「息苦しくない温熱浴」を、

ご導入 いただ いた お客様の声

「リラクスペース Wish」諸橋様 （リラクゼーションサロン / 新潟県）

当サロンは美容と健康に心がけ、いつも笑顔で元気になれるサロンを目指しております。

陶板浴を知ったのはお客様からの情報でした。気になったので「自分の体で実感してみよう！」という思いから近隣の陶板浴
店で体験しました。それから通い始めて � 年、体を温める大切さを感じ、「これをサロンの新メニューとして取り入れたら、

お客様にご提案できるだけでなく、他店との差別化にも良いのではないか？」と思い、プライベート陶板浴を導入いたしまし

た！当サロンでは、初めに陶板浴で �� 分温まってから施術し、施術後にまた �� 分入ってもらうというコースを提案しており
ます。まず体を温めてリラックスモードで施術を行い、終わってからも入ることで、普段なかなか感じない胸周り・お腹・お
尻の冷えを感じるお客様が多いです。芯から温まって心地よくなり、気持ちよくお帰りになられる姿が増えてありがたく思い
ます。自営業のため施術の売上だけで利益もほぼ決まっていましたが、陶板浴を導入したことで利益も増え一石二鳥です。

あなたのお店に。
整体・カイロプラクティック様向け温熱浴

プライベート陶板浴

これからは自分の体は自分で守っていく時代だと思っています。

陶板浴をうまく活用しながら、体温を上げ、免疫力を高め、自然治癒力を高めながら皆さんが毎日笑顔で楽しく過ごせるよう
少しでもお力になれればという想いで今後も役立てていきたいと思います。

温度上昇テスト結果（自社実験）

ご体験・お申し込み

50℃

展示がある店舗では実際にご体験いただ
けます。展示店舗はリバースジャパンウェ
ブサイトで確認できます。

※本体価格のほか、お届け先に応じた配送料、
組み立て費が別途かかります。
詳しくはお問い合わせください。

40℃

30℃

20℃

床温度
壁温度
内部

導入までの流 れ

2020 年 3 月 26 日 陶板浴にいつ 待合室（新潟県新潟市秋葉区）にて実施

10 時の営業開始に
備えてタイマーで
午前 5 時に電源 ON
午前 5 時
20.0℃
20.0℃
20.0℃

午前 8 時
43.0℃
44.0℃
31.8℃

午前 9 時
44.5℃
46.0℃
33.5℃

3 ～ 4 時間程度で
温かく感じる温度に

内部温度

壁温度

※寒冷地など低気温（室温）
条件では更に時間を要します。

午前 10 時
45.0℃
46.0℃
34.4℃

午前 11 時
47.0℃
46.5℃
35.4℃

床温度

正午

47.5℃
47.5℃
36.0℃

午後 1 時
47.5℃
47.5℃
36.5℃

安全仕様の遠赤外線電気ヒーター

自己温度制御機能付きで、こもり熱による異常高温を防ぎ、
過熱による床焦げ・火災事故を起こしません。
電気用品安全法「PSE」マーク取得済

製品仕様

製品構成

フレーム、断熱パネル、床部、コントローラー、

本体寸法

幅 2,150× 奥行 1,040× 高さ 1,950 mm

材質

フレーム：杉、断熱パネル：硬質ウレタンフォーム、珪藻土

重量

USB/AC100V コンセント

床部：杉、陶器タイル

突入電力

948W

その他備考

現地にて組み立て工事

各部品の到着に合わせて専門の組立員が
お伺いして組み立てます。作業時間はお
おむね 3 ～ 5 時間程度です。

※作業時間は前後する場合があります。

お問い合わせ・ご用命は下記まで

施術前に利用すれば体がじんわりと温まり、
施術をより気持ちよく受けられます

ドア窓部：ポリカーボネート

本体（ヒーター）
：AC200V ／内部 USB ポート等：AC100V

タイル温度

200Vコンセント工事（お客様手配）

電気工事店様にご相
談・ご依頼いただき、
お届け日までに 200V
コンセント工事を完
了してください。

約 100kg

使用電源
定格電力

生産開始・配送

お申し込み手続き・お支払い完了後に、
生産を開始いたします。完成後、各部品
を設置場所まで配送いたします。

384W

コントローラー 10 段階設定（タイル表面温度：最大 47.5℃）

ヒーター：電気用品安全法「PSE」マーク取得済 /10 年保証

※印刷物と実物とでは色味が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※製品の仕様、規格および外観は、予告なく変更する場合がございます。

総発売元

https://www.rebirth-j.com

株式会社リバースジャパン

検索

202004

施術利用のない日に温熱浴目的での来店、
新たな顧客層の開拓にもつながります

気軽に入れる温熱浴で、元気な毎日を。

設置は�日で完了。営業への影響を最小限に。

体の冷えを取って温まりたい、リフレッシュして元気に過ごしたい⸺そんなお客様の健康づくりに貢献するため、

「抗酸化陶板浴」は生まれました。湯船はなく、ただ横たわるだけ。暑すぎずほどよい暖かさで、湿度も低くカラッと。
息苦しさを感じにくく、さらに空気環境を改善する自社開発技術により、心地よく過ごせるきれいな空気の空間です。

通常は � 室全体を抗酸化陶板浴にする方式のため、温水パイプの引き込み、塗装など大掛かりな改築を必要としますが、

本製品はコンパクトなユニット型に集約。あらかじめ加工された部品を現地で組み立てるだけなので、設置は � 日で完了。

「完成までの期間が長いのは困る」
「賃貸物件なので内装に手を加えられない」といった場合でも導入していただけます。

設置作業は � 日で完結

部品の到着と同じ日に組立員がお伺いし、現地で組み立
てます。作業時間はおおむね 3 ～ 5 時間程度です。

作業時間は現場の状況により前後する場合があります。

組み立て設置によるメリット

臨時休業などは
最小限で OK

レイアウト変更や
店舗移転にも対応可

増設も
容易

抗酸化陶板浴店舗の浴室内

湿度が低くカラッと、ほどよい暖かさの温熱浴

組み立ててコンセントに繋ぐだけで、お店の一角が気持ち良いリラクゼーションコーナーに早変わり。

抗酸化陶板浴の特長はそのままに、個室型で他人の視線を気にせずゆったりとくつろぐことができます。

Point

1

Point

2

Point

3

Point

4

床はじんわり、空気もほわっと暖かい

お客様満足度の向上・集客に貢献
施術前・施術後に

施術前に利用すれば、冷えている方・体が硬い方もほぐ

床面と壁面の一部に内蔵した全 12 枚の遠赤外線ヒーターで温め、
断熱パネルが熱を逃がさず空間も暖かく保ちます。

れやすくなり、よりリラックスした状態で施術を受けて

いただけます。施術の気持ち良さに温熱浴の気持ち良さ

心地よい空気環境でリラックス

が組み合わさり、更なる満足度向上が期待できます。

断熱パネルに塗られた珪藻土が消臭、調湿。
室内をきれいな空気に保ち、心地よい環境でくつろげます。

毎日のお手入れが容易

珪藻土の調湿効果で室内は低湿度に保たれ、湿気はほとんどありません。
そのため日々のお手入れは床面の拭き掃除程度で OK です。

陶板浴単独での提供

切り忘れ防止などに役立つ入切タイマー機能
使用例（ライトは付属しません）
USB ポート・100V コンセント各 1 口付
※USB ポート・100V コンセントは
AC100V 電源を使用します

フレームには国産の杉材を使
用。塗 装 に 用 い る 塗 料 に は、
塗料特有の臭いを低減する加
工を施しています。

全ての断熱パネルの両面には
消臭・調湿に優れた珪藻土（リ
バースコート）をふんだんに塗
布しています。

室内のプライバシーを守りつ
つ適度な明るさを確保できる
ポリカーボネート窓。ガラス
より割れにくく安心です。

ヒーターは自己温度制御機能
付。こもり熱による異常高温
を 防 ぎ、過 熱 に よ る 床 焦 げ・
火災事故を起こしません。

陶板浴だけの利用を新たなサービスとして提供すれば、

施術利用日以外でも既存のお客様のご来店が期待でき、

また陶板浴をきっかけに来店されたお客様が施術も受け
ていただくなど新たな顧客層の開拓にも繋がります。

