


02 03

木の心地よさ、柔らかさ

人に寄り添う優しさ

昔、日本のお風呂は木で作られていました。

しかし水漏れや汚れで頻繁に取り替える必要が

あったため敬遠され、現在では FRP 樹脂浴槽で作

られるお風呂が一般的です。

「 従来の木の風呂の欠点をなくし、

  一般の方でも扱いやすく、

  手入れしやすいひのき風呂があったら… 」

という夢のような構想から

『次世代のひのき風呂』の開発が始まりました。

TAJIMA は日本で初めて、木組みによる

ひのき風呂に防水加工を施しました。

特殊防水加工や木の伸縮を抑え水漏れをなくす

木組み技術開発の道のりは長く、

決して平坦ではありませんでした。

創業以来八十年続く加工技術、

二十年以上の製品改良を経てようやく

手入れや掃除が FRP 樹脂浴槽のように簡単に

そして美しく、清潔さを保ちながら

長く使用できる サステナブルな

次世代のひのき風呂が誕生しました。

古来から木に親しんできた日本人の遺伝子を受け

継ぐ、現代のひのき風呂として多くの方に楽しん

で頂きたいと、TAJIMA は作り続けております。
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飛 騨 は 木 の 国 、 山 の 国飛 騨 は 木 の 国 、 山 の 国

木工の歴史が長い岐阜県飛騨高山市にて

樹齢 100 年以上の国産ひのき丸太を使用し

自社工場で木の選別から製材、完成まで

全て１台１台手作業で製作しております。

基 本 は オ ー ダ ー メ イ ド基 本 は オ ー ダ ー メ イ ド

いかなる要望にもお応えできる職人、材木、設備を備えております。

小さな浴槽から特大浴槽まで計測、設計、製作します。

腰掛段つき、背もたれ傾斜つき、オーバーフロー加工、防水加工の種類の指定等なんでもご相談下さい。

また風呂に限らず、ひのきを使用した机や椅子などのオリジナルのプロダクトも製作可能です。
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従来のひのき風呂
が抱えるリスクを 次世代のひのき風呂が防ぎます

従来のひのき風呂
リスク①

従来のひのき風呂
リスク③

従来のひのき風呂
リスク④

従来のひのき風呂
リスク②

独自技術①｜木組み

防水加工
＋滑り止め加工＋抗菌加工（オプション）

FRP 樹脂浴槽と
同様のお手入れ方法

独自技術②｜特殊防水加工

板は濡れ乾きによって伸び縮み

します。木製浴槽は、濡れ乾き

による伸び縮みの影響を大きく

受け、年数の経過と共に水漏れ

発生のリスクが高まります。

板は濡れ乾きによって伸び縮み

します。木製浴槽は、濡れ乾き

による伸び縮みの影響を大きく

受け、年数の経過と共に水漏れ

発生のリスクが高まります。

木風呂に発生したカビは、木の

内部にまで浸透するため、どん

なに掃除をしても根本的な解決

にはなりません。かんなで表面

を削ったとしても、２～３か月

で元の黒ずみの状態に戻ってし

まう可能性もあります。

従来の木風呂の最大の悩みは木

にしみ込んだ汚れやカビなど

の菌が取れないことです。よく

見られる木風呂の黒ずみの正体

は、木の糖分を食べて繁殖した

カビや菌です。これらは有害で

見た目も悪く不衛生です。

水漏れで水道代がかさみ

湯量も少なく・・・

ぬめりで滑りやすくなり

とても危険

お手入れが大変

使い始めてから

3 ヶ月で変色が始まり

3 年目には

黒ずみがでることも

弊社では、水漏れを防ぐために、一枚の厚板で製作
するよりもあえて何倍もの手間のかかる木組みによ
るクロス積層構造（CLT）で浴槽を製作しておりま
す。創業以来八十年の木工製品づくりで培った高度
な加工技術と加工機械を用いて精度の高い浴槽を手
作業で作り上げております。

特殊防水加工でひのき風呂を水から守り、木の毛羽
立ちやぬめりを防止。更に床面には基本的に滑り止
め加工が施されております。加工箇所の細かな指定
も自由自在です。オプションとして、抗菌力 99.8% 
のガラスコーティング剤による抗菌加工を施すこと
も可能です。

①と②の TAJIMA 独自技術により製品に水や汚れの
浸透を防ぎ、簡単なお手入れでも、ひのき本来の美
しさが長期間持続します。木の定期的な漂白や研磨、
水漏れ対策に少量の水を張っておく等の対策は必要
ありません。浴槽使用後に表面に付着した汚れを洗
い流し、水気をふき取るだけで清潔さを保つことが
できます。

変色や黒ずみを防ぐために、木の内部に水や汚れが
浸透しないようにすることが有効です。
①の木組みで製作した浴槽に、さらに 20 年以上に
渡って改良を繰り返し確立した TAJIMA 独自の特殊
防水加工により、製品に水や汚れの木の浸透を防ぎ
ます。

防水加工面と無垢面の劣化度の違い
（当社比：期間 1 年間）
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防水加工の種類防水加工の種類

Type1 特殊防水加工

木の外側をコートして、汚れ、カビの浸透を防ぎ、黒ずみ、ヌメリ、水漏れか

らひのき風呂を守ります。

表面についた汚れや水気が簡単に拭きとれるので、掃除が楽で、しかも清潔さ

が長期間持続します。

１００％完全防水ではありませんので、部分的にあめ色になる箇所はございま

すが、非常に高い防水加工により、防水処理のない木の風呂と比べて、各段に

扱いやすく劣化しにくいため、浴槽、浴室全体がきれいで長持ちします。

理想的なお風呂の実現に、
TAJIMA の豊富なひのき加工をご利用ください。

Type2

Option

液体ガラスコーティング

特殊防水加工よりも木の香り、感触をより感じたい方のための、浸透性のコーティングです。
ひのき風呂を露天、直射日光の当たる場所へ設置される場合にはこちらをお勧めします。
撥水効果に優れ、防水処理のない木の風呂と比較して扱いやすく耐久性が増します。
TYPE １のような防水効果はございません。

※十分な撥水効果を保つため、必ず定期的にコーティングを施し、メンテナンスを行いながら
ご使用ください。コーティング剤の販売も行っております。

抗菌加工

Type1、Type2 共 に 抗 菌 力 99.8 ％ の ガ ラ ス
コーティング剤による抗菌加工を施すことが
可能です。防水、防汚、美観効果に加え、抗
菌、防カビ、消臭効果が得られます。食品安
全基準を満たす安心なコート剤です。

滑り止め加工

TAJIMA では基本的にひのき風呂の床面、洗
い場、手すりに滑り止め加工を致します。
その他ご希望箇所がございましたら、お申し
付け下さい。
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オーダー箱型浴槽オーダー箱型浴槽

木に汚れや水が染み込みにくいため、木風呂の悩みである、
カビや黒ズミ、ぬめりの発生が最小限に抑えられ、表面に
付着する汚れも落としやすく、大変衛生的にご使用いただ
けます。浴槽底は滑り止め加工、水勾配つき。

外寸：1250mm x  750mm x h575mm
背もたれ傾斜 / 腰掛け段つき 箱型浴槽

外寸：1840mm x  1195mm x h635mm
露天風呂

外寸：1270mm x h650mm
八角露天風呂

外寸：2000mm x 1210mm x h640mm
一般家庭　特大箱型浴槽

唯一無二　特別な浴槽空間

浴室設備に対応した、オーダーメイドの箱型浴槽です。
ＣＬＴ工法による独自の木組み、特殊防水加工の２つの工夫で　　　　
水漏れの発生しにくい浴槽です。
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檜ユニットバス檜ユニットバス TAJIMA の特殊防水加工は、
全ひのき製のユニットバス製作を可能にしました。
すべて手作業による製作です。

昔からの木風呂の欠点を解消した、日本で初めて、
２０年以上の実績のある本格的な防水加工檜ユニットバスです。

加工技術の進歩で製品精度の高い檜風呂で水
漏れを防止。
表面の防水加工で木の黒ずみ防止。
木に汚れや水が染み込みにくいため、木風呂
の悩みである、カビや黒ズミ、ぬめりの発生
が最小限に抑えられ、
表面に付着する汚れも落としやすく、大変衛
生的にご使用いただけます。
従来の木風呂の黒ずみの掃除と比較すると、
一般的な樹脂浴室と変わらない掃除だけでよ
く、大変簡単です。

全く新しい、次世代の檜ユニットバス

ここが自慢。

防水加工の檜ユニットバス

1.25 坪タイプ
御影石床板
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洗い場床は浴室の中で最も汚れが付く場所のため、御影石にする
と洗いやすく扱いも楽で長持ちします。

足裏の感触が温かい、ひのき柾板を使用した床板です。
汚れが付きやすい目地がないため、こすり洗いの必要がありま
せん。洗浄による傷がつきにくく長持ちします。

ユニットバスサンプル図面

洗い場床は御影石、ひのき板からお選び頂けます

ユニットバス用檜浴槽

浴槽 1 坪タイプ用　外寸 1250 × 700

浴槽 1.25 坪タイプ用　外寸 1250 × 750

壁板（節入り） 鏡面浴槽フタ

1 坪タイプ、1.25 坪タイプ、特注サイズに対応しております。
洗い場床檜板仕様または御影石仕様をお選びください。
2 階以上設置の場合は防水パン付き。

1,820

1,820

1,
25
0

700 900

2,275

檜ユニットバスの見積価格は木部のみの価格です。
器具（蛇口、照明、換気扇、窓アルミサッシ、手すり）は含まれておりませんのでご準備ください。
水道工事、配管工事、照明器具等の取付工事もお願いします。
檜ユニットバスを取付の際に、水道業者の方に一緒に配管を行っていただきたいため、業者さんの手配をお願いします。
器具の取付は後日で構いませんが、檜板に傷が付く恐れがあるためご注意ください。
洗い場床にはトラップが付いていますが、浴槽下にはダブルトラップになるため付けません。
悪臭防止のため、屋外の浄化槽に入る前に臭気抜きをして下さい。
2 階以上に設置の場合は重量補強をお願いします。
2 階以上の設置で防水工事をしていただける場合は、防水パン製作代金は不要です。

檜ユニットバスの注意事項

その他

御影石床板 ひのき柾目板・タイル目地なし床板

浴槽のサイズ変更、腰かけ段加工、背もたれ傾斜加工、
追い焚き穴あけ加工、オーバーフロー加工が可能です。
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オーダーメイドよりも価格を安くご提供できます。

規格サイズ浴槽規格サイズ浴槽

3 種類の大きさからお選び頂けます。
1200 × 700mm( 内寸 1100 × 600mm)　
1250 × 700mm( 内寸 1150 × 600mm)　　
1250 × 750mm( 内寸 1150 × 650mm)　
高さ 575mm　深さ 500 ～ 520mm（水勾配付き）

オーバーフロー加工

20°

背もたれ傾斜

浴槽の内側に傾斜をつける加工です。背もたれにお身
体を預けて、ゆったりと入浴をお楽しみ頂けます。ま
た、箱型よりも湯量の節約ができます。

浴槽内腰かけ段（2 種類）

浴槽の笠木（上縁）の一部分に設けたオーバーフロー
部分から湯があふれ、贅沢な時間を演出します。

壁板、天井板

吐水口

防水加工された腰掛けと手桶

様々なご要望に対応します様々なご要望に対応します

ステップチェア半身浴スライドチェア
( 踏み込み段としては使用しないで下さい )
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ご注文の流れご注文の流れ

お見積り
お見積りは無料で致します。
弊社ホームページの見積依頼フォームに必要事項をご記入の上ご送信ください。
www.hinokibath.com
ご希望の方には無料で板サンプルをお送りします。

お見積書の確認
弊社からお見積書をお送りします。
必要な場合には、こちらからお電話にてご連絡させていただく場合もございます。

ご検討・ご発注
お見積書をご検討いただきご発注ください。
全ての製品が受注生産ですので、２か月ほどの納期をいただいております。
納期に余裕をもってご発注下さい。

前払金
全てのお品が受注生産のため、受注時にご発注金額の半分をご入金いただいて
おります。お客様ごとに大きさ、仕様が異なり、途中でキャンセルされますと、
その製品は他へ販売できないためです。ご理解下さい。

日程の打ち合わせ
納品日、施工日などを打ち合わせの上、納品または施工致します。
当社による施工でない場合、納品は運送会社便となります。
車上渡しですので、お受け取りをお願い致します。

お支払い
納入後１か月以内に残り代金のお支払いをお願い致します。

1

2

3

4

5

6

介護福祉施設向け介護福祉施設向け

大浴室、大浴槽大浴室、大浴槽 ひのきの浴槽、床、壁板、天井、カウンター等
浴室全体を製作いたします。

浴室内や浴槽の掃除が容易で、清潔さを保てる防水加工のひのき風呂は、
多くの介護福祉施設様でご使用いただいております。
木は保温性が高いため温かく、人あたりが柔らかで利用者様にも好評です。

移乗台の製作も承ります。




