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「もっと健康に、ずっと笑顔で」を

コンセプトにした、医師が認めた

遠赤外線No.1ブランドです。
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人本来の力を引き出し健康へ

笑顔へとつなげる

太陽の光で温める「遠赤王」
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昔から「心は体に宿る」と言い、健康な身体であればこそ笑うこともでき、生きる喜びも生まれて

きます。現代は高齢化が拍車をかけて進んでいく状況の中で、医療や看護、介護、そしてホスピ

スといった身体的・精神的なケアを、在宅の領域にも充実させていくことが望まれる時代を迎え

ています。そこで、何物にも代えがたい皆様の健康を保ち、更に高めていくお手伝いができれば

と願い、私どもは常に努力しております。
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遠赤外線温熱治療ドーム
レインボー

世界遺産の古墳型
コントローラー
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健康・美容・医療で活躍する
遠赤外線に秘められた、身体に良い６つの効果。
遠赤外線 、 、 、 外と身 る遠赤外線が身体 の 効果を えているのだ か。

遠赤外線の「育成光線」 「育成光線」は太陽の恵み

「育成光線」が身体に与える効果

遠赤外線の中の特定の波長(8～14㎛)
を「育成光線」と呼びます。
これは、生命に欠くことのできない重
要な波長です。
実はこの「育成光線」の効果により、遠
赤外線が健康や美容に良いと言われ
ているのです。

育成光線は、皮膚面より内側で素早く吸収されます。吸収された育成光線は、細胞レベルで共鳴し合い体内の
分子が活発に活動します。この分子活動により自己発熱を起こし熱エネルギーが生まれます。その熱エネル
ギーは血管を拡張させ、温まった血液が全身を巡ります。それにより、血行・代謝を促進させ、ポカポカと身体
の芯まで温めます。育成光線によって温まった体には、様々な健康効果が期待できます。

遠赤外線で早く温まるのは「輻射(ふくしゃ)熱」によるもので、日常的にも体験しています。
それは、「太陽の光で温かい」と感じることで、日陰にいると寒いと感じる気温でも、日向に
いるとすぐに温かいと感じることができると思います。
これは、太陽に含まれる遠赤外線の「育成光線」の効果で、日向に出たらすぐに「温かい」と
感じるのは、身体が内側から温まっているからなのです。

●血液がサラサラになる　
●老廃物が排出されやすくなる
●細胞の代謝が良くなる　
●自律神経が整う
●身体の内部が温まる　
●一度温まると冷めにくい

効 

果

６つの効果
育成光線の身体に良い

ギーは血管を拡張させ、温まった血液が全身を巡ります。それにより、血行・代謝を促進させ、ポカポカと身体
の芯まで温めます。育成光線によって温まった体には、様々な健康効果が期待できます。
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共鳴・共振作用
育成光線を身体が吸収
　　　　↓
体内で共鳴し分子活動が活性化
　　　　↓
素早く熱エネルギーに変換
　　　　↓
血行・新陳代謝を促進
　　　　↓
自己発熱のため保温性が高い

「育成光線」の温熱効果が
美容・医療で活躍する理由



43

日だまりは、なぜ健康・美容にいいのか？
答えは、世界最大の遠赤外線輻射量を持つ「おひさまシート」。
日だまりの遠赤外線は、人体が放射している遠赤外線と同じ「育成光線」。だから受け入れやすく、育成光線の効果で身体の調子を整えます。

医療・美容で活躍
育成光線を大量に輻射する「おひさまシート」
「おひさまシート」は特殊な炭素繊維を和紙状にした「遠赤外線輻射シート」をもとに作られて
います。シートの全面から育成光線を大量に輻射するため、物体に直接働きかけ内側から熱エ
ネルギーに変換します。
育成光線は人体との相性が良く、血行・代謝を促進し、身体の深部にあるため通常の温め方では
温めることが難しい内臓組織にも働きかけます。そのような効果の育成光線を大量に輻射し、
医療施設・美容施設で使用されている特許取得済みのシートが「おひさまシート」です。

「熱」ではなく「光」で温める
通常、身体を温めるには「熱」を必要とします。エアコンやヒーターは空気を暖め、暖まった空気
によって身体の表面を温めます。カイロは触れている部分のみしか温まらないため、皮膚表面
の一部分しか温まりません。
おひさまシートは「光」の一種、育成光線を大量に輻射するため、空気を暖めるのではなく身体
を直接内側から温めます。内側から温まるので効率が良く、ポカポカと日向ぼっこのような優
しい温かさが長続きします。

おひさまシートの親和性

実は、人体はおよそ9㎛の波長をもっています。
それは、育成光線のもつ波長(8～14㎛)と同じ波長です。
そのため、おひさまシートから輻射する育成光線は特
に人との親和性に優れ、身体に受け入れやすく副作用
を及ぼさない奇跡の波長です。
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今、話題の温熱療法。
全国の治療院・医療施設・美容施設で使用されています。
温熱療法とは、血液・神経・気・リンパ・ホルモン等々の流れを正常な働きへと促し、結果として副作用がなく免疫力や治癒力が高まることが実証されている療法です。

温熱療法に使用される理由 日だまりの利用実績
人間の免疫力は体温により、大きく変わります。体温が１℃下がるだけで、30%も免疫力が
下がると言われています。
現在、温熱療法が話題となっていますが、温熱療法とは体温と免疫力を上げて人間も自然
治癒力で病気を治すことを目的としています。
この温熱療法には身体の内側からしっかりと温める遠赤外線が最適と言われており、温熱
療法を取り入れている治療院などは、遠赤外線を輻射する製品を利用しています。

日だまりは管理医療機器の技術を導入
遠赤王の技術は、専門クリニック等の温熱療法で
使われている管理医療機器「遠赤外線治療ドーム 
レインボー」にも採用されています。

遠赤王の技術は、専門クリニック等の温熱療法で
使われている管理医療機器「遠赤外線治療ドーム 

疲労回復や血行改善
神経痛や筋肉痛の緩和
胃腸の働きを活性化

期
待
で
き
る
効
果

施術の際に日だまりを利用していますが、お客様が温か

くて大変気持ち良さそうにされているのが印象的です。

育成光線で温まることで、身体のコリもほぐれやすくな

り、血行も良くなって施術効果も上がります。

何よりもお客様が大変喜んでくれることが嬉しいです。

当院の施術には欠かせない製品です。

温熱リンパドレナージュサロン

ohana/ 東京都調布市

オーナー 天野様

これからの時代、言葉ではなく温もりを伝えていきた

いとの思いから、日だまりを施術に取り入れました。

お客様は皆、ご自身が思う以上に冷えていて温熱専門

サロンですが、夏でも予約でいっぱいになります。それ

も日だまりの温かさは他の美容製品とは違い、とても

優しい温かさだからだと感じています。

がん治療専門 内藤メディカル クリニック /愛知県名古屋市 光の名湯ひだまりや /東京都豊島区
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サーモグラフィの調査で驚きの結果に。
温熱療法から、認定していただいています。
遠赤外線の効果で、体内の血液をしっかり温め身体の調子を整えます。それが健康や美容にいい秘訣です。

サーモグラフィ調査結果 温熱療法協会

使用前、使用後の変化
日だまりを20分間使用した身体をサーモグ
ラフィカメラで調査しました。
使用後、たった20分で全身が均一に、しかも
中心部もしっかりと温まっています。

使用中止後の保温状態をチェック
なんと、日だまりは使用を止めても体内を
高温に保っています。
さらに持続力にも優れているため、使用中
止後10分と20分が変わっていません。

使用前
使用中止後
10分経過

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20分使用 使用中止後
20分経過

遠赤外線の効果により、体内で分子活動が起こり自己発熱します。分子活動による自己発熱は、
一度始まると遠赤外線の輻射がなくなってもすぐには止まりません。
その証拠に20分後も体温は高いままになっています。

日だまりは、温熱療法協会から
認定マークを受けています。一般社団法人温熱療法協会は、予防医学の考え

方を基本に温熱療法の総合知識の普及や温熱ボ
ディケアセラピスト、体温管理指導士などスペ
シャリストの育成を目的に設立した協会です。

温熱療法はがんや生活習慣病の予防に
効果があり、その効果が認められると温
熱療法協会が認定した商品に認定マー
クを発行しています。

協会顧問の医師たちも日だまりを薦めています

がんだけでなく様々な病気の原因は低体温です。日だまりは体の奥から温めてくれます。

深部が温まるとポカポカして気持ちいい。この温かさは体験するしかありません。

宗像　久男　　　銀座JICクリニック 院長

長崎大学医学部卒業

カラダの栄養面から根本的な治療をすることを推奨。特に、アメリカのマックス・ゲルソン博士が開発した

ゲルソン療法という食事療法に着目した治療を広める活動をしている。

宮島　賢也　　　YSこころのクリニック　院長

防衛医科大学校卒、精神科医

自分の「うつ」で7年服薬した経験から薬では治らないと気づき、医師以外の方から多くを学び、食生活や人間

関係、潜在意識や考え方を変えることの大切さを学ぶ。

中村　健二　　　社)がん治療設計の窓口　事務局長

慶応大学医学部卒業

米国イエール大学医学部大学院で公衆衛生学修士号、慶応大学で医学博士号を取得。厚生労働省で障害者

施策や医療保険制度に関わる。

遠赤外線は細胞レベルから生命現象を活性化させ、血液の循環を促進させます。遠赤外線を

大量に輻射する日だまりは体を効率的に温めてくれます。

多くの人が低体温ですが、それは体の異常事態。体を温めることが必須です。日だまりは人体

に安全なのでぜひ使ってほしい。日だまりで健康長寿、いい人生を送れるでしょう。
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日だまりが完成するまで。
職人の魂の結晶！丹精込めて、一から手作りしています。
ひだまりひとつ、ひとつに職人さんの想いが込められ、お客様の元に届けられています。

日だまり職人・・・・魂の思い 鉄の街、堺が誇る技術力

日だまり製造工程

身体のためを考えたアーチ型のフレームは、戦国時代の鉄砲職人に始まり、刀、包丁のような繊細な金
物づくりに受け継がれ、今では世界一を争うツール ド フランスの自転車フレームを作っている鉄の街、
大阪府堺が誇る職人の技術の粋が詰まっています。
オートメーションの製品と違い、耐久性や安全性に優れた日だまりは20年、30年と愛用して欲しい、自
信を持って誇れる逸品です。

日だまりドームの製造に携わる前は建築金物等の製造に携わっていました。製造現場では、エンドユー

ザー様の声などはなかなか届きません。もちろん手抜きなどないですが、検査さえ通過すれば何も問題

ないので100％の物を製造はしてませんでした・・・・。

しかし、日だまりに関してはユーザー様にガンなどで最後に藁をも掴む思いの方もいるかもしれない

と思い、そんな方々の所にちょっとでも不備がある日だまりが納品されてしまったら、せっかく縁あっ

て購入いただいたお客様の期待を裏切ることになります。そう思い、日だまりの製造は常に120％の完

璧な製品を出荷できるように心掛けています。これからも、お客様に愛していただけるように魂を込め

て製造いたします。愛していただける製品をお客様にいつまでも、大切に綺麗に使っていただければ、

作り手とすればこれ以上に嬉しく有難いことはありません。

大阪にあるひだまり工房。
遠赤王の「日だまり」は、この工房でお客様が元気になるよう、
職人が一つ一つ丁寧に気持ちを込めて手作りしています。

ひだまり工房 石田 彰宏

鋼材を寸法切断した後、曲げる。
不要な部分を切断し溶接する。

アルミ板をインナー形に合わせ
曲げていき2つを20ヶ所で固定。

外皮を寸法裁断後、凹凸が無い
ように丁寧に貼り合わせる。

おひさまシートを配線し、内側に
ベロアを貼り、外装カバーと組む。

「日だまり」は数々の工程を経てひとつ、ひとつに想いを込めてお客様の元へ。
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日だまりガイド　
- HIDAMARI GUIDE -

身体はいつも温かさを求めて
います。あなたの身体の声に
耳を傾けてください。

日だまりは使い方がいっぱい。
気になる所をピンポイントで
温めることができます。

寝ながら
寝転んで気になる所を温められます。腰・ふくら
はぎ・背中・おしり・疲れた所やこっている所に
ピンポイントで当ててください。温度調節もで
きるので、お好みの温かさで効果的に温められ
ます。

座りながら
「上半身は温かいけど足先が冷える状態」はよく
あるもの・・・。そんな時は座りながら足先やふく
らはぎを温めるのがオススメ。ソファーの上に
のせれば座りながら腰も温められます。

立ちながら
冷たい空気は下に溜まるもので家事をしている
時など足元が寒いという経験はありませんか？
日だまりは持ち運べるサイズですので家中どこ
でも、どんな姿勢でも温められます。

冷え性・低体温・内臓の冷え
冷え性や低体温の方は内臓が冷えていることが多いです。お腹や腰を温めて
効果的に体内を温めましょう。末端がすごく冷える方は寝るときに足元に日
だまりを置き、布団を掛けて眠ると効果的です。

腰痛・ひざ痛
痛みが出る場所は血流が悪く筋肉も硬くなっています。直接、
患部を温めて血流改善を図りましょう。慢性的な膝痛でお悩み
の方は、日だまりを使いながらひざ掛けをかけると良いです。

むくみ・代謝が悪い
むくみの原因は溜まった老廃物です。老廃物を流すには血行促進が欠かせま
せん。血流が良くなると基礎代謝もアップします。特にふくらはぎは第二の心
臓とも言われる大切な場所です。日だまりで上手に温めましょう。

寝つきが悪い・夜間頻尿

便秘・お腹がゆるい
便秘やお腹がゆるい方は腸が冷えている可能性アリ。仰向けでお腹を温めて
腸の働きを活発にしましょう。日だまりは内臓組織を温めることが出来るの
で、1日30分を目安に体内環境を整える温活をしましょう。

睡眠障害は、様々な原因がありますが冷えと自律神経の乱れが原因なことが
多いです。日だまりは優しい温かさと自律神経に働きかける効果を兼ね備え
ているので、睡眠時の悩みがある方は是非お試しください。
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膝が痛くなくなりました

私は極度の冷え性だったので、冬は外に出るとき

必ずカイロを3つぐらいつけていました。しかし、

日だまりを使ってから迎えた冬はカイロが必要

なくなりました！さらに冷え性が改善され、血流

がよくなったせいか、足がむくみにくくなり、頭

部に産毛が生えるようになりました(笑)美容面で

いえば、ママ友から「最近お肌がきれいになった

ね！」とよく言われます。髪の毛も増え、代謝がよ

くなって汗をかきやすくなったので、日だまりを

使ってから半年で６キロ痩せました！猫にも日

だまりが人気です。私と同様、毛に艶が出てきま

した。いつも冬になると膀胱炎になっていた猫

が、この冬はならず日だまり様様です。

歳を重ねて自慢のおでこに立派なシワが目立つ

ようになり、かなり気になる様になりました。シ

ミと違ってシワはお化粧でカバーするのが難し

いし、すっぴんに自信がもてなくなるのも悩みど

ころ。今まで前髪を作ったことがなかったのに、

あまりにシワが気になって、ついに前髪を作り自

慢のおでこを隠すようになっていました。2年半

前くらいから日だまりを使用するようになって、

お肌の調子が良いな～と実感するようになり、そ

れだけで毎日がウキウキ、すごく嬉しくなりまし

た。さらに3ヶ月くらいたった頃には気になって

いたおでこのシワが目立たなくなりました！驚

きと喜びで鏡を見てニヤニヤしてしまいました。

これかもどんな良い変化が起こるか楽しみです。

歩きすぎるとひざが痛くなりましたが、日だまり

を使うようになってから痛みが無くなりました。

【良くなったこと】

①体が軽くなった②寝つきが良くなった③体の

動きが楽になり家事が楽しくなり、料理が苦手で

したが増えました。④笑顔が増えた

新しいスタートが送れてありがとう！

前立腺がんの判断基準にPSA値があるのですが、

私の年齢だと基準値が4.0ng/mL以下なのですが

15900ng/mLもあり前立腺がんと診断されまし

た。そんなとき日だまりと出会い毎日使っていた

ら、いつの間にかPSA値が0.85ng/mLまで下がり

前立腺がんから回復したんです。これは、ノーベ

ル賞もんですね。

篠原さん / 70代女性

「シワが目立たない」

渡邊さん / 30代女性 / 一般事務

私は「冷え性」「むくみ」

愛猫は「膀胱炎」

坂本さん / 30代女性 / 接客業

前立腺がんからの回復！

岩橋さん / 70代男性

竹内郁子さん / 88歳女性 / マンドリン奏者

私は88歳になった今もマンドリン奏者として活動しています。健康に関しては常日頃から

アンテナをはっているつもりです。身内がすい臓がんだったこともあり、体を温めること

はがん治療に良い、健康に良いということは聞いていました。日だまりを知ったときに、自

分の健康維持のため使えるのではと興味を持ちました。実際に使ってみると、予想より気

持ちよく、元気になります。マンドリン奏者中は同じ姿勢をしているので体が凝ってくる

し、特に収録現場では冷房もきいていて体がしんどくなります。ですからとにかく元気が

ほしかったのです。今は日だまりのおかげで踏ん張りが効くようになりました。私は主に

寝るときに日だまりを足元に置いて使っています。朝起きると疲れがとれてすっきりして

います。これは、やめられません。ぐっすりと眠れるのが、とにかく嬉しいです。髪の毛にツ

ヤが出てきて抜け毛も減りました。低血圧も回復しました。これからも現役で働き続けた

いから、体力維持のために日だまりは手放せません。家に帰れば「日だまりがある」という

安心感もあります。日だまりは私の生活に欠かせません。

「100歳まで働けそうです」

東京マンドリン・アンサンブル主宰
13歳からマンドリンを始め、比留間マンドリンオーケストラで
長年コンサートマスターを務める。NHKオーディションに合格
し、ラジオ、テレビ、公演等で活躍、プロの演奏団体「東京マンド
リン・アンサンブル」結成。日本レコード大賞・プレーヤー賞受
賞、日本マンドリン連盟より功労者受賞など輝かしい経歴を誇
る。NHKラジオ「きらめき歌謡ライブ」(水曜日)にレギュラー出演
するなど、国内外の公演・指導等で活躍している。
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よくあるご質問 日だまり化粧カバーのご案内

A.ゴールドブーケ B. 花柄

各1枚4,000円(税抜)

お買い求めをご希望の際はお近くの販売店までお問い合わせください。

私は、季節やインテリアに合わせて日だまりをアレンジ。
手作りの日だまりカバーはお客様にも大好評です。

オーナーを努める美容サロンの日だまり

をアレンジしています。お気に入りはヴィ

ンテージの布地でクッションとお揃いで

作ったカバーです。

温熱リンパドレナージュサロン
Ohana(オハナ)オーナー 天野様

Q．設定温度表示ランプは何色で使用するのがいいの？
温かさの感じ方は人それぞれなので、まずは「左から4つ目（緑色)」くらいで様子を見て
いただき、お好みの温かさに調整してください。

A.

Q．どれくらいの時間使えばいいの？
基本的にお客様が使いたいだけ使っていただけます。お医者様から止められている方で
無い限り使用時間に制限はありません。

A.

Q. 副作用は無いの？一日中使っても大丈夫？
育成光線に副作用があるという報告はありません。基本的に一日中ご利用いただけます
が、脳は熱に弱い特徴があるため、頭部へのご利用は避けてください。
また、発熱している時、骨折、打撲などの急性炎症で患部が熱を持っている時はそこへの
使用はお控えください。

A.

Q. ヤケドはしないの？
日だまりは非接触型なので通常の使い方であればヤケドはしません。ただし、ドームの
内側の発熱部分に長時間触れることで低温ヤケドをする可能性はありますのでご使用
には十分ご注意ください。

A.

Q. 夏でも使えるの？暑くないの？
「日だまり」は医療機関で使用されている実績もある製品なので、一年を通して使ってい
ただけます。特に夏はエアコンで身体の芯から冷える方が多く、足元や腰、お腹などを温
めるのに使っている方が多いです。腰痛、膝痛、ご病気の方などは季節を問わず使ってい
ただいています。

A.

Q. 電気代はいくらなの？高くないの？
電気代は使用環境や設定温度にもよりますが8時間使用で5円程度です。ずっと通電して
いる訳ではないので電気代はヒーターなどと比べてもずっと安いです。電気代を気にせ
ずご使用になっていただけます。

A.

Q. タイマーはあるの？
1時間、3時間、8時間の3段階で設定が可能です。A.

A. ゴールドブーケ



17 18

遠赤外線の光は、従来の対流方式の暖房機器のように空気を暖めるのでは

なく、輻射熱によって物質を直接温めます。本来、断熱性が高く床暖房には

適さないとされていいる畳にも遠赤外線の輻射熱であれば十分暖を取る

ことが可能です。遠赤王は、おひさまシートの性能を活かし本格畳床暖房

を可能にしました。

光だからできました。本格畳床暖房。

光健康床暖房「遠赤王」 「遠赤王」家庭用健康機器シリーズメディカルルームという発想から生ま

れた遠赤外線床暖房。医療機器の技術を

そのまま床下に取り入れることで、医師

も認めた本物の健康暖房システム。

すべての商品に、医療・美容に活躍する「おひさまシート」を搭載した家庭用健康機器ラインナップ。

肩こり・腰痛・眼精疲労や生活習慣病の予防、美容目的など用途に合わせてお選びいただけます。

長く使えるコンセントタイプ・持ち運びに便利なバッテリー式など豊富な商品をご用意してます。

遠赤外線炭素繊維面状輻射体
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