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※著作権法上、本書掲載の写真・図・文の無断転載、借用、複製は禁じられています。※すべての用紙について性能を保証すするものではありません。
※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。※製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更する場合があります。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電圧・電源でお使いください。
●湿気・ほこり・油煙の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

加盟店販売店

安全にお使いいただくために
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デトックスシステムカタログデトックスシステムカタログ
PiDD’ s bath・岩盤浴・岩盤風呂・岩盤ベッドPiDD’ s bath・岩盤浴・岩盤風呂・岩盤ベッド

HEALING×BEAUTY×HEALTH

PiDD’s BRANDPiDD’s BRAND

写真は特別仕様PiDD’s bathのイメージです。

epoch-21 originalbrand
pink dragon detox system
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1億5000万年前の盛んな火山活動の繰り返しにより、天香石は

形成されました。天香石は九州祖母山系でしか発見されておらず、

現在、株式会社エパックでは高千穂周辺で算出された石を使用し

ています。この変成岩の中にはマグマがガス化したときに閉じ込

められたと思われる数十種類のミネラル（必須微量元素）を含み、

4～14マイクロメーターの遠赤外線エネルギーを多量に放出して

います。遠赤外線による体温上昇は、血液循環、ホルモン、免疫、

代謝の生命維持にかかせない4つの働きを向上させます。

弊社ではこの特殊な石を使って健康促進に役立つPiDD’s Bath・

岩盤浴・岩盤風呂・岩盤ベッドをおこなっています。天香石は

農業、建築、医療、美容の現場で広く支持され、研究されています。

Stone & Water

細胞賦活作用

個々の細胞がもつ本来の細胞活力を
よみがえらせ、免疫力を高める機能

消臭・分解作用

鮮度保持作用熟成作用

活水化作用

抗酸化作用

天香石の6つの作用

汚染物質を分解し
悪臭の発生を防止する機能

品質劣化、腐敗時間を遅延し、
鮮度を長期間保持する機能

微生物発酵などにより生み出される
まろやかさを極めて短時間で実現する機能

化学的処理等により死水と化した
水道水などを活性化する機能

油脂などの酸化・劣化を
防止する機能

天香石天香石

天香石の発掘される山の写真です。



鹿児島県指宿市などで知られる海浜砂湯(砂むし)を元に、そこで使われる海砂に代えて天香石のセラミックス・ボールに置き換えた
画期的な入浴システムです。温熱・保温・細胞賦活・消臭効果の高い天香石をベースに、直径３mmに加工して作ったセラミックスを、

50℃のお湯で加温し浴槽に敷き詰め、全身をその中に埋める最新版砂湯ともいえます。
本商品は通常の砂を使用した場合と異なり、特徴的な入浴後の体温変化がみられます。それは、入浴直後より一旦体温は下降し25

分後より体温が再度上昇するというパターンです。これは内部器官における新陳代謝作用の発熱反応によるもので、身体の老廃物

を流し、体温を緩やかに上昇させます。体内脂肪に蓄積されたダイオキシンや鉛などの有害物質は、サウナやお風呂に入っ

た後に出る汗ではなかなか排出できません。そこで、重要になるのが皮脂腺からの汗です。表皮の深部からの脂の汗に

は、有害物質やコレステロールの脂肪分が含まれています。

PiDD’s Bath〈砂風呂―セラミックス―〉とは

温熱効果で病気にならない体をつくる

体温は、1度上げると免疫力6倍、3度高くすると免疫力約20倍アップするといわれています。体温上昇と血液中の老廃物を汗と共

に漏出させることで、身体を美と健康へと導きます。ご入浴後、セラミック洗浄時に汚れを目視いただけます。

ご利用後は、古い角質が取れ、肌もつるつるになります。肌のターンオーバーも早くなります。
デドックス効果・代謝の改善・体質の改善・ストレス解消・エステ効果・免疫機能の向上・各種症状の緩和
継続してご入浴いただくことで以上のような効果が期待できます。

写真は大型サンドバスのイメージです。
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天香石使用

による効能
細胞活性化 保温効果 抗菌作用マイナスイオン脱臭作用

PiDD’s とは株式会社エパックオリジナルブランドです。

身体の健康、心の健康、人生 100年時代を実現するために、

美と健康のためのデトックスシステムを追求し、

天香石を使用したさまざまな商品開発をおこなっています。

epoch-21 originalbrand
pink dragon detox system
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各種ガン・血流障害・血管の閉塞・神経障害・リウマチ
・神経痛・冷え性・痛風・痔・肩こり・ぜんそく・慢性婦人
病・便秘・ムチ打ち・関節炎・腰痛・アトピー・アレルギー
体質・糖尿病・膠原病・肝硬変・疲労回復・認知症 etc

PiDD’s Bathの適応症

PiDD’s Bathの遠赤外線による
体温上昇は、

血液循環・ホルモン
免疫・代謝
の生命維持にかかせない
4つの働きを向上させます。
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天香石の血流作用について
～ 産業医科大学  菅野久信 ～

実験方法

　今回、天香石と呼ばれるニューセラミックスを用いて、皮膚表面の血流に対する作用を見たので報告する。

　健常者３人をそれぞれサラ湯（40℃）と天香石セラミックス・ボール投入湯（40℃）に５分間入浴させ、

入浴後５.10.15.25.35分の皮膚温度分布を日本電気三栄のサーモトレーサーを用いて観察した。

結　果

　図に示すように、サラ湯では入浴直後は勿論全体の皮膚温度は高くなるが、15分経過すれば皮膚温

は下降する。これに反して、天香石セラミックス・ボール投入湯では、入浴直後はサラ湯と殆ど同じであるが、

25分経過後再び皮膚温の上昇がみられ、これが持続することが観察された。

この表はガンを移植されたマウスにそれぞれの物質を放射した後のガンのサイズの
変化を見たものです。その結果から天香石がガンの増殖を抑制する作用が強いこと
が予想されます。

結　論

　皮膚温の上昇は末梢血管の拡張によるものであり、入浴直後は皮膚血管が拡張して皮膚温が高まるの

は当然である。この皮膚温は外気により冷却されて、血管収縮を引き起こし、皮膚温は下降する。天香石

投入湯では、逆に時間経過と共に皮膚温上昇の傾向が見られたのは興味ある。これは天香石より発する

遠赤外線が深部組織の温度を上昇させ、その温度が皮膚表面に伝達したのではないかと思われる。

　この結果から、天香石セラミックス・ボール投入湯は身体内部の器官に対して有効であると思われる。

対照（石粉）

遠赤外線放射体の
sarcoma180およびB-16 melanona
移植マウスの腫瘍増殖に対する影響
（炎症Vol.16 No.6,1996丹波らの
  論文から引用）

sarcoma180

セラミックス

トルマリン石

天香石

B-16 melanona

Ⅱ-A 〈 K.A（男） S.12.11.15生 １６０㎝  58㎏ 〉

■湯温40℃（対照湯）　■室温24℃　■湿度47％ Ⅱ-B 〈 K.A（男） S.12.11.15生 １６０㎝  58㎏ 〉

■湯温40℃（天香石セラミックス・ボール投入湯）　■室温24℃　■湿度47％

5分間入浴直後

入浴後10分経過

入浴後5分経過

入浴後15分経過

5分間入浴直後

入浴後15分経過

入浴後5分経過

入浴後25分経過

入浴後10分経過

入浴後35分経過

天香石

トルマリン石

セラミックス

対照 ( 石粉 )

ガン移植後の日数

ガ
ン
の
サ
イ
ズ



セラミックス・ボール3mmに天香石を1000℃で焼き付けして

います。

バスタブの上部には3～4ミリの仁丹粒状のセラミックス・ボールを
500ｋｇ、バスタブの下部には貯湯槽として約550リットルの循環水を
使用しています。20,000ｋcalの循環ボイラーを熱交換器を通して70
度で貯湯槽を温め上部セラミックス・ボールを50度前後に加温します。
※サンドバスのサイズによって使用する洗浄装置が異なります。

こだわりの製法で作られたセラミックス・ボール

セラミックス・ボールの加温は原則として温水を用います。
温度調整完了後素早く排水します。次にセラミックス・ボールを左右
足下にかき分け、入浴者はその上に横たわり、補助者により入浴者
の全身にセラミックス・ボールをかけます。セラミックス・ボールを温
めた湯が切れると全身浴を開始し、全身浴を開始後まもなく心地よ
く拍動を感じデドックスが始まります。
※入浴時間は体調に合わせて約10分～15分です。

装置の仕組み

オリジナルの温浴方法

設置施工の流れ
PiDD’s bath

店舗イメージ
PiDD’s bathを使った

鉱物エネルギーと体に良い遠赤外線を全身に抽入できます。
セラミックス・ボールの効果は半永久です。バスタブは強化FRPで
あるため軽量であり耐久性に優れているものを使用しています。セ
ラミックス・ボールは常時約50度で保温されます。

PiDD’s bathの特徴

8

天香石を使用し、
岩盤の蓄熱値を最大限まで上げました。
PiDD’s B a t h・岩盤浴の最大の特徴は血管・血液の掃除です。

入浴することで血管が脈動し、血液が全身に行き渡ります。

普段、運動だけではなかなか出ない汗と共に身体の中から一気に老廃物

( 簡単には排出できないダイオキシン、塩素化合物なども確認 ) を排出します。

体温上昇による免疫力アップであらゆる病気の予防効果が期待できます。

7

設置場所の決定

重量物なので設置可能か

よくご確認ください。

最寄りの保健所へ確認

特殊浴場の許可が必要です。

※(株)エパックでおこないます。

設置場所の確認

床の防水・換気(換気扇・窓の有無)

ボイラー(灯油・ガス)の設置

シャワー設置

PiDD’s　bath搬　入

出来上がった浴槽を搬入します。

入口の大きさを確保してください。

使い方レクチャー

設備について

浴槽の使い方をご説明致します。

PiDD’s bathを使用した運営をお考えの場合、浴槽以外に休憩室・脱衣所・シャワールーム・ロッカールームの設備が必要とな

ります。※一人当たりの所要時間目安30分(入浴時間：15分程、洗浄時間10分程)

PiDD’s bathはセラミックス・ボールを

お湯で温めて使用します。お湯を抜くと

セラミックス・ボールは冷えてきますの

で、浴室暖房やエアコンなど部屋が冷え

にくい工夫が必要です。(冬のみ)

事務所

受付
休憩室 休憩室

シャワー

ルーム

サンドバス脱衣所

施術室
岩板

トイレ

給湯室など

3
3
0
0

3300

6
0
0

2
1
0
0

1
5
0
0

1
3
0
0

1300

1
8
0
0

1800 1800 600

2800 2200

岩板

1
5
0
0

2200 1600

5
5
0
0

スタッフ入口

入
口

6
0
0

1
2
0
0

2200

※本商品は特許を取得しています。

写真は特別仕様PiDD’s bathのイメージです。

特別仕様PiDD’s bath小型PiDD’s bath



天香石の原石を研磨した原石板と、天香石を粉末にし釉薬に混
ぜて吹き付て焼いた陶器の天香石プレートです。1つ1つ職人が
手作業で作っています。
そのまま部屋においておくだけで消臭効果があります。

岩盤浴・岩盤ベッド・岩盤風呂素材MATERIALS

天香石原石板・天香石プレート

天香石原石板

原石板

「天香石プレートの放射率」
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PiDD’s Bath(スタンダード・大型) PiDD’s Bath(特別仕様)

スタンダード・大型PiDD’s bathの清浄装置と殺菌形態について

洗浄について
■付属のバグフィルターの交換を月に1回は行ってください。■フィルター自体は毎週洗浄してください。■循環ポンプでほぼ稼働時はフィルターを使用して
います。■エアブローの後、水またはお湯を溜めた状態でかき混ぜてください。沈殿物は排水から下に落ち、循環ポンプで洗浄されます。■エアブローすると
汚れが風呂釜上部に付着しやすいので拭き取りをしてください。

小型PiDD’s bath 小型PiDD’s bath

スタンダード・大型はＦＲＰ素材を使用するため、大きさは決まっています。
特別仕様は1点ずつ生産しているため、浴槽の縁幅を調節することができます。

●貯湯槽がバスタブ一体になっている為、放熱ロスがなく経済的です。

●上部バスタブの循環水を下部噴流として都度、浮遊物を放流と共に清水を注水します。

●下部貯湯槽にはボイラー(７０℃の高温)で循環しているため高温殺菌と共に下部循環水を毎分１００リットルをバッグフイルターにより濾過します。

濾過器は定量ポンプにより次亜塩素消毒されています。

●高温殺菌、次亜塩素と並行した殺菌対策として酸化銀イオン殺菌、酸化銀抗菌セラミックスを採用しています。
※特別仕様PiDD’s bathについては洗浄装置が異なりますため、すべて別途お見積りいたします。

天香石原石板

天香石プレート

110,000

88,000

5

3.5

30×30×2

25×25×2

44,000 2.5 30×30×1.2

本体価格(円)税込商　品

※特別仕様の外寸はオーダーメイドで制作するため変動します。※スタンダード・大型サイズは上下分割式の為、移設撤去が容易であり工期を短縮できます。
※上記金額に配送料・ボイラーなど周辺機器の金額は含まれておりません。
※設置する機材によって金額は変動します。詳しくは別途お見積り致します。※特別仕様の場合、金額は別途お見積もりいたします。
※スタンダード・大型は家庭用ボイラー(100V)で使用できます。費用は別途必要です。※特別仕様は業務用ボイラーが必要です。費用は別途お見積もりいたします。

湯沸かし中の写真

ヒートプラス
保温力を高めるために本商品には遠赤外線ヒートプラス
をベッドの内部に使用しています。ヒートプラスは、P.E.T
フィルムに収縮膨張防止用不織布をコーティングし、
その上に炭素発熱体を塗布、面積対比消費電力数値に対
する固有の抵抗数値を測って電極を作り不織布をコー
ティングし、その上に P.E.T フィルムで、表裏二重被覆
しラミネート処理した最先端 /安全遠赤外線面状発熱体で
す。

付属のコントローラーで石の温度を
温めることができます。

天香石プレート

重量(kg) 縦×横×高さ(cm)

PiDD’s bath
(大　型)

PiDD’s bath
(特別仕様)

11,000,000～約1220セラミックス・ボール500kg
制御装置・浴槽

セラミックス・ボール800kg
制御装置・浴槽

セラミックス・ボール1000kg
制御装置・浴槽

約1800

1.2×2.3×0.7
強化FRP素材
上下分割式

ステンレスなど

販売価格(円)税込形　式 重量(kg)外　寸(ｍ) 内　寸(ｍ)付属品 浴槽素材

30㎝

2㎝

30㎝

※単品でご購入いただけます。※自然のものですので、色・サイズ・重さに多少の
差があります。※大量生産の場合は色・サイズをお選びいただくことも可能です。

サンドバス浴槽内浄化装置 浄化装置

岩盤風呂の施工例

岩盤浴の施工例

PiDD’s bath
(スタンダード) 1.0×2.1×0.7

1.5×2.3×0.7 1.3×2.1×0.7 16,500,000～

－ －1.5×2.3×0.7 1.2×2.2×0.55

(横幅×縦×高さ)

(横幅×縦×高さ)

(横幅×縦×高さ)

(横幅×縦×高さ)

(横幅×縦×高さ)

(横幅×縦×高さ)
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温熱岩盤ベッド 選べる素材

縦195cm×幅75cm×高さ50cm 天香石プレート30cm角 10枚使用

縦197cm×幅104cm×高さ40cm 天香石プレート30cm角 18枚使用

縦197cm×幅104cm×高さ40cm 原石板30cm角 18枚使用

※高さはオーダーメイドで変更できます。※仕様によって金額は変わります。※プレートと原石板は変更可能です。その場合金額も変更となります。
※コントローラー 1個付属

※付属品のコントローラーを使い、石の温度を調節できます。

PiDD’sエステ用岩盤ベッド

PiDD’s原石岩盤ベッド

PiDD’s岩盤ベッド

825,000

1,980,000

990,000

本体価格(円)税込商　品 寸　法(cm) 素　材

1950 ㎜

1860 ㎜

5
0
0
㎜ 1
8
0
㎜

2
9
5
㎜

25

750 ㎜

690 ㎜ 3030

1950 ㎜

1800 ㎜

7
5
0
㎜

6
0
0
㎜

7575

75
75

エステ仕様の寸法例

本商品はヒートプラスの熱と天香石の保温力細胞賦活作用を活かして
作られており、おうちで岩盤浴をしているかのような体験ができます。
3種類のベッドタイプからお選びいただけます。また、商業用エステ
ベッドも受注生産を行っております。

まるで岩盤浴。
体温上昇によって、

至福の時間をもたらします。

炭素温熱シートで体を芯から温めます。

岩盤浴
施工事例

一般的な岩盤浴と異なり、岩盤下と壁に内蔵された熱源は炭素繊維の高遠赤外線ヒー
ターで加温されています。岩盤から発する伝導熱とは違い、優しく皮膚を通して、
芯から柔らかく強力に温めることができることが最大の特長です。たった 30分横に
なるだけで、誰にでもラクラクと皮脂腺から汗を出すことができます。

天香石原石板
天香石プレートを
使用した施工事例

原石板18枚使用した施工例

※ヒートプラスを使用し、コントローラーで石の温度を調節できます。※詳しくは施工業者によるお見積りが必要です。



PiDD’s  bath 利用者さまからの声

利用期間：22年間　年代：70代
お店までの距離：車で 25分
ご利用頻度：月 2回

us
er’s voice1

利用期間：3年以上　年代：60代
お店までの距離：車で 15分
ご利用頻度：月 2回

us
er’s voice3

利用期間：22年間　年代：70代
お店までの距離：車で 15分
ご利用頻度：2週間に 1回

us
er’s voice5

利用期間：5年間　年代：20代
お店までの距離：車で20分　利用頻度：週1回

us
er’s voice4

利用期間：15年間　年代：70代
お店までの距離：徒歩 5分

ご利用頻度：月2回 (体調悪いときは3日連続 )

us
er’s voice2

利用期間：7年間　年代：50歳
お店までの距離：車で 15分
ご利用頻度：月 4回

us
er’s voice6

天香石原石板・天香石プレートを使用した施工事例

1413

スチームサウナ

岩盤風呂

施工事例

岩盤から発する伝導熱とは違い、優しく皮膚を通して、
芯から柔らかく強力に温めることができることが最大
の特長です。体感温度を上げても肌への負担が少なく、
高めの温度でも無理のない入浴が可能です。

※施工業者によるお見積りが必要です。


