　商品の取り付けは専門の設備業者様にお問い合わせ下さいませ。
　　納品時間指定をご希望の場合、別途チャーター料金にてお受けすることも可能です。
　ご希望の際は弊社営業担当者とご相談下さいませ。

■陶器浴槽の手入れについて
　　金属性（硬質のプラスチック）のたわし等での洗浄はお控え下さいませ。
スポンジ等軟質のものでお洗い下さい。
陶器製のため、排水後、若干の水残りがあります。タオル等でふき取りをお願いいたします。
陶器製（焼物）ですので、硬いものでの衝撃に弱い為、お取り扱いには十分注意して下さい。

■ご注文の流れ
１．ご希望の商品をご注文書にご記入のうえFAXにてご注文ください。
　２．担当スタッフからの内容、金額、送料、納期の確認をさせていただきます。

）すましたいと注発ごな式正てっもを金入ご（。いさだく込振おを金代品商．３　
　４．商品発送

■お支払い方法について
　お振込み後の製作（発送）となりますので、ご発注後３日以内に弊社振込先にお振込み下さい。

足利銀行　黒磯支店
普通　3486445　株式会社ヒーリング　　

※恐れ入りますが、お振込み料はご負担頂けますよう宜しくお願い致します。

■送料について
　　送料は別途承ります。商品及びお送り先によって大きく異なりますので、ご注文内容確認時に
　お見積をいたします。

HEALING
〒325-0302　栃木県那須郡那須町高久丙1195-217

TEL:0287-62-5281 FAX:0287-78-7525
web   http://www.healing-relax.com mail   info@healing-relax.com

信楽焼陶器浴槽注文について




