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エストニア製バレルサウナ(樽型)の特徴・製品説明

用途例：自宅サウナ、キャンプ場、グランピング施設など組立、設置方法などをご案内します。

• ロウリュサウナとドライサウナの違いは？

フィンランド式サウナの中でも日本のアウトドアで人気なのは、フィンランドに伝わる入浴法「ロウリュ（ロウ リュウ）」
という方法を用いたもので、薪をくべたストーブの上で熱したサウナストーンに水をかけることで生じる熱い水蒸気で室内を温
める方式です。

乾式サウナのようなピリピリ感もなく、サウナと外気浴や冷水浴を繰り返すことで深いリラクゼーション効果があるのだそう。

• バレルサウナの魅力魅力とは？

バレルサウナは一般的に天然の木材を使用します。 木そのものが持つ自然のぬくもりや、天然木の心地よい香りでリラックス効
果がアップ。 穏やかで気持ちいい木材の肌触りも、バレルサウナの魅力でしょう。

• フィンランド流のサウナの効果は？

適湿・適温の環境は体への負担も少なく、蒸気に包まれながらじんわりと汗をかいていき、とても気持ちの良いものです。サ
ウナでは交感神経が刺激され、水風呂では副交感神経が刺激されますが、これを適度に繰り返すことで自律神経を整える効果も
あります。

また、サウナは血管が広がり血行促進の効果もあります。
筋肉にも血液が多く流れるので、肩こりや体の疲労軽減にも役立ちますし、新陳代謝も活発になるので、むくみの解消やアンチ
エイジングの効果も期待できるでしょう。



SAUNA 01のデザインの説明

• 素材：スプレース(マツ科)の害虫防止・抗菌用Thermowood（高温処理高耐久木材）

• 材厚：42mm 寸法：220x 直径230cm 窓：67x 30cm扉： 160x 59cm
重量：700kg 梱包サイズ：220x 120x 120cm 4名対面用スペック

• サウナストーブ：フインランドブランド(HARBIA )の薪と電気(200V)の２タイプ

• 配送運賃：4tユニックがご希望の搬入可能な場所までの荷下で算出、但し

環境により追加の料金が発生する場合もございます。

• オプション：背面に反面（Half Moon)または全面（Full）ガラスに替えることも

可能です。（別途料金がかかります）



SAUNA 01のデザインの画像と組み立て動画(YouTube)

屋根付き

組み立て動画
https://youtu.be/8BWzwjcvVp8

https://youtu.be/e6e4QYUmq10

https://youtu.be/qQjuWuJZG0M

about:blank
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SAUNA 02のデザイン説明

• 素材：スプレース(マツ科)の害虫防止・抗菌用Thermowood（高温処理高耐久木材）

• 材厚：42mm     寸法：250x 直径230cm     窓：67x 30cm     扉： 160x 59cm
重量：800kg     梱包サイズ：250x 120x 120cm      5〜６名対面用スペック

• サウナストーブ：フインランドブランド(HARBIA )の薪と電気(200V)の２タイプ

• 配送運賃：4tユニックがご希望の搬入可能な場所までの荷下で算出、但し

環境により追加の料金が発生する場合もございます。

• オプション：背面に反面（Half Moon)または全面（Full）ガラスに替えることも

可能です。（別途料金がかかります）



SAUNA 02のデザインの画像と組み立て動画(YouTube)

電気ストーブ薪ストーブ

組み立て動画
https://youtu.be/ekg2bPc2IKk

https://youtu.be/e6e4QYUmq10

https://youtu.be/jRqi0tLpylA

about:blank
about:blank
https://youtu.be/e6e4QYUmq10
about:blank


ホットタブの説明

DELUXE TUB サームウッド(高温処理高耐久木材）

• 北欧パイン材(スプルーフ材/マツ科)の害虫防止・抗菌用などThermowood（高
温処理高耐久木材の使用)

• 材厚：19mm     寸法：直径200cm     高さ：95cm     重量：270kg
梱包サイズ：238x 118x 220cm     4~6名用のスペック

• ストーブ：薪タイプで風呂蓋（グラスファイバー製）付き

• 配送運賃：4tユニックがご希望の搬入可能な場所までの荷下で算出、但し環境
により追加の料金が発生する場合もございます。

• 浴槽内部：ABS樹脂A (アクリロニトリル)・B (ブタジエン)・S (スチレン) の

3種類の成分で耐熱性・耐衝撃性(滑りにくい)



DELUXE TUB サームウッド(高温処理高耐久木材）の画像



製品の保証面に関してアイテム別のお見積価格

• SAUNA 01のデザイン(税込)

SAUNA 01➕フインランドブランド(HARBIA )の薪サウナストーブ=1,124,000円➕送料(下記参照)

• SAUNA 02のデザイン(税込)

SAUNA 02➕フインランドブランド(HARBIA )の薪サウナストーブ=1,180,000円➕送料(下記参照)

• ホットタブのDELUXE TUB(税込)

DELUXE TUB➕風呂蓋(グラスファィバー製)＝1,068,000円➕送料(下記参照)

• 各地への概算配送料金(税込)

概算：関東5〜6.5万円、北関東８〜10万円、東海10〜14万円、東北・北陸14〜20万円、

関西14〜18万円、中国・四国20〜25万円、九州27〜36万円(大分29万円)、北海道38,5万円、沖縄72,2万円

• 組み立てご依頼時の施工費・日当など概要

施工費：約250,000円(税込)以上＋宿泊費、交通費 (実費)(例・大分県110,000円)・・・サウナの種類で多少違います。

• 在庫・納品日程について

在庫状況： SAUNA 01は6月下旬入荷予定・ SAUNA 02は在庫切れでオーダー後約５ヶ月・

ホットタブは在庫有りです。

＊在庫切れの場合、ウクライ問題で製品はエストニア→ドイツ(陸送)→日本(空輸)で約4.5ヶ月〜5ヶ月間



オプションのサウナ・グッズ

• サウナ用ロウリュアロマ水

ヒノキ抽出水/クロモジ抽出水・内容量：500ml・容器：ガラスビン・日本製

• コッパーロウリュ桶・コッパーロウリュひしゃく

桶：サイズ：本体 直径236×H154mm、ハンドル含むW250×H300mm

重量：885g・材質：本体／銅 ハンドル／木（ブナ）・組立式・日本製

ひしゃく：サイズ：本体 直径112×H45mm 、柄含むW430×H75mm

重量：210g・材質：本体／銅、真鍮 柄／木（ブナ）

• サウナストーン

サイズ：W70×D70×H41mm・重量：約310g（1個）

１箱37個入り（約11.5kg）・材質：セラミック・日本製

• サウナベンチ

サイズ：組立時W164.2×D36.5×H42cm、折畳時W82.1×D36.5×H9.5cm

重量：9.5kg・材質：座面／合板 脚・フレーム／鉄・ロシア製

表面加工：座面／オイル仕上げ 脚・フレーム／ポリエステル塗装

• 製品価格は数量・送料により異なる為、オーダー毎のお見積とさせて頂きます。



製品の保証面に関して

(輸入元の夢木香株式会社の保証基準に沿って対応致します。)
購入・組み立て時での不具合・不良に伴う保証で購入後は有料でのアフターサービス対応となります。

区分 保証対象 適用除外 保証 期間

構造 躯体
1構造強度に影響を及ぼ
すと判断された場合

1無垢材特有の乾燥収縮
に伴うねじれ、ひび割
れ、ヤニ漏出 2セトリン
グに伴う水平レベルの狂
い 3構造上特に支障のな
い程度の変形

10年

基礎
1建物本体の基礎の著し
い不同 下

1乾燥に伴うヘアーク
ラック

10年

屋根 ・ 庇
1雨漏り 2破損・脱落・
割れ

1入居者が取り付けた機
器等に起因するもの 2台
風・積雪・豪雨等異常気
象によるもの 3凍結・枯
葉等の詰まりに起因する
もの

10年

外装 仕上 げ
1漏水の起因となるよう
な著しい変形

1建物の使用に影響のな
い軽微な割れ・反り、ヤ
ニ漏出
2ログ材部からの漏水

10年

内外 窓 ・ ドア
1建付不良 2作動不良 3部
品の故障

1開閉機能に支障をきた
さないもの 2無垢材特有
の節・変形・色むら・軽
微なキズ、ヤニ漏出

2年

内部 仕上 げ

1通常の仕上げ・機能と
比較し明らかに不良があ
ると 判断された場合
2板貼以外の仕上部分に
おける著しいひび割れ・
剥離 (クロス、塗装、珪
藻土、漆喰、タイル等) 

1無垢材特有の収縮・反
り・隙間・割れ、ヤニ漏
出
(躯体を含む) 

2年

設 備

1電気
2ガス 3給水・給湯・排
水 4暖房・冷房・換気 5
汚物処理設備

1異物の詰まり・凍結に
起因するもの 2パッキン
等の消耗品とそれに起因
する故障 3メーカー保証
のあるものについて 、当
該メーカーの
定める保障期間とする 4
入居者が取り付けた機器
等に起因するもの

2年

デッキ ・ バルコ ニー
1構造強度に影響を及ぼ
すと判断された場合

1施工時に予想し得な
かった負荷に起因するも
の

2年

塗装
1木部以外の塗装部分に
おける著しい剥離・ひび
割れ

1日焼け等による塗装の
劣化、ヤニ漏出

2年

コンク リート工 事

1アプローチ、ポーチ、
玄関土間、犬走等、 主要
構造物以外の著しい 下・
ひび割れ・不陸・隆起

2年


