
HEALING.



HEALING.
PROLOGUE

Wondering if humanity shall be able to have a 
wealth of the heart and of the materials as well.

精神と物質の豊かさ  人類は美しい人生を手にすることができるのか‥

世界中を旅し、 人生のすべての質を味わい尽くした人々でさえ、 手に入れられな

いものがあります。 古今東西の王や王妃、 地位や名誉、 財産‥この世のあらゆる

よきものを手にした人々でさえ、求めても手にすることができなかったものがあります。

その価値を知ることがなければ、 眼にも映らないもの‥。

そこに気づきがなければ、 決して得られないもの‥。

とてつもない自然界の叡智を秘めた本当によきもの、 とてつもなく癒すものを、

HEALING. は、 起業以来世界中に求め、 最高のヒーリングプロダクツを提供してま

いりました。 既存の価値観の中で、 時には愚かなことと笑われるほどに、 真摯に

一途にその道をきわめたラインナップの数々‥。 それらが様々なスタイルでこのうえ

なくご愛顧いただけることが、 私たちの何よりの喜びです。



HEALING. の創設者は、 起業以来、 真の健康、 真のしあわせ、 本来、 自然界が

望んだ真の生き方は何なのかをずっと見つめ続け、 探求してまいりました。

それは、 ひいては、 天が‥神々が、 本来、 人類に望むあり方を探求する旅でもありました。

世界中に、 玉石混交の情報が飛び交い、 真実や本物が隠されているような中、

HEALING. は本当に人を癒すちから、 真の医療、 真の健康法を見抜くたしかな眼をもって

今後も様々な癒しの商品を開発してまいります。

HEALING.
VISION

Searching for True Medicine, True Wellbeing, True Happiness

The founder of our company has been concerned about and pursued true wellbeing, 
true happiness, the original true way of living which nature expected humanity since 
the time of its inception. It has also been a journey to find a way of being what the 
heaven, God wished us to have.

The world seems to be filled with a mixture of chaff and grain, with true and authentic 
things hidden. We will continue developing various healing products with our sensible 
and discerning taste for true medicine and true healthcare.



HEALING.
CONCEPT

We are committed to nurture the beauties of the waters, the air, the earth and our hearts.
「精神と物質の豊かさ、 人類は美しい人生を手にすることができるのか…」 エントロピーのない最先端のテクノロジー、 そして自然界を融合させお届けする弊社の商品は、 実はそのような問いかけか

ら誕生しました。 真撃な探究の中から、 私たちが気づいたこと…。 それはインターネットが普及し、 世界中からたくさんのものを探すことのできる昨今、 本当にすばらしいものを見つけるちからとは、

本物を見る目、 真実を見抜く目、 そこから選ぶちからではないかと感じています。 真のしあわせややすらぎは、 真の健康は、 そのような目をもった人々にのみ手に入れられるものではないのか…。

真実がポピュラーとは限らないと気づいた人々が、それらを選ぶことができるのではないか…。私たちHEALING. はそのように感じ始めています。そして、そのような選びぬくちからをもたれた、澄んだハー

トをもつ美しき方々へ、 このすばらしき逸品をお届けしたいのです。

古代の人々が磐座（いわくら）を大変重んじていたのは、石の癒しの力を心得ていたからに他なりません‥。 いつも大自然の天然の大きな力は　じわり　じわりと深く浸透し　濁流のようなみなぎるパワー

をもって　奥の奥まで変化させてゆくのだと感じてなりません‥そして、 それこそ人類が望んだ天然の癒しの法であることにヒーリングは信頼を置き、 人類が望んだ天然の癒しの法で万物から与えられ

た命を大切に癒し、 天寿 ・ 天命を全うするというコンセプトのもと、 今後とも様々な癒しの商品をお届けしてまいります。

We are globally moving into a new age of higher 
consciousness now. HEALING Co.,Ltd.is a futuristic 
business firm to take our portion of responsibilities
to create a beautiful age.We are committed to provide 
the people of higher consciousness with carefully 
produced products making use of the best materials 
selected from over the world. 
Devoted to heal the world and the people.



HEALING.
STONE SPA & BEYOND 

EVOLUTION OF GANBAN STONE SPA - BIRTH OF INNOVATIVE JEM SHEET

What is “True Sanctuary” spec?

Highly innovative healing material made of powdered jem 

and bio-positive stones such as emerald, quartz, jade, 

amber, amethyst, tourmaline, ohdo, badgashtein ore, 

germanium stones is added to our existing ganban 

products.  You shall find the ultimate healing wisdom in 

them which HEALING. has discovered all over the world 

since its inception.

HEALING. は 20 年前、 世界初の岩盤浴機器を開発し、 以来、 大自然の中に真に人を癒すものを見つけ、 こころとからだを癒す真の癒しを探求してまいりました。 様々な天然鉱石と出会うなか、

何かに偏ることなくニュートラルであるために、ひとつの石の種類にこだわることなく、それぞれのユニークな特徴やその素晴らしさを取り入れ、麦飯石、波動石、溶岩石、ラジウム、ゲルマニウム、シリカ、

バドガシュタイン etc…約 100 種類にもおよぶ多数の薬石や高機能の特殊セラミックを採用、 また、 最先端の癒しの素材として、 ホルミシス、 テラヘルツ、 近赤外線、 遠赤外線、 マイナスイオン

などをいちはやく導入し、お客様の自由なご希望にお応えして参りました。 機能性とデザイン性に富んだ岩盤ストーンスパや、そこから派生した全く新しい概念の岩盤ファニチャー、信楽焼陶浴槽等は、

それらを柔軟に組み合わせることで生まれる相乗効果の至極の結晶と言っても過言ではありません。

そして、真の岩盤の老舗として、癒しの専門メーカーとして、各界の皆様からゆるぎない信頼を得るまでに至った今、さらに、HEALING. は飛躍を遂げようとしています。 その手始めとして、このたび、様々

な宝石 ・ 薬石が織りなす自然界の光 ・ 波長のベネフィットを総結集した * 「幻の聖域」 仕様の製品を生みだしました。 HEALING. はこれまでにもまして石の持つ神秘の世界に深く分け入り、 未知な

るひとつのみなもとから生まれる体に害のない、 真に人を癒すもの‥人智のおよばない、 はかりしれない自然界の癒しの叡智、 ほんものを新たなスタイルで皆様にお届けしてまいります。

* 「幻の聖域」 仕様とは‥

エメラルド・水晶・翡翠・琥珀・アメジスト・バドガシュタイン鉱石 ・

ゲルマニウム鉱石 ・ トルマリン ・ 黄土等の宝石や薬石を微細に

粉砕し、 従来の岩盤製品に加えて生み出した、 自然界のはか

りしれない力を総結集したまったく画期的な癒しの新仕様です。

HEALING. が長年にわたって世界中を探求した、 世界最先端の

癒しの叡智がそこに秘められているのです。



STONE SPA  STANDARD

MODERN

バドガシュタイン＋ゲルマニウム鉱石＋ラジミックス



STONE SPA  STANDARD

HINOKI

バドガシュタイン鉱石＋ラジミックス



HEALING.

石のバリエーション

バドガシュタイン
鉱石

ゲルマニウム
鉱石

ラジウム
鉱石

波動石 麦飯石

プライス　      ￥2,200,000 （税込）

お好きな石をお選びいただけます。

￥1,320,000 （税込） ￥561,000 （税込）

カラーバリエーション
土台部（化粧ボード・ヒノキ）

モダン ブラウン チャコール ベージュ オフホワイト ヒノキ

あたためられた天然鉱石の上に横になり、 ゆっくりと時間をかけて身体の芯から遠赤外線効果 ・ 

ホルミシス効果 ・ マイナスイオン効果などの石本来のちからをとりこみ、 リラックス ・ 健康増進 ・ 

癒しをサポートいたします。 ご家庭用電気式置型岩盤は、 設置工事の必要がなく、 コンセントさ

えあれば、 どこにでも簡単に設置できます。 長時間のご使用においてもサウナやお風呂のような

息苦しさはなく、 お年寄りからお子さままでどなたにでも自然な心地よさをご体験いただけるもので

す。 見えないところにまでこだわった、 人と地球に優しい商品、 ストーンスパで夢ごこちのひととき

をぜひお楽しみください。

￥800,000 （税込）￥836,000 （税込）

お好きなカラーをお選びいただけます。

サイズ 　 W1000×D2020×H85mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

消費電力　 立ち上がり時 845W　安定時 126W ～ 264W

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

モダン ・ タイプ

バドガシュタイン鉱石＋ゲルマニウム鉱石＋ラジミックス重量  モダンタイプ ： 119 ～ 146kg
  ヒノキタイプ  ： 109 ～ 136kg

石材　  お好きな石をセレクトいただけます

土台部　 化粧ボード、 天然ヒノキよりセレクト 
  ※土台部のカラーはセレクト可

岩盤ストーンスパ・スタンダード
STONE SPA STANDARD

モダン ・ タイプ

バドガシュタイン鉱石＋ゲルマニウム鉱石＋ラジミックス
溶岩石

￥990,000 （税込）

電気代目安 約 4.7 円 /h  ※モード３(176W) で８時間使用　1kWh あたり 27 円 （税込） として算出

専用オプション台
モダンタイプ (H370mm)  　　　　　　          \152,000
 ヒノキタイプ A　(W1000xD2020xH365mm)     \317,000 
  B　(W1000xD2020xH230mm)     \290,000

原産国　　 日本

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

Massage bed created by a leading maker of Ganban Hot Stone Spa

Far-infrared rays, negative ions naturally released from bio-positive stones 

warm and heal a client's body deeply. 

HEALING.

TREATMENT STONE BED

HEALING.



HEALING.

石のバリエーション

バドガシュタイン
鉱石

ゲルマニウム
鉱石

ホワイト
シリカ

プライス　           ￥1,580,000 （税込）

お好きな石をお選びいただけます。

￥1,365,000 （税込）

カラーバリエーション
土台部（化粧ボード・ヒノキ）

モダン ブラウン チャコール ベージュ オフホワイト ヒノキ

深い癒しへのいざない… ストーンスパと施術台の融合。

遠赤外線ヒーターで温められた岩盤と、 赤ちゃんの素肌のようなやわらかさの生地で覆われた

低反発マットレスが体をどこまでもやさしく、 深く受けとめます。 遠赤外線 ・ マイナスイオン ・ ホ

ルミシス効果など、 天然鉱石のもつちからを体内に取り込むことで身体の芯から温まり、 細胞の

活性化、 代謝機能 UP をサポートします。 微細に変容したオイルの粒子はどこまでも深くからだ

に浸透し、 トリートメントのクォリティをさらに高みへ‥究極の癒しへといざないます。

￥1,050,000 （税込）

お好きなカラーをお選びいただけます。

サイズ 　 W800×D1950×H550mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

電気代目安　 約 4.2 円 /h  ※モード 3(156w) で 8 時間使用　1kWh あたり 27 円 （税込） として算出

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

石材　  お好きな石をセレクトいただけます

土台部　 化粧ボード、 天然ヒノキよりセレクト
  （ヒノキタイプは￥110,000UP）
  カラーはセレクト可

トリートメントストーンベッド
TREATMENT STONE BED 

モダン ・ タイプ

バドガシュタイン鉱石＋ゲルマニウム鉱石＋ラジミックス
溶岩石

￥1,050,000 （税込）

専用フェイスクッション ・ ラジミックス入り低反発マットレス付き

消費電力　 立ち上がり時 574W　安定時 355W ～ 480W

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用した

オリジナル ・ マットレスを搭載。 特殊セラミックスを使い、 今まで

にないまろやかな寝心地を可能にしました。 その下に設置された

天然鉱石とあいまって、 とてつもない癒しを実現しています。

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

SOFT GANBAN SOFA AZURE

A combination of sofas with simple and  modern, yet luxurious style.

Heated urethan foam includes varioius healing materials developed 

by the edge-front healing technology of terahertz, hormesis, etc.

HEALING.

山路を登りながら



SOFT GANBAN SOFA AZURE

HEALING.

ソフト岩盤 「幻の聖域」 仕様のマットレスを標準装備。

ダウンとウレタンフォームの風合いよきバランス感が特徴です。 温熱•ホルミシス•テラヘルツ•白金、 さらに

各種機能性素材を組み合わせることでその相乗効果の身体の深部までの浸透をサポートします。

アズール （紺碧） という名のごとく空のように広大無辺な癒しをお届けします。

ヒーリングソフトスパソファ　アズール　「幻の聖域」

2 色のカラーよりセレクト

HL-2162 HL-2175

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 「幻の聖域」 仕様によっ

て様々な薬石のベネフィットを取り入れています。

* 「幻の聖域」 仕様とは‥

エメラルド ・ 水晶 ・ 翡翠 ・ 琥珀 ・ アメジスト ・ バドガシュタイン鉱石 ・ ゲルマ

ニウム鉱石 ・ トルマリン ・ 黄土等の宝石や薬石を微細に粉砕し、 従来の岩

盤製品に加えて生み出した、 自然界のはかりしれない力を総結集したまっ

たく画期的な癒しの新仕様です。 HEALING. が長年にわたって世界中を探

求した、 世界最先端の癒しの叡智がそこに秘められているのです。

W1150×D980×H600(SH370)mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 ) 

サイズ
消費電力

W1950×D980×H600(SH370)mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 ) 

サイズ
消費電力

W1800×D2150×H600(SH370)mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 ) 

サイズ
消費電力

セット価格 　￥2,365,000 （税込）

プライス

プライス

プライス

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。

１シーター

\565.000 （税込）

2 シーター　右アーム

\800.000 （税込）

カウチベッド ( クイーン )

\1,000.000 （税込）

カラーバリエーション



HEALING.

HEALING LARGE SOFA GRANDE

Relax in comfort within this large sofa with Ganban stones installed inside. 

It will provide a designer, timeless elegance for you and your family for years to come.

HEALING.



カラーバリエーション

HEALING LARGE SOFA GRANDE

マットレスをはずすと岩盤に…

ゆったりとしたラージサイズの岩盤付きソファ。

奥行きを広く取った座面が、 ゆったりとからだを受けとめ、 癒します。

愛しい人たちとともに過ごすひとときを彩る、 デザイン性、 機能性に富んだ大型岩盤ファニチャーです。

ヒーリングストーンラージソファ グランデ 「幻の聖域」

プライス

サイズ 　 W2500( 右アーム 1250 ／左アーム 1250)×D1330×H800(SH335)mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

消費電力　 立上り時 720W 安定時 108W ～ 224W(1 時間 約 2.8 円の電気代 )
  ※モード３(103W) で８時間使用　1kWh あたり 27 円 （税込） として算出

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

石材　  ホワイトシリカ標準装備
  他の石をお好みの場合は別途お見積りいたします。

布地　  お好きなカラーをセレクト

マットレス ソフト岩盤 「幻の聖域」 仕様 ( ホルミシス ・ 白金 ・ その他機能性シート入り )
  低反発ウレタンマットレス

バドガシュタイン鉱石 波動石ホワイトシリカ

￥1,530,000￥1,650,000

※クッションは別売りです。

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。

（すべて税込）  ￥2,570,000
バドガシュタイン鉱石 ホワイトシリカ 波動石

石のバリエーション
お好きな石をお選びいただけます。

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 「幻の聖域」 仕様によっ

て様々な薬石のベネフィットを取り入れています。

* 「幻の聖域」 仕様とは‥

エメラルド ・ 水晶 ・ 翡翠 ・ 琥珀 ・ アメジスト ・ バドガシュタイン鉱石 ・ ゲルマ

ニウム鉱石 ・ トルマリン ・ 黄土等の宝石や薬石を微細に粉砕し、 従来の岩

盤製品に加えて生み出した、 自然界のはかりしれない力を総結集したまっ

たく画期的な癒しの新仕様です。 HEALING. が長年にわたって世界中を探

求した、 世界最先端の癒しの叡智がそこに秘められているのです。

２色のカラーよりセレクト。

HEALING.

HL-2162 HL-2175



Extremely comfortable bed characterized by its healing mattress 

made of low resilient visco elastic materials, bio-positive stones

and specialized fiber including beneficial ceramics.

山路を登りながら

HEALING STONE BED
Bloom & Casa

HEALING.

HEALING.



HEALING.

就寝用のベッドとして、 ときには岩盤スパとして‥

どちらのスタイルでもお使いいただける最先端のヒーリング素材を駆使したヒーリングストーンベッド。

からだを温め、 深い安らぎへと誘う岩盤浴、 そして、 石本来の自然のちからでかなえる良質な眠りが、

健康生活をサポートします。 ブルームは背もたれのないタイプです。

ヒーリングストーンベッド -　ブルーム 

石のバリエーション

バドガシュタイン鉱石

お好きな石をお選びいただけます。

カラーバリエーション
7 色のカラーよりセレクト

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 通気性を考えた穴あけ加

工を施しています。 また、 ふんだんに特殊セラミックスを使い、 今までにな

いまろやかな寝心地を可能にしました。 その下に設置された天然鉱石とあ

いまって、 とてつもない癒しを実現しています。

HEALING STONE BED - Bloom

タイプバリエーション

Bloom Casa

※特殊セラミックス （ラジミックス） 入り低反発マットレスつき

※枕 ・ クッションは別売りです。

※石の種類によって価格が変わります。 詳しくはお問い合わせくださいませ。

ホワイトシリカ

HL-2162 HL-2163 HL-2174 HL-2168 HL-2173 HL-2171 HL-2175

シングル￥3,080,000 ～ワイドキング￥4,686,000 （税込） シングル￥1,650,000 ～ワイドキング￥2,750,000 （税込）プライス

サイズ

-Bloom タイプ -　

ワイドキングサイズ W2200×D2350×H370mm 

キングサイズ  W2000×D2350×H370mm 

クイーンサイズ  W1850×D2350×H370mm 

ダブルサイズ  W1650×D2350×H370mm 

セミダブルサイズ  W1460×D2350×H370mm 

シングルサイズ  W1230×D2350×H370mm 

定格   100V 置型式コンセントタイプ

電気代目安  約 9.6 円 /h ※モード３(357W) で８時間使用　1kWh あたり 27 円（税込）として算出

温度調節  コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

マットレス  ラジミックス入低反発ウレタンマットレス

石部   ホワイトシリカ標準装備 他の石をお好みの場合は別途お見積りいたします。

ホワイトシリカバドガシュタイン鉱石

￥4,686,000 ￥2,750,000

￥3,960,000 ￥2,530,000

￥3,740,000 ￥2,310,000

￥3,520,000 ￥2,090,000

￥3,300,000 ￥1,870,000

￥3,080,000 ￥1,650,000

布地   7 色よりセレクト可

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。

表示価格は税込み価格になります。



HEALING.

就寝用のベッドとして、 ときには岩盤スパとして‥

どちらのスタイルでもお使いいただける最先端のヒーリング素材を駆使したヒーリングストーンベッド。

からだを温め、 深い安らぎへと誘う岩盤浴、 そして、 石本来の自然のちからでかなえる良質な眠りが、

健康生活をサポートします。 カーサは背もたれ付きタイプです。

ヒーリングストーンベッド -　カーサ 

石のバリエーション

バドガシュタイン鉱石

お好きな石をお選びいただけます。

カラーバリエーション
7 色のカラーよりセレクト

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル ・ マットレスを

搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 通気性を考えた穴あけ加工を施しています。 また、

ふんだんに特殊セラミックスを使い、 今までにないまろやかな寝心地を可能にしました。

その下に設置された天然鉱石とあいまって、 とてつもない癒しを実現しています。

HEALING STONE BED - Casa

タイプバリエーション

Bloom Casa

※特殊セラミックス （ラジミックス） 入り低反発マットレスつき
※枕 ・ クッションは別売りです。
※石の種類によって価格が変わります。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。

ホワイトシリカ

HL-2162 HL-2163 HL-2174 HL-2168 HL-2173 HL-2171 HL-2175

シングル￥3,190,000 ～ワイドキング￥4,290,000 （税込） シングル￥1,760,000 ～ワイドキング￥2,860,000 （税込）プライス

バドガシュタイン鉱石

￥4,290,000

￥4,070,000 ￥2,640,000

￥3,830,000 ￥2,420,000

￥3,630,000 ￥2,200,000

￥3,410,000 ￥1,980,000

￥3,190,000 ￥1,760,000

サイズ

-Casa タイプ -　

ワイドキングサイズ W2200×D2410×H560(MH370)mm

キングサイズ  W2000×D2410×H560(MH370)mm

クイーンサイズ  W1850×D2410×H560(MH370)mm 

ダブルサイズ  W1650×D2410×H560(MH370)mm 

セミダブルサイズ  W1460×D2410×H560(MH370)mm

シングルサイズ  W1230×D2410×H560(MH370)mm

定格   100V 置型式コンセントタイプ

温度調節  コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の

温度設定が可能 )

電気代目安  約 9.6 円 /h  ※モード３(355W) で８時間

使用　1kWh あたり 27 円 （税込） として算出

マットレス  ラジミックス入低反発ウレタンマットレス

石部   ホワイトシリカ標準装備 他の石をお好み

の場合は別途お見積りいたします。

布地   7 色よりセレクト可

ホワイトシリカ

￥2,860,000

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。

表示価格は税込み価格になります。



HEALING.

Japanese modern style Ganban bed will support your everyday well-being.

Good as your regular bed and as Ganban-yoku (bedrock bathing spa) as well.

HEALING.

MIYABI - WA MODERN STONE SPA LOW BED



MIYABI
WA MODERN STONE SPA LOW BED

HEALING.

プライス  ￥2,750,000 （税込）

カラーバリエーション
土台部（化粧ボード）

HL-2172

和モダンのしつらえに似合うスタイリッシュフォルムのローベッド型岩盤。

全面にバドガシュタインをはじめとする機能性鉱石を敷き詰め ( お好きな石をセレクト可 )、 ホルミ

シス ・ 遠赤外線温熱の相乗効果が身体の深部まで届き、 毎日の眠りのクォリティを最大限に高

めるサポートとなります。 就寝用ベッドとしてだけではなく、 ご自宅の岩盤浴にもご利用ください。

ソフト岩盤仕様のマットレスおよびピローをセットすることもできます。

2 色のカラーよりセレクト

サイズ 　 W1100×D2150×H400(MH100)mm 　シングル

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

消費電力　 立上り時 686W   安定時 425W～575W

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

石材　  バドガシュタイン鉱石 ( お好きな石のセレクトも可 )

土台部　 お好きなカラーをセレクト

和モダンストーンスパ　ローベッド

HL-2175
コード長さ　　　 1.7m

※マットレスは別売りです。

※その他の石、 ベッドサイズの価格についてはお問い合わせくださいませ。

石のバリエーション

バドガシュタイン鉱石 波動石

お好きな石をお選びいただけます。
※価格はセミダブルサイズです。

ホワイトシリカ

￥1,100,000 （税込）￥1,320,000 （税込）

電気代目安　 約 4.6 円 /h  ※モード３(171W) で８時間使用　1kWh あたり 27 円 （税込） として算出

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



Luxurious Couch with Low Resilient Visco-elastic Foam 

and Bio-positive Stones Warmed by PTC Heater

HEALING.

HEALING.

HEALING STONE COUCH



ヒーリングストーンカウチ

石のバリエーション

バドガシュタイン
鉱石

ゲルマニウム
鉱石

ホワイト
シリカ

サイズ 　 W1800×D650×H700(SH450)mm

重量  53 ～ 70kg

プライス　           ￥1,580,000 （税込）

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ   温度調節付きコントローラー

原産国　　 日本

HEALING STONE COUCH

お好きな石をお選びいただけます。

￥840,000 （税込）

カラーバリエーション
レザー部

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

モダンフォルムのカウチ型岩盤は、 岩盤の進化スタイル。 特殊加工の低反発マットレス

を装備し、 マットレスの下にある温められた岩盤が体を芯から癒してくれます。

機能性に富むばかりではなく、 デザイン性にもすぐれたヒーリングストーンカウチは、

健康サポート機器としても、 ハイセンスな家具としても、 2WAY でご利用いただけます。

￥570,000 （税込）

８色よりお好きなカラーをお選びいただけます。

HEALING.

バドガシュタイン鉱石 / カラー ・ グレイ

HL-２４２４

マットレス ラジミックス入低反発ウレタンマットレス

石部 　 お好きな石をセレクトして頂けます。

生地カラー 8 色よりセレクト可

消費電力　　　 立ち上がり時 413W / 安定時 62W ～ 129W

電気代目安　　　 約 2.3 円 /h 　※モード３ （86W） で８時間使用 １kWh あたり２７円として算出　 HL-２４３１HL-２４２５ HL-２４２６ HL-２４２７ HL-２４２８ HL-２４２９ HL-２４３０

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

Soft ganban lounge bed Tino is indescribably comfortable, 

with its metal base and finely upholstered, ultra-padded cushion 

of edge-front healing materials.

HEALING.

HEALING LOUNGE BED TINO



HEALING.

手軽に楽しめるラウンジベッドは、 ソフト岩盤仕様のニューモデル。

読書に‥　デイベッドに‥　お休み前のリラックスタイムに。

岩盤の老舗メーカーがこれまで培った癒しの叡智を総結集し、 あらゆる岩盤の

癒しのちからを取り入れた至極のラグジュアリー ・ リラクゼーションベッドです。

とろけるような肌ざわりと、 ヒーターを使用しないにもかかわらず、 包まれるようなぬくもりが

このうえなく心地よく、 極上の休息へと誘う逸品です。

ヒーリングラウンジベッド ティノ

HL-2477

HEALING LOUNGE BED TINO

プライス  ￥1,100,000 （税込）

サイズ 　 W600×D1800×H550(MH330) mm

原産国  日本

重量 　 31.1kg

マットレス ソフト岩盤仕様 ( ホルミシス ・ 白金 ・ その他機能性シート入り )
  低反発ウレタンマットレス
  ヒータータイプ  ￥52,000 up
  

布地　  カラーは 2 色よりセレクト可

足部　  ステンレス

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 オリジナル特殊仕様に

よって様々な薬石のベネフィットを取り入れています。

HL-２４２４

カラーバリエーション

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

HEALING CHAISE LOUNGE - WAVE

Lulled by a beautifully shaped chaise, 

You will feel floating in the ocean waves...

HEALING.



HEALING.

自然界の尽きることのない癒しをテーマに、 ホルミシスやテラヘルツの相乗効果を特徴

としたソフト岩盤仕様のシェイズラウンジチェア （長椅子型ラウンジチェア）。

体により添う波型のフォルムと、 様々な薬石のベネフィットを取り入れたソフト岩盤仕様

のマットレスの肌ざわりに、 言葉をうしなうようです。 時間も、 空間も超えて、 波間にた

だよう心地よさのごとく、 何気ない日常を至極のひとときに彩ります。

ヒーリングシェイズラウンジ　WAVE

カラーバリエーション
7 色のカラーよりセレクト

HEALING CHAISE LOUNGE - WAVE

サイズ 　 W1800×D530×H660(SH450)mm

原産国　　 日本

マットレス部 ソフト岩盤仕様 ( テラヘルツ•ゲルマニウム•ホルミシス•プラチナ等入り )

  低反発マットレス

生地カラー 7 色よりセレクト可

オプション ソフト岩盤ヴァージョンアップ ￥300,000

プライス　　 ￥1,100,000 （税込） 音響システムなしシェイズ単体

HL-2162 HL-2163 HL-2174 HL-2168 HL-2173 HL-2171 HL-2175

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 オリジナル特殊仕様に

よって様々な薬石のベネフィットを取り入れています。

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

Bring a simple modern style and incredible healing and comfort to your home 

with the world first Ganban furniture. 

Features bio-positive stones and a  beautifully upholstered soft ganban seat and back rest. 

HEALING.

CALM - LOUNGE CHAIR & OTTOMAN



ホワイトシリカ

HEALING.HEALING.

石のバリエーション

バドガシュタイン鉱石 波動石

プライス  ￥1,840,000 （税込）

お好きな石をお選びいただけます。

カラーバリエーション

HL-2146

深い奥行きの背もたれが特徴のラウンジチェアとオットマンをセットにした

スタイリッシュモダンな岩盤ファニチャー。 マットレスをはずすと温熱岩盤が

くつろぎのひとときをサポートします。

6 色のカラーよりセレクト

サイズ 　 W800×D1200×H700(SH350)mm ／ W600×D500×H350mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

消費電力　 チェア 立上り時 323W 安定時 48W ～ 101W
  オットマン 立上り時 123W 安定時 18W ～ 38W
電気代目安 約 2 円 /h の電気代  ※モード３(76W) で８時間使用　1kWh あたり 27 円 （税込） として算出

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

石材　  ホワイトシリカ標準装備

  他の石をお好みの場合は別途お見積りいたします。

布地　  6 色よりセレクト可

ヒーリングラウンジチェア ( オットマン付）

CALM - LOUNGE CHAIR & OTTOMAN

HL-2153HL-2147 HL-2148 HL-2149 HL-2152

￥1,100,000 （税込） ￥920,000 （税込）

豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 オリジナル特殊仕様に

よって様々な薬石のベネフィットを取り入れています。

マットレス ソフト岩盤仕様 ( ホルミシス ・ 白金 ・ その他機能性シート入り )

  低反発ウレタンマットレス

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



This is the one and only Soft Ganban spa massage table in the world that can be used to perform 

various spa massages with the auto-recline mechanism.

HEALING.

SOFTY - SOFT STONE SPA TREATMENT BED

HEALING.



HEALING.

ソフト岩盤仕様のスパ ・ トリートメントベッド。

ソフト岩盤に秘められたホルミシス ・ テラヘルツ ・ 温熱 ・ その他豊富な機能性素材の

相乗効果が、 至極のトリートメントをサポートします。 ベッド部のまろやかでやわらかな

ソフトレザーの風合いは肌にやさしく、 ゆったりと身を任せることができます。

手元スイッチで上下の昇降機能が手軽にコントロールできます。

ソフト岩盤仕様トリートメントベッド 昇降モーター付き

サイズ 　 W750×D1900×H650 ～ 900mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

消費電力　 182W

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

カラー　  1 色のみとなります。

カラーバリエーション

HL-2424

マットレス ソフト岩盤仕様 ( ホルミシス ・ 白金 ・ その他機能性シート入り )
  低反発ウレタンマットレス

SOFTY - SOFT STONE SPA TREATMENT BED

手元スイッチ付プライス  ￥1,650,000 （税込）

電気代目安　 約 3.9 円 /h　※モード３(144W) で８時間使用　1kWh あたり 27 円（税込）として算出 豊富なコレクションから厳選された良質な低反発素材を使用したオリジナル・

マットレスを搭載。 その豊かな厚みあるシートに、 オリジナル特殊仕様に

よって様々な薬石のベネフィットを取り入れています。

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



FOOT STONE SPA

Personal foot stone spa, so easy to place at the feet

Far-infrared rays willmake you feel a deep warmth to the core of your body.

Released from bio-positive stones, negative ions and hormesis will enhance

your everyday well-being.

HEALING.

HEALING.



足用岩盤「あしがる」

HEALING.

FOOT STONE SPA

石のバリエーション

バドガシュタイン
鉱石

ゲルマニウム
鉱石

ラジウム
鉱石

波動石 麦飯石

プライス　           ￥367,000 （税込）

お好きな石をお選びいただけます。

￥262,000 （税込） ￥210,000  （税込）

カラーバリエーション
土台部（化粧ボード・ヒノキ）

モダン ブラウン チャコール ベージュ オフホワイト ヒノキ

パーソナル岩盤 「あしがる」 は、 くつろぎながら体の芯からじんわりポカポカ。

自然なぬくもりが冷えとりに最適です。 持ち運びも簡単。 自然な石のちからによる

マイナスイオンやホルミシスが免疫力アップをサポートし、 美と健康をはぐくみます。

￥240,000 （税込） ￥220,000  （税込）

お好きなカラーをお選びいただけます。

サイズ 　 W520×D360×H60mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ   温度調節付きコントローラー

消費電力　 立ち上がり時 55W ／安定時 32 ～ 48W

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

モダン ・ タイプ

バドガシュタイン鉱石＋ゲルマニウム鉱石＋ラジミックス

モダン ・ タイプ

バドガシュタイン鉱石＋ラジミックス

重さ 　 9.0kg （石の種類によって多少誤差がございます）

コード長さ　 1.7m

電気代目安　 約 0.4 円 /h　※モード 3(14W) で 8 時間連続使用 1kWh 当たり 27 円 （税込） として算出

石材　  お好きな石をセレクトいただけます

土台部　 化粧ボード／天然ヒノキからセレクト

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

HEALING.

HEALING GARDEN CHAIR

Straight, simple and stylish design of this garden chair brings about a sense of harmony,

as if melting into the universe. Good for relaxing time at your garden and terrace,

Good for indulging time at spa and for bath time...

Matching both Japanese & Western style healing scene and beyond...



ヒーリング ガーデン チェア

カラーバリエーション

2 色のカラーよりセレクト

HEALING GARDEN CHAIR

サイズ 　 W1650×D520×H750(mm)

原産国　　 日本

マットレス部 ソフト岩盤仕様 ( テラヘルツ•ゲルマニウム•ホルミシス•プラチナ等入り )

  低反発マットレス

生地カラー 2 色よりセレクト可

オプション ソフト岩盤ヴァージョンアップ ￥300,000

プライス　　 ￥850,000 （税込） 

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。

SPEC 仕様

サイズ ： W1650×D520×H750(mm)

防水式温熱ヒーター

定格 ： 100V コンセントタイプ

温度調節 ： コントローラー (１: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

コード長さ ： 1m

 WhiteGrey

※完全防水加工ではございませんので雨ざらしのご使用はお避け下さいませ。

岩盤効果

湿気の多い日本の風土を考慮して、野外家具のために特別に開発された、透水性が高く防カビに優れた

ウレタンフォームを使用。この革新的な新素材を使用したガーデンアイテムは上質なものを大切に長く使い

続けたい…そう願う方々の手放せないアイテムとなることでしょう。

高温多湿の空間にも安心

簡単なメンテナンス

GREENGUARD認証は、室内の空気汚染や化学物質にさらされることを抑え、
健康的な室内空気環境を実現した製品を認定するものです。

S T O N E  H E A L I N G

バドガシュタイン鉱石・ゲルマニウム鉱石・ホワイトシリカ・波動石・琥珀・トルマリン・水晶・その他数十種類の

自然界の鉱石が身体を芯から温め、癒します。免疫力や自然治癒力の賦活をサポートすると言われる岩盤

の温熱効果をプラスした、今までにない快適なガーデンファニチャーです。

急な雨の時でも、さっと拭き取るだけでお手入れが簡単です。汗や汚れがしみ込まず清潔にお使い頂けます。

GREENGUARD認証取得の表面生地を使用しているため、日々たくさんのお客様を迎えるホテル•旅館などの

宿泊施設には、最適です。屋外にとどまらず屋内での寛ぎのアイテムとしてもお役立ていただけます。

直線的でスタイリッシュかつシンプルなデザインが、自然の中にとけ込むような一体感を

かもし出しています。特殊な遠赤外線や近赤外線、マイナスイオンを発生するヒーリング

ストーンシートを折り込んだ温熱シートの働きで身体の芯から温めます。

テラスやガーデンでの寛ぎに、煌めく夜空を温もりながら眺めるやすらぎのひとときに…。

スパやお風呂上がりのリラックスに… 和•洋どちらのスタイルも超えて様々な癒しのシーン

を彩ることでしょう。



シートやクッションに、特殊な遠赤外線や近赤外線、マイナスイオンを発生するヒーリング

ストーンシートを折り込んだファニチャーは、まるで外国映画のワンシーンを彩るがごとき

シンプルスタイリッシュなデザインやフォルムがエレガントな趣をかもし出しています。

美しいデザインとヒーリングであることが、真の豊かさの代名詞であること…　

それが未来の美しき世界の定番となることでしょう…。

HEALING GARDEN FURNITURE SERIES
ヒーリングガーデンファニチャーシリーズ

詳細はお問い合わせください。アイテム（一部）のご紹介：ソファセット（アルミ、ステンレス、ファブリックetc.） / ラウンジチェア（ラタン、アルミetc.）/デイベッド（アルミ、ファブリック、ラタンetc.）/パティオサイドテーブル（アルミetc.）



GARDEN HEATER

This is not a simple pellet pyrolytic heater but it is the end result of a difficult challenge

that has become a reality. The perfect combustion / gasification,

obtained after long and accurate laboratory studies, is crowned with an industrial patent

on operating technology (POB System) and with the great satisfaction of offering its users

a new, ecological, economic, innovative and unique product in its kind.

Its soft heating and beautiful flames will surely make entertainment time with your beloved people satisfying.

HEALING.

屋外用ペレットストーブ・ヒーター

今、エコロジカルなエネルギーとして注目を浴びる再生可能エネルギー、バイオマス燃料の一種

ペレットに、さらにカーボン＆ヒーリングストーン加工を施し、遠赤外線等の癒しのちからを加え

ました。革新的なＰＯＢシステム（熱分解システム）で空気を供給しながら燃焼させるため、着火

から最後まで煙が出ず、最後に残るのはごくわずかな灰だけ…。お手入れも簡単です。

ゆるやかな暖房とヒーリング効果、木の燃焼の原理を知り尽くして作られた美しい炎は、ご家族、

ご友人など親しい方々との団らんやパーティーなどの場をぬくもりと彩りで満たすことでしょう…。

ガーデンヒーター

BIO-ETHANOL FIREPLACE SERIES
バイオエタノール・ファイヤープレイス・シリーズ

詳細はお問い合わせください。

炎の揺らぎがモダンなフォルムに映えて、まるでオブジェのようなファイヤープレイス（暖炉）

が生まれました。燃料にはバイオエタノールバイオマス（トウモロコシ・サトウキビ等の

植物由来の資源）を使用。煙突や配管が不要なため、室内にも設置可能、屋外、屋内を問わず

魅力的な空間を演出します。さらに、カーボン＆ヒーリングストーン加工を施し、遠赤外線や

近赤外線等の癒しのちからを加え、HEALING.ならではのヒーリングプロダクツとなりました。

いつまでも見ていたい… 炎のゆらめきに心癒されるひととき…



ASANOMIYA 
- Quantum Terahertz Radon Therapy

This is a relaxation room, where you can enjoy radon gas (low dose radiation hormesis effect),
healing lights such as terahertz, carbon light, far-infrared ray, and Ganban stone spa

enclosed with a beautiful hemp net walls.
We recommend “Iyashidokoro ASANOMIYA” for your health and relaxation.

OOASA HEMP KAYA NET
Made with 100% Natural Hemp

It is said that people used hemp 
kaya nets before the Nara 
period (710-794 AD). They say that 
Emperor Ojin (200-310 AD, 
traditional) loved Kaya and 
conducted the affairs of the 
state in it. Ooasa (hemp) was an 
important part of Japanese 
spirituality as it was considered 
as an embodiment of “Amaterasu 
Omikami - Sun Goddess),
who was the ancestor of the 
Imperial Family of Japan.

和するこころ。

古代より伝えられている和する文化とは

この世のすべては

ひとつにつながり、一体であるとするもので

それゆえに

それは自我の終焉のことであり

無我無心のことでもある。

森羅万象、万物自然のすべてが

一者・一元から生まれ

そこから現るつながりしものという意味を

古代日本では“和する杇”と呼んだ。

その文化のもとでは

控えめ、静けさ、簡素、謙虚を愛し、美とした。

それらを重んじるゆえに

自己主張、自己（自我）拡大を嫌った…。

しかし、そこには踏み入らず

踏み入らせないといった強さを兼ねそなえ

そのうえに美とは調和であるとした。

それゆえに真の和するおもてなしとは

静寂の中のあたたかなまなざしと

凛とした謙虚さの賜物であるとするのである。

それゆえに、和の国では

自我の心と万物自然の意志である無我の心とがある。

今、日本に残るその真の和する心とは

本物の和の旅館、和の料亭にいくばくか残りしものである。

無私による万物の愛を秘めた、和の心ゆえに

森羅万象の想いを深く表現し

やまとの人々の願いを今も守っている…。



癒し処  麻宮イメージ図

二畳タイプ一畳タイプ

岩盤床敷き仕様岩盤ベンチ仕様 岩盤ベンチ仕様

A S A N O M I Y A

石・光・風・木「 岩盤光炉 」誕生
ひのきの美しい格子からこぼれる光には、贅沢にもクォンタムヒーリングライトを
使用しました。木格子の中には天照石、溶岩石、ブラックシリカなどの天然石や竹
炭を配し、癒しの波長へとスペクトルを精密に整えた光量子の風がファンで拡散さ
れます。モダンな空間でも、和風のお部屋でも、場所を選ばず、ひのきの清々しい
香りとともに、お部屋を癒しの空間へと変容させます。

麻
宮

A S A N O M I Y A

あ
さ
の
み
や

癒
し
処

QUANTUM HEALING LIGHT



HEALING.
HISTORY

Unparalleled and Natural Healing Power of Water

日本では古来より、 湯治として人と水の切っても切れない深いつながりがはぐくまれてきました‥。

中でも秋田県の岩盤浴で有名な玉川温泉や、 鳥取の三朝温泉のラジウム泉は、 ラジウム鉱石の石によるホルミシス効

果で、 人々を深く癒してきました‥。 人々が遠く旅に出ても大切にしてきた湯治の癒しが自宅でも活用できたなら‥。 そ

んな願いがかなうのが、 バドガシュタイン鉱石パウダーを釉薬に練り込んで焼成した HEALING. の信楽焼陶浴槽です。 と

てつもなくやわらかく、 肌に寄り添う湯に浸かれば、 水から出て水にはぐくまれてきた遠いむかしの記憶がよみがえるよう

です。 そして、 今、 さらに、 エメラルド・水晶・翡翠・琥珀・アメジスト・バドガシュタイン鉱石・ゲルマニウム鉱石・トルマリン・

黄土等の宝石や薬石の癒しのちからが凝縮した * 「幻の楽園」 仕様を加え、 人智をはるかに超えた癒しの湯が産まれ

ようとしています。 それは、 まるで、 名前もない‥意味もない　すべてがひとつのころのやすらぎへと還るような‥そんな

比類なき自然な癒しが　しずかにおとずれるような‥いまだかつて誰も知らない稀有なる湯なのです‥

HEALING.
WATER

「幻の楽園」 仕様とは‥

エメラルド ・ 水晶 ・ 翡翠 ・ 琥珀 ・ アメジスト ・ バドガシュタイン鉱石 ・ ゲルマニウム鉱石 ・ トルマリン ・ 黄土等の宝石や薬石を微細に粉砕し、

従来の岩盤製品に加えて生み出した、 自然界のはかりしれない力を総結集したまったく画期的な癒しの新仕様です。 HEALING. が長年に

わたって世界中を探求した、 世界最先端の癒しの叡智がそこに秘められているのです。



HEALING.

SHIGARAKI CERAMIC BATH - MODERN

Designer Bathtub of special kind which overturned a common sense of the earthenware.

-After a repeated challenges by the craftspeople of Shigaraki kiln,

new types of ceramic bathtubs are born.

HEALING.

Photy by Kunihiko NOBUSAWA



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 ores.

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 ores.

Round
新 丸 型

Oval
楕 円 型

上部直径

上部直径

高さ

下部直径

マイクロバブルユニット設置位置

1
5
0

1
1
0

開口A 43φ 開口B 43φ
200

開口A B
側面図

浴槽設置面に平行に穴開け加工
浴槽に側面に垂直面が必要となります

※下部直径および下部幅は上部直径および幅より32～34cmマイナスとなります。

■マイクロバブル付き 癒匠美 仕様■標準 癒匠 仕様
たくみ たくみ -び

HLRO-0001

HLRO-0002

HLRO-0003

HLRO-0004

HLRO-0005

HLRO-0006

約 190kg

約 226kg

約 250kg

約 277kg

約 303kg

約 330kg

473ℓ

560ℓ

655ℓ

757ℓ

866ℓ

983ℓ

¥1,671,000

¥1,998,000

¥2,527,000

¥2,812,000

¥3,056,000

¥3,566,000

￥1,162,000

￥1,493,000

￥2,012,000

¥2,306,000

¥2,548,000

¥3,046,000

商品番号　　　　　　　　　サイズ　　　　　　　　　　  　  　 重量　　　 容量

上部直径 130×高さ52cm(下部直径 97cm)

上部直径 140×高さ52cm(下部直径 107cm)

上部直径 150×高さ52cm(下部直径 117cm)

上部直径 160×高さ52cm(下部直径 127cm)

上部直径 170×高さ52cm(下部直径 137cm)

上部直径 180×高さ52cm(下部直径 147cm)

癒匠　　　　　　　  癒匠美　
価　格 (税込 )

HLOV-0001

HLOV-0002

HLOV-0003

HLOV-0004

約 125kg

約 145kg

約 165kg

約 195kg

280ℓ

330ℓ

380ℓ

426ℓ

¥1,668,000

¥1,850,000

¥1,870,000

¥1,967,000

￥1,162,000

￥1,345,000

￥1,366,000

¥1,459,000

商品番号　　　　　　　　　　　　サイズ　　　　　　　　　　  　  　 　重量　　　　容量

上部幅130×奥行き800×高さ52cm(下部直径104cm)

上部幅140×奥行き860×高さ52cm(下部直径112cm)

上部幅150×奥行き930×高さ52cm(下部直径119cm)

上部幅160×奥行き990×高さ52cm(下部直径127cm)

癒匠　　　　　    癒匠美　
価　格 (税込 )

高さ

奥行き

上部幅

下部幅

マイクロバブルユニット設置位置

1
5
0

1
1
0

開口A 43φ 開口B 43φ
200

開口A B
側面図

浴槽設置面に平行に穴開け加工
浴槽に側面に垂直面が必要となります

■マイクロバブル付き 癒匠美 仕様■標準 癒匠 仕様
たくみ たくみ -び

※下部直径および下部幅は上部直径および幅より26～33cmマイナスとなります。

Square
角 型

HLSQ-0001

HLSQ-0002

HLSQ-0003

HLSQ-0004

￥1,859,000

￥1,956,000

￥2,160,000

￥2,527,000

￥1,355,000

￥1,448,000

￥1,646,000

￥2,018,000

約 185kg

約 205kg

約 220kg

約 230kg

390ℓ

430ℓ

515ℓ

550ℓ

商品番号　　　　　　　　　　サイズ　　　　　　　　　　  　  　 　    重量　　　　容量

上部幅 150×奥行き710×高さ51cm(下部直径 117cm)

上部幅 160×奥行き710×高さ51cm(下部直径 127cm)

上部幅 170×奥行き800×高さ51cm(下部直径 137cm)

上部幅 180×奥行き800×高さ51cm(下部直径 147cm)

癒匠　　　　　　　癒匠美　
価　格（税込）

高さ

奥行き

上部幅

下部幅

■標準 癒匠 仕様
たくみ

※下部直径および下部幅は上部直径および幅より33cmマイナスとなります。

マイクロバブルユニット設置位置

1
5
0

1
1
0

開口A 43φ 開口B 43φ

200

開口A B
側面図

浴槽設置面に平行に穴開け加工

■マイクロバブル付き 癒匠美 仕様
たくみ -び

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  ores.

HEALING CERAMIC BATH
MODERN

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

 HEALING CERAMIC BATH - SHIGARAKI

Shigaraki ceramic bath is an epoc-making healing radon spa, made with radium containing Shigaraki clay and 

99.999% purity germanium powders and Badgashtein radium powders as glaze.

HEALING.



Maru
丸 型

上部直径

上部直径

高さ

下部直径

標準 癒匠 仕様
たくみ

マイクロバブルユニット設置位置

1
5
0

1
1
0

開口A 43φ 開口B 43φ
200

開口A B
側面図

浴槽設置面に平行に穴開け加工
浴槽の側面に垂直面が必要となります

マイクロバブル付き 癒匠美 仕様
たくみび

標準 癒匠 仕様
たくみ

マイクロバブル付き 癒匠美 仕様
たくみび

Koban
小 判 型

高さ

奥行き

上部幅

下部幅

※下部直径および下部幅は上部直径および幅より17.5～19cmマイナスとなります。※下部直径および下部幅は上部直径および幅より17.5～19cmマイナスとなります。

マイクロバブルユニット設置位置

1
5
0

1
1
0

開口A 43φ 開口B 43φ
200

開口A B
側面図

浴槽設置面に平行に穴開け加工
浴槽の側面に垂直面が必要となります

Special
特 注 モ デ ル

高さC

奥行き

上部幅

下部幅 マイクロバブルユニット設置位置

1
5
0

1
1
0

開口A 43φ
開口B 43φ

200

開口A B
側面図

浴槽設置面に平行に穴開け加工
浴槽の側面に垂直面が必要となります

※下部直径および下部幅は上部直径および幅より約70cmマイナスとなります。

高さB
高さA

■TAKUMI 癒匠

( マイクロバブル搭載 )

癒匠の陶浴槽は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ホルミシス効果・遠赤外線効果・マイナスイオン効果を誇る高機能

な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ラドンスパです。

癒匠タイプの信楽焼セラミックバスにマイクロバブル機能を搭載した世界初の画期的なラグジュアリーモデル、それが癒匠美です。

たくみ

たくみ
■TAKUMI BI  癒匠美

たくみ

たくみび

超微細 4～12μmの最少レベルな泡を大量発生するマイクロバブルバス。スイッチひとつでマイクロバブルを噴出。お湯をはっただけの
いつものお風呂をあっという間にミルク風呂のような乳白色の「泡風呂」に変えます。この湯あたりまろやかな泡風呂は、石鹸や入浴剤を必要
としません。お湯に浸かっているだけで、酸素を豊富に含んだ無数の超微細な泡が身体の汚れをさっぱりきれいにしてくれます。お風呂上がり
の肌はしっとりスベスベ、芯からポカポカ、一日の身体の汚れもすっきり洗い落とします。
※マイクロバブルバスは日本建築学会が提案する騒音等級の１級（ホテルや集合住宅に適用）をクリアしているので、階下・隣室への騒音の心配はありません。

※マイクロバブルとは 

標準 癒匠 仕様
たくみ

マイクロバブル付き 癒匠美 仕様
たくみび

HEALING CERAMIC BATH
SHIGARAKI

商品番号　　　　　　　　　　サイズ　　　　　　　　　　  　  　 重量　　　　  容量

HLCB-0001

HLCB-0002

HLCB-0003

¥755,000

¥978,000

¥1,774,000

約 128kg　　　245ℓ

約 193kg　　　484ℓ

約 268kg　　　803ℓ

上部直径 90×高さ55cm(下部直径 72cm)

上部直径 120×高さ60cm(下部直径 102cm)

上部直径 150×高さ60cm(下部直径 132cm)

癒匠　　　　　　　  癒匠美　
価　格 (税込 )

¥1,255,000

¥1,483,000

¥2,276,000

上部幅 120×奥行き75×高さ58cm(下部幅 101cm)　　　  

上部幅 150×奥行き85×高さ58cm(下部幅 132cm)　　  　

上部幅 180×奥行き95×高さ58cm(下部幅 162.5cm)　　  

¥978,000

￥1,307,000

￥1,769,000

商品番号　　　　　　　　　　　  サイズ　　　　　　　　　　  　  　  重量　　　 容量

HLCB-0004

HLCB-0005

HLCB-0006

約 122kg　　296ℓ

約 194kg　　452ℓ

約 231kg　　566ℓ

癒匠　　　　　　　  癒匠美　
価　格（税込）

¥1,487,000

¥1,814,000

¥2,284,000
上部幅 162×奥行き75×高さA 64 ／
高さB 53 ／高さC 70cm(下部幅 92cm)　　　  ¥1,946,000

商品番号　　　　　　　　　　　　　サイズ　　　　　　  　  　     　   重量　　　　容量

HLCB-0007 約 150kg　　280ℓ

癒匠　　　　　　　  癒匠美　
価　格 (税込 )

¥2,446,000

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



WATERFALL BATH

Feeling multiple movement of the water like a waterfall,

Near-infrared ray penetrates into your body through the water.

This is a feast of the water and the light, 

and the most luxurious and  playful bathtime...

HEALING.

HEALING.



WATERFALL BATHTUB PUREMIUM
クォンタムヒーリング・ウォーターフォールバス 　プレミアム

コンパクトなボディながら、 まるで宇宙のように未知のウォータースペースを演出するジャグジー。

大小合わせて 22 ヶ所のウォーターノズルが、 遊び心をくすぐります…。 前 ・ 後面がガラス仕様のため、

クォンタムライトを浴びながらバスタイムをよりクォリティの高いヒーリングタイムに演出していただくこともできます。

10 ヶ所のカラーライトでカラーセラピーもお楽しみください…。

Price: お問い合わせください。

Torrent surfing massage

急流のような流れが底面から立ちのぼり、

泡につつまれる至福。

Aerobig effervescent massage

ハイドロノズルと気泡ノズルの２種のバブルのマッサージが、

全身の細胞をいきいきと…。

Adjustable surfing Nozzle

バスタブの各所にある様々なノズルによる水の動きで、

ウォーターセラピー。

HUMAN BODY 
ENGINEERING DESIGN

人間工学に基づくデザインで、 姿勢がリラックス

 量子の光 クォンタムヒーリング

炭素光線の癒しの力、太陽光に近い可視光線と輻射熱を直接照射することで、 自然治癒力を助け、 太陽

のポカポカとした心地よさをご体感頂きながら、 毎日のお身体のメンテナンスにお役立て頂けます。 クォンタ

ムヒーリングの光は、 水を透過することで最大限にその力を発揮いたします。 バスタブの水全体がクォンタム

ヒーリング化され、 電子を豊富に蓄え、 反射し微粒子が共鳴しあう中でバスタブに浸かる…電子の軌道の乱

れをただし、 これからの究極の湯治場、 未来のスパ機器として開発されました。

LED ライトによるカラーセラピー

LED VISUAL PHYSICAL THERAPY

QUANTUM HEALING THERAPY



多様な機能をシャープなデザインにおさめたシャワーコラムは、 アウトドアのプールに簡単に併設できるだけではなく、 屋内でも、

お好みのドアやトレイと組み合わせて、 お好きな場所にたちまちオリジナルのシャワールームを実現。

ヒーリングウォーターに包まれ清める…究極のリラクゼーションへいざないます。

ヒーリング・ウォーターシリーズ
シャワーコラム

HEALING.

Healing Water Series
Shower Column

どこまでも削ぎおとしたミニマルなデザインながら、 機能的にも完璧なニューフォームのウォークインシャワー。

ドア、 トレイ、 フォーセット （水栓） 等との組み合わせで、 自分好みのシャワースペースをお創りいただけます。ヒーリング・ウォーターシリーズ　ミネラルキャストシャワートレイ＆ドア

Healing Water Series
Mineral Cast Shower Tray

詳細はお問い合わせください。



自然界のすべての石が自然界のからだを癒す

未知なる石の奇跡

STONE HEALING

現代物理学は、 『物質のすべては光である』 と考えています。 物質はエネルギーであり、 エネルギーは光です。

地球上に存在するいかなる生物も、 宇宙光線なしに存在することができないと言われます。

それは、 目に見える赤、 橙、 黄、 緑、 青、 藍、 紫の７つの可視光線と、 目に見えない紫外線、 赤外線の２つの

不可視光線を合わせた９種類‥。 人は空間に満ちたエネルギーを体内に取り込んで、 生命を維持しています。 すべ

てのものは宇宙光線を受けて、 振動し、 固有の周波数で微細なエネルギーを放射していると言われます。 石とて例

外ではありません。 太陽光線からエネルギーを吸収して、 それを再放射する石は、 自然界の中でも最も安定した物

質であり、 安定した波長を提供すると言われています。 その性質が最も顕著に利用されているのが、 時計のクォーツ、

水晶であるのでしょう。 また、 縄文の時代、 王たちは石でできた寝台を珍重したと言われるのは、 石が眠りや健康に

及ぼすちからに、 無意識だとしても気づいていたからなのかもしれません‥。 そして、 今、 遠赤外線効果、 微量放

射線のホルミシス効果など、 石が備える癒しは、 ますます人々の注目を集めているようです。

HEALING. は石の放射する光、 波長のベネフィットにはやくから気づき、 様々な石の種類、 様々な方法を用いて、 最

大限に石の癒しのちからを引き出し、 それを美しいデザインとすぐれた機能性の両翼を備えた製品として、 皆様にご提

供してまいりました。 STONE HEALING シリーズでは、 さらに石の持つ神秘の世界に深く分け入り、 未知なるひとつの

みなもとから体に害のない、 真に人を癒すもの‥本物を見出し、 新たなスタイルでお届けいたします。



HEALING.

HEALING.

STONE HEALING TERAHERTZ DOWN BEDDING

Wishing to heal our natural body with benefits of natural stones, 

HEALING. created this incredibly healing bedding 

made of edge-front healing materials.



HEALING.

世界最高級の貴重なステッキーグースダウンに最先端のテラ加工を施した超軽量 ・ 超高通気性度の羽毛掛ふとん。

極上の夢のような眠りへと誘います。 安心の日本製なのも上質さのひみつです。 ステッキーグースダウンは、 ダウンに粘り

があり互いに絡み合うため、 すぐれた保温力があります。 手選別でしか手に入れることができないこのダウンに、 抗酸化作

用や育成光線を発すると言われる 「テラ加工」 を施したテラダウンは、 少ない量でも非常にしっかりとした保温性を持ち、

ホコリや臭いのきわめて少ない、 非常に清潔なダウンです。 また、 十分なパワーがあるので、 ２回以上のリフォームにも

耐えられ、 毎日お使いいただく掛け布団に最適です。

ストーンヒーリング・テラダウンケット

サイズ  横 150 x 縦 210 cm 

重量  夏掛 860 g （カバー付） 

  冬掛 1.58kg 

STONE HEALING TERA DOWN BLANKET

ストーンヒーリング ・ テラダウンケット

プライス  夏掛 \408,000 ( 税込 )

  冬掛 \460,000 ( 税込 )

原産国  日本

テラダウンの期待される効果

1. 快眠環境をつくる

1) 温度湿度調整機能の向上

体から発せられる熱エネルギー、 羽毛の吸湿発熱エネルギーなどを取り込んで、 活性化された極性結晶体から発せられる

選択された波長の遠赤外線、 近赤外線が羽毛間の水分の移動を促進すると言われています。 そのため、 湿度が必要以

上に上がらず、 さらりとした快適な状態を保ち、 冬場の寝床内の温度の早期安定化をサポートします。

2) 肌の保水性の向上

体表面での保水性が上がることでしっとりとし、 周りの湿度が高くならないため、 独特のさらり感があります。

2. 新陳代謝の促進

1) 血流改善、 温泉効果

テラクリスタル加工された極性結晶体により発生する遠赤外線の波長は、 水分子を適度に振動させ、 近赤外線を誘導する

ので、 血液の流れが改善され、 体中で体液、 血流の滞りの改善が期待できます。 また、 温泉のように体全体が芯から

ポカポカに…。

2) 疲労回復効果

体内がマイナス優位のイオンバランスになることで、 体内活性酸素の余剰な悪影響から細胞を守り、 疲労酸化物質を細胞

体内より外へ排出して、 疲労を回復させると言われています。

3. リラックス効果

テラクリスタルに加工された極性結晶体により遠赤外線の波長と微弱放電は、 体内のイオンバランスをマイナス優位とし、

特にヒドロキシルマイナスイオンを作り出す特性を持っています。 このイオンは細胞のイオン交換チャンネルに有効に作用し、

細胞を活性化させ、 特に脳においては、 脳細胞の活性リフレッシュ状態を作り、 アルファ波の優位な発生状態を作り出すと

言われています。 また、 血流改善により体温の偏りが改善され、 リラックス効果を向上させることが期待できます。

4. 臭気分解効果

有機物の酸化による臭気や羽毛の油脂分から発生する酸化臭気の抑制が期待できます。

5. 防カビ効果

電子が豊富な状態での反応は還元力が強く、 酸化反応により増殖する有害なカビ類の発生が抑制されると言われています。

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



HEALING.

最高級ヨーロッパ産グースダウンに 「テラ加工」 をほどこして生まれたテラダウンに、 異例とも言えるほどふん

だんな （約数十種） 薬石および宝石によって、 ホルミシス ・ テラヘルツ ・ ラジミックス ・ 遠赤外線 ・ 近赤外

線などの癒しのちからを加えました。 岩盤浴の癒しの粋を総結集し、 いまだかつて誰も体験したことのない深

くやすらかな眠りをサポートします。 さらに、 抗菌防臭、 消臭効果に富む新素材アレルキャッチャー （綿）、

世界最高峰のクォリティを誇るインド産ハイブリッド超長綿を採用。 ヒーターには、 快適な温かさを個別に設

定することができる上下切替可能な線面発熱体を使用し、 お好みや状態を配慮した機能もあわせ持ってい

ます。

ストーンヒーリング・テラダウンマットレス

サイズ  シングルサイズ　横 100× 縦 200× 厚さ 7cm

カラー  ホワイト ／　　重量　約７kg

側生地  最高級インド超長綿

中素材  ホルミシス ・ テラヘルツ ・ ラジミックス ・ 遠赤外線

　　　　     近赤外線 ・ テラクリスタル加工ダウン ・ シリカ ・ アレルキャッチャーその他数十種類の薬石

　　　　　  ※カバー付き

ヒーター  AC100V ／ 195W ／上 ・ 下 ・ 全面切替可ダイヤル式 コントローラー

定格電圧 AC100V 50/60Hz

温度調節機構 感熱線によるトライアック制御 （電子制御回路）

表面温度 「Lv6」 約 50℃　「Lv3」 約 35℃　「Lv1」 約 25℃

電源コード 約 1.6m （小判型）

出力コード 約 1.2m （丸型）

１時間当たりの消費電力及び電気料金

  「Lv6」 約 53wh　 約 1.33 円

  「Lv3」 約 32wh 　約 0.80 円

  「Lv1」 約 14wh　 約 0.35 円

  ※1kWh あたり 25 円 （税込） として算出

原産国  日本

STONE HEALING TERA DOWN MATRESS

ストーンヒーリング ・ テラダウンマットレス （ヒーター仕様）

プライス  \815,000 ( 税込 )

＊ストーンヒーリングテラダウン３点セット価格

\1,230,000 （税込）

テラダウンケット

テラクリスタルピロー

テラダウンマットレス

\460,000 （税込）

\40,000 （税込）

\815,000 （税込）

ホルミシス
鉱石が発生する微量放射線のホルミシス効果により、 活性酸素が抑制され、 からだの活性化をサポート。

その抗酸化作用はビタミンＣやビタミン E の摂取による抗酸化作用とは桁違いの働きがあると言われています。

遠赤外線
遠赤外線とは、 1-1000 ミクロン （1 ミクロン＝1 分の 1 ㍉） の波長帯域にある電磁波の一種です。

特に 6-14 ミクロンの波長帯域にある遠赤外線は、 人間の身体に心地よい波長として昔から注目され、

成長光線、 育成光線等と呼ばれています。

テラヘルツ
テラヘルツ波は 「生命光線」 「育成光線」 等と呼ばれる超遠赤外線です。 その最大の特徴は、 優れた浸透性•
透過性 （皮下浸透度） を持ち、 私たちの生体高分子レベルだけでなく原子レベルにも到達すること、 そして、 本

来の物性を瞬時に改善したり、 活性化させる力があると言われています。 テラヘルツ波は１秒間に１兆回も振動

する周波数を有し、 その周波数を受けると水の分子が共振し、 クラスターが小さくなります。 70 ～ 80％が水分

で出来ている人体に対し、 大変な親和性があり、 特に、 人体の中でももっとも水分比率 (90%) が高い脳にこの

生命光線が届けば最高に脳機能の活性化が期待できると言われています。

ストーンヒーリングの比類なきベネフィット

近赤外線
人体に無害の近赤外線は、 今、 最先端医療の現場で著しい成果を上げ、 世界から注目を集めています。

その素晴らしいベネフィットを、 いちはやく導入しています。

その他、 数十種類の宝石 ・ 薬石による癒しのちからを取り入れ、 製品開発に活かしています。

冬掛

※配送費は別途お見積いたします。 詳しくはお問い合わせ下さいませ。



STONE HEALING TERA DOWN MINI MAT

Photy by Kunihiko NOBUSAWA

HEALING.

ストーンヒーリング ・ テラダウン ・ ミニマットは、 40 センチ四方の貴方の特等席。

HEALING. の癒しの叡智を結集したと言っても過言ではない最先端の癒しの素材をふんだんに採用しています。

その得も言われぬ手触りの布地は、 人と環境に配慮した画期的なエコ素材。

また、 中材には、＊テラ加工を施した最高級ダウン、 さらに数十種類の薬石のちからを加えています。

遠赤外線ヒーター機能も付き、 一度、 腰を降ろしたらクセになるほど、 腰にやさしく快適な座り心地です。

取り外しのできるカバー付き。

ストーンヒーリング・テラダウン・ミニマット

プライス  ￥256,000 ( 税込 )

サイズ 　 W360 X 360mm

定格　　　 100V　置型式コンセントタイプ

消費電力　 35W

原産国　　 日本

温度調節 コントローラー (1: 弱～ 10: 強の 10 段階の温度設定が可能 )

布地　  エコ素材を使用
  カラーは１色のみ

f734

限りある資源の有効活用を目指し、 リサイクルポリエステルを原料とした、 自然と人にやさしいエコロジカルな超極細繊維を使用。

また、 製造工程及び製品に有機溶剤を使用していません。

・ 水系ポリウレタンの使用

欧州 Reach 規制等の化学物質取扱いに沿って、 一般的な＊DMF を含む有機溶剤系ではなく、 環境への負荷を極力おさえた

水系ポリウレタンをいちはやく使用しています。

＊DMF

欧州では DMF は生殖毒性の懸念があることから、 工業プロセスへの使用や、 含有製品の輸入 ・ 販売が法規制されています。

・ 直接紡糸法

＊トリクロロエチレンなどを含む有機溶剤による抽出製法 ( 複合紡糸 ) を採用せず、 人体への影響を配慮した、 高品質の原料を

そのまま糸にする直接紡糸法の糸を使用しています。

＊トリクロロエチレン

欧州ではトリクロロエチレンは発がん性への強い疑いがあることから、 工業プロセスへの使用や含有製品の輸入 ・ 販売が

法規制されています。

中素材  ホルミシス ・ テラヘルツ ・ ラジミックス ・ 遠赤外線 ・ 近赤外線

　　　　     各種宝石 （水晶 ・ トルマリン ・ アメジスト ・ エメラルド等） ・ シリカ ・

  テラクリスタル加工ダウンアレルキャッチャー その他数十種類の薬石

　　　　　  ※カバー付き

最先端のエコ素材を布地に使用。



SILK THERAPY
The Spirit of Silk Road

愛する人を守るために‥スピリット・オブ・シルクロード

遠いむかし、 戦いを避け、 遠く約束のふるさと 東の地を目指し、 旅する人々がいた。

彼らは仲間たちや他の人々のことを想い、 ねぎらった…

なにより、 和をもって貴しとする人々…

彼らが歩んだ道　大切なルーツの地への旅

Spirit of Silk Road

そのような想いから、 シルクセラピーは生まれました。

和 （愛） を尊ぶ　和 （愛） の国へ…



TERA SILK BLANKET & LAP BLANKET

This blanket is made with top-grade silk napped by highly skilled Japanese craftsman

that reel and process the silk ensuring a luxurious touch and a beautiful lustre. 

The addition of Tera Processing provides extraoridinaly healing features to the textile. 

テラシルク・ブランケット＆ひざ掛け

Photy by Kunihiko NOBUSAWA

HEALING.

プレミアムなぬくもりと肌ざわり‥　テラヘルツの光に癒され、 シルクのなめらかな潤いに包まれる至福‥。 掛けていることを忘れそうな軽さと薄さな

のに、触れるとふんわりなめらかな肌ざわりで暖かい。 その比類なきクォリティーは、世界が認める日本の熟練した職人の起毛技術がなせる技です。

原料には最高級ペニーシルクを採用し、 約 150 の製造工程を経て、 満足が行くまで徹底的に加工。 最後は、 職人の目で見て仕上がりを判断し、

精妙なる至極のクォリティを実現しています。 それはまさに妥協なき和のこころをあらわす芸術品と言っても過言ではありません。

サイズ 　 シングル (140×200cm)

カラー  グレイッシュ ・ シルク

原産国　　 日本

天然繊維のなかで最も細く最も長い繊維であるシルクは、 繊維と繊維の間にたくさんの空気を含むことができるため、

すきまの空気の断熱効果により外の寒さを伝えにくいという特徴があります。 「冬は暖かく、 夏は涼しい」 快適な天然の

エア ・ コンディショナーとも言えるシルク繊維の中でも、 特に極上のペニーシルクを使用。 ペニーシルクは一般のシルク

に比べ、 より繊維が細くしなやかで、 とてもやわらかな肌触りに仕上がります。 やわらかさを求めるブランケットの素材と

しては、 この上ない素材であるとともに、 光沢感、 保温性、 吸湿 ・ 放湿性、 耐電性などにも優れた最高級シルクと

位置づけられています。

テラシルク ・ ブランケット

プライス  ￥203,000 （税込）

テラシルク ・ ひざ掛け

サイズ 　 140×100cm

カラー  グレイッシュ ・ シルク

プライス  ￥93,000 ( 税込 )

原産国　　 日本

素材のこだわり
こだわりの逸品

技術のこだわり まるでダイアモンドの原石を研磨して宝石に仕上げるように、 極限まで磨かれたシルクブランケット。

それはつややかな光沢を持つと同時に、 このうえないやわらかさを持っています。 お母さんの手のようにあたたかくや

わらかな特殊起毛は、 一般の起毛に比べ、 毛の密度が格段に違います。 それは熟練した職人が特別な起毛針で、

極上素材のペニーシルクを根こそぎ表面に引き出すことで可能になるのです。

[ 特殊起毛の断面 ] [ 一般起毛の断面 ]

シルクと活性酸素
活性酸素は本来、 体内に侵入した細菌やウィルスを攻撃し、 体を守るものですが、 食品添加物や紫外線などの外的

要因や、 ストレスや喫煙などの内的要因で増えすぎた活性酸素は、 健康な細胞までも破壊します。 シルクに含まれる

アミノ酸は、 活性酸素の不安定な電子を除去したり、 逆に電子を与えて安定させることで、 活性酸素を安定化し、 健

康な細胞の破壊を抑制すると言われています。

シルクとタンパク質
シルクは人間の皮膚と同じタンパク質でできているため、 第二の皮膚とも言われるほど人間の肌に合う素材です。 吸湿

性 ・ 通気性 ・ 保温性にすぐれているだけではなく、 人の肌や筋肉などと同じ１８種類のアミノ酸からできているため人の

肌へのなじみがよく、 手術の際の縫合糸として使われたり、 人工血管や人工皮膚への応用も研究されているほどです。

シルクと静電気

シルクは吸湿性に富むために、 合成繊維に比べ、 静電気が起きにくいことが特徴です。

シルクと痛み
温泉は、 古くから病気やけがの治療に利用されてきましたが、 それは温泉の浮力や水力のはたらきやリラックス効果の

ほかに、 温泉成分の効果、 中でも、 痛みや炎症を軽減する効果がある 「硫黄」 のはたらきがあります。 シルクには

硫黄分が含まれるため、 シルクを肌に直接当てることで、 痛みや炎症の鎮静化が期待できると言われています。

※実際のカラーと異なる場合はございます。 ご了承くださいませ。



CARBON BALANCER

HEALING.

CARBON BALANCER reflects not only electromagnetic waves 

but also absorbs it and transforms it into electricity. 

Please place it in the middle or at the 4 corners of a room to protect you 

from harmful electromagnic waves



量子の世界

有効範囲は 200m。 それ以外の範囲を

ご希望の場合はご相談ください。

有効期限 ： 半永久的

200m
Dimension　w.φ:100mm　h.43mm

Price: 　　　 750,000 円（税込）

SUS
ステンレス鋼

電子の軌道を　一瞬に整えるCARBON BALANCER

この宇宙は、素粒子の海
　5G の導入が、 いよいよ本格的にはじまってきた最近のオフィス内は、 コンピューター、 プリンターなどをはじめ多くの電子

機器が導入され、 これらから大量の電磁波が放射されています。 家庭内でも同様です。 住宅の近くに高圧線やトランス、

携帯電話の中継アンテナ等があるために、有害な電磁波放射にさらされています。 さらに、地下からは有害な地磁気 （電

磁波） が放射されている場合もあります。

　お部屋に置くだけで、 電磁波や地下からの地磁気、 LED 照明などから心身を守る安心 ・ 安全な空間創りや、 身体の

電子の軌道を調えるサポートをいたします。 その他、 車内の空間調整や、 身体に直接当てるといったご利用方法も‥。

自然界で最も安定して電子の軌道を保つという岩盤に精通した HEALlNG. だからこそお届けできる、 5G 対策、 電磁波対

策の半永久的逸品です。

    各種エレクトロスモック（電磁波） やジオパシックストレス （地磁気） 等の有害な電磁波対策として、 家やオフィスなど

好きな箇所に置いてご使用いただけます。 ご自身や周りの環境も電磁波からシールドしてくれることでしょう。

有効範囲は 70m。 それ以外の範囲を

ご希望の場合はご相談ください。

有効期限 ： 半永久的

70 m
Dimension ： w.φ:83.4mm　h.36.2mm

Price: 　　　　350,000 円（税込）

SUS
ステンレス鋼

カーボンバランサー携帯用

材質 ： ステンレス

Dimension　w.φ:12mm　h.66mm

Weight　    約 27g

Price :       102,000 円（税込）

　5G 電磁波対策のグレードアップとして、 ロシアより航空機に搭載されている強力な  隕石をプラスした 「カーボンバランサー

α」 は、 航空機部品加工の技術を極めた匠の手によるチタン容器に、 テラヘルツ、 バドガシュタイン鉱石、 ゲルマニウム

鉱石、 波動石、 トルマリン、 水晶など 20 種以上の天然鉱石を凝縮したパウダーを内包しています。

　チタン特有の人間の身体に流れる生体電流の乱れを整え、 新陳代謝を促進するという効果が期待されます。 「カーボン

バランサーα」 は、 電磁波を吸収し 正しい正常な電子に戻し、 ノイズを０の状態にしてから出てゆきますので、 電磁波カッ

トするという考えではありません。 人間の歪んだ電子を軌道修正し、 正しい流れに導いてくれるのが、 「カーボンバランサー

α」 の特徴です。

　電磁波は、 物質に当ると、 反射したり吸収されるといった性質を持っていますが、 通常使われている金属系の高電気伝

導性材料は、 電波を反射するものです。 一方、 「カーボンバランサーα」 は、 電磁波を吸収し、 熱エネルギーに変調

するのが大きな特徴です。 その吸収率は 99％以上で、 外部からの電磁波の影響を受けず 脳波がα波を維持します。 

室内に設置することで、いわば、その場所が 「イヤシロチ」 とも呼べる、電子の軌道が整った空間創りを 半永久的にサポー

トいたします。



量子の世界AERO

the world of quantum 

to balance orbits of electrons

エアロ - 電子の軌道をととのえる

いのちを活性化するヒーリングストーン、 自然の植物から直接抽出したライフウォーターが

最先端の調湿テクノロジーとコラボレーション。 さりげなく空間を飾るモダン、 かつスレンダーなボディに、

５リットルの大容量タンクをそなえた超音波加湿器です。 本体に内蔵可能なコントローラー付。

上端部から出るライフウォーターの細かいミストが、 部屋全体を潤します。

ベッドルームやオフィスの空調をととのえ、 空間の電子の軌道を正しい方向へ‥。

森の中や、 花々にうずもれているようなすがすがしさに、 こころもからだも清められるようです‥。

超音波調湿機器

寸法 ： 土台直径 22x 上部直径 15 x 高さ 67 cm

電圧 ： 100 V

容量 ： 　5  L

価格 : ￥198,000（税込）

上端部から出る超音波ミストで、

お肌にうるおいも‥。
コントローラーで手元制御可能。

AERO

LIFE WATER 植物のちからをそのままにからだへ
Direct from Plants to Human

「ライフウォーター」 は、 自然な植物の花 ・ 茎 ・ 葉 ・ 根な

どから、 低温および化学物質不使用の新しい技術によって

抽出される植物の細胞水を主とする水です。 化学物質を一

切使わない低温抽出のため、 植物が持つすべての成分が

そこなわれることなく、 ダイレクトに取り出された活性水と言っ

ても過言ではありません。 この水は様々な特性や機能性を

持ちますが、 植物の種類や抽出する部位によってそれぞれ

特徴がことなります。

名　称 : ライフウォーター

内容量 ： 100ml

屋久杉 \9,020  （税込）

白樺　　　  \3,960  （税込）

ローズ　　  \8,030  （税込）

さくら　　  \8,030  （税込）

　　　

A great collaboration of modern air conditioning technology, 
life-energizing healing stones and 

the life water extracted directly from natural plants.
You will feel refreshed with the clear & harmonious air 

to let orbits of electrons flow in order. 

HEALING.



HEALING. CATALOG
HEALING CO.,LTD

1195-217, TAKAKU-HEI, NASU-MACHI, NASU-GUN

TOCHIGI, JAPAN, 325-0302

TEL. 0287-62-5281, FAX 0287-78-7525

http://www.healing-relax.com

info@healing-relax.com


