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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 1 ヒヤリング（不安の解消） 
 

ヒノキ風呂を欲しいが、誰に相談して良いのか分からず不安だ。 

業者に連絡したら売り込まれるのではないかと不安で専門家になかなか聴けない。 

 

しかし、聴きたいですよね？ 

 

ヒヤリングは大切です。 

 

高額なお金を投資してヒノキ風呂を購入したのにすぐに汚れてしまうのではないか？ 

⾧持ちしないのではないか？ 

掃除が大変ではないか？ 

 

納得できるヒノキ風呂を選びたい。後悔はしたくない。 

そもそも、どのヒノキ風呂がよいのか選び方がわからない。 

 

価格だけで選んでよいのだろうか？ 

いったいトータルでいくらくらい費用が必要なのか？ 

確かな品質のヒノキ風呂が欲しい。 

 

いざという時のトラブルにもすぐに対応してくれるような業者が良い。 

導入の検討からアフターフォローまで気軽に相談できる信頼できそうな業者はいないだろ

うか？ 

業者選びを絶対に失敗したくないという不安がある。 

 

ヒノキ風呂の購入は住宅購入と同じです。 

疑問にしっかりと答えてくれる業者から納得の上で購入すべきです。 

 

次へ続く 
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 2 抗菌対策（菌を繁殖させない） 
 

ヒノキ風呂はすぐに黒くなると思われがちです。 

しかし、本当に品質の良いヒノキ風呂はそんなに簡単に黒くはなりません。 

黒カビが繁殖する。木材が黒く変色する。 

黒くなる理由には様々な理由があります。 

 

■ヒノキ材の産地の違い。（ヒノキのもつ抗菌効果に差があります。） 

■木材の部位として腐りやすい白太（しらた）を混ぜている。（白太はヒノキでも簡単に腐

ります。） 

■収縮しやすい板目材でヒノキ風呂を作っている。そのため水を貯めたままでないと割れ

てしまう。水を貯めたままではカビはすぐに繁殖します。 

 

安く作りたいからと言ってヒノキ風呂の製造経験が乏しい人に作ってもらうと、木材の選

定を間違ってしまい、こんなことがあり得ますのでご注意ください。 

ヒノキ風呂の製造は特殊です。 

丸太の目利き、選木も大切な技術です。 

 

しかし、ヒノキ材の品質が良いからと言って、ヒノキの抗菌作用だけでは限界があります。 

現代は、末永くきれいな状態を保つことがヒノキ風呂には要求されます。 

カビ菌はプラスチックにも繁殖するほど手強い。 

無垢材の抗菌作用だけは足りないなのです。 

その不足を補うために、補助的に木材を抗菌処理することが大切です。 

 

ヒノキには抗菌作用がありますが、それだけでは足りません。 

補助的に抗菌処理したヒノキ風呂を選ぶべきです。 

 

次へ続く 
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 3 防汚対策（菌を住み付かせない） 
 

カビ菌が住み付くところはどんなところでしょうか？ 

カビ菌が心地よいところです。 

それは、どこか？ 

水分と栄養が豊富な場所。 

つまり、 

木の表面にある目に見えない凹凸の中です。 

植物や木には、育つために必要な栄養分と水分を土から運ぶ竪穴があります。 

目には見えない穴が多く存在した多孔質の繊維です。 

木材の表面にはこの穴のあいた繊維が多く存在しています。 

ヒノキ風呂の質感が良いのはこの繊維を肌で感じるからです。 

しかし、この繊維には凹凸があり、水分と栄養分が入り込みやすい。 

元々、それらを運んでいたからです。 

従って、カビ菌も好んで住み着いてしまうのです。 

ではどうしたらカビ菌を住み付かせないようにできるのか？ 

それは、この穴を埋めることです。 

塗料を浸み込ませて固める。 

それができればカビ菌は住みにくくなります。 

では、表面がツルツルになるまで固めるとどうなるか？ 

カビは住み付きにくくなりますがヒノキ風呂の心地よい木の肌が感じられず質感を損ねて

しまうのです。 

カビ菌を住み付かせないで質感を維持する。 

ヒノキ風呂の木肌の良さを残しつつ、塗料を浸み込ませて固める。 

 

これを理解して独自の塗装技術を導入したヒノキ風呂 

これが理想のヒノキ風呂と言えるのではないでしょうか。 

 

次へ続く 
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 4 現場での正しい設置（施工） 
 

ヒノキ風呂は、現場での設置の仕方で、寿命が大きく変わってしまいます。 

ヒノキ風呂の品質にかかわらず、 

正しく設置できなければ、すぐに腐ってしまう。寿命は縮むのです。 

ヒノキ風呂を導入して 2～3 年で腐ってしまった。 

そんな事例が後を絶ちません。 

 

檜風呂と言うと 

一般の方からはこんな不安の声を聞きます。 

◆清掃が大変ではないか？ 

◆メンテナンスが大変ではないか？ 

◆すぐに汚れるのではないか？ 

◆水漏れするのではないか？ 

 

そんなことありません。 

檜風呂は、適切な資材で、適切な製造、適切な施工、適切な利用、をすれば綺麗な状態を

⾧く保ち、末永く使っていただけます。 

すなわち、設計者、施工者、製造者には正しい知識が必要です。 

利用者様は毎日使い、洗って乾燥させるだけです。 

 

とても大切なことなので繰り返します。 

設計者、施工者、製造者には正しい知識が必要です。 

 

ヒノキ風呂の本来の寿命を全うするには正しく設置することが必須です。 

 

ヒノキ風呂を安心して利用するには、 

正しい施工の知識をしっかりと実行できる施工者に設置をお任せすることが大切なので

す。 

 

次へ続く  
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 5 明確な管理（湿度管理） 
 

別荘にヒノキ風呂を考えているのですが、何カ月も使わなくて大丈夫ですか？ 

という質問を受けることがあります。 

大丈夫では無いです。 

湿度の高い時期は、カビが繁殖し、黒くなってしまうことがあります。 

乾燥する時期は、木が乾燥して割れることがあります。 

 

１.対策として、温湿度管理が重要になります。 

■湿度の高い時期（特に梅雨の時期）は、除湿換気が大切です。建物全体で 24 時間換気

扇を回し、浴室以外も含め建物全体を除湿することです。 

■乾燥する時期は、浴槽を洗い乾燥させてから、浴槽内に水を入れたバケツを入れフタを

する。浴槽周囲にも水を入れたバケツを置くことにより浴室内を保湿する。 

 

■数値で示すと下記の基準を維持できるように努めることです。 

相対湿度 40％以上～60％以下が適切。※1 

乾燥しすぎずカビが繁殖しにくい湿度です。 

 

冬は湿度 40％以上を保ち、夏は湿度 60％以下を保つ。 

冬は、感染症を抑え、夏は食中毒を抑えることに通じています。 

つまり人間が快適だと感じる温湿度と同じだということですね。 

 

２.もう一つの対策として、乾燥しても割れにくいヒノキ風呂を採用すること。 

最終的には、ここに行き着く。 

乾燥しても割れにくいヒノキ風呂は、管理しやすく常に清潔でいられるからです。 

ヒノキ風呂を選ぶ上で、重要視すべきところですね。 

次へ続く  

 

※1 参考：厚生労働大臣が定める「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に

規定される「建築物環境衛生管理基準」から抜粋 

【基準：温度 17℃～28℃、相対湿度 40％～70％】 
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 6 お掃除（日々のお手入れ） 
 

ヒノキ風呂って管理が大変でしょ？  

という声をよく耳にします。 

とても残念に思うのと同時に、誤解を招いているのだと気が付かされました。 

私は、ヒノキ風呂の業界人として真摯に受け止め反省しました。 

品質の悪いヒノキ風呂と、知識の乏しい設置（施工）により、利用者様に大きな負担をか

けていたのだと。 

そこで、私が誤解を解きます。 

 

実際には、ヒノキ風呂の管理はそれほど大変ではありません。 

なぜならば、正しい知識と技術で製造した商品、適材適所な資材選定、正しい設置（工

事）を行っていれば、利用者様は毎日使い、洗って乾燥させるだけです。 

簡潔に申し上げると、ヒノキ風呂を実現させる業者次第なのです。 

定期的なメンテナンスは必要ではありますが、1～2 年間に一度程度で十分です。（後述し

ます。） 

 

■お掃除（日々のお手入れ）の仕方は、簡単です。 

・お風呂を使用後、すぐにお湯を抜く。 

・市販の中性洗剤を使い、やわらかいスポンジで軽くこすって、水道水で洗い流す。 

（温泉の場合は、水道水で清掃すること。高度に除菌された水道水を使って洗い流すのが

ポイント、温泉は除菌されていない又は除菌レベルが低いのです。） 

・洗浄後、浴槽に残った水分を市販のゴムワイパーで水切りし、さらに残っている水分を

タオル等で取り除く。 

・浴室換気扇をまわし、自然乾燥させる。（翌日利用するまで） 

 

ヒノキ風呂は、どのメーカーで購入し、だれが設置したか、によって日々の管理に影響し

ます。ヒノキ風呂を選ぶ上で大切なことは、やはり業者選び。 

そう思うのと同時にヒノキ風呂業界の技術力の向上、情報発信が必須だと考えます。 

 

次に続く  
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 7 メンテナンス（自身 or 業者） 
 

ヒノキ風呂のメンテナンスは必要か？大変ではないか？どのようにしたらよいのか？ 

よく聞かれる質問です。 

結論から申し上げますと 

定期的なメンテナンスは必要ではありますが、1～2 年間に一度程度で十分です。 

汚れが気になるな？と思ったら一度ヒノキ風呂の専門家に相談することをお勧めします。 

どんなヒノキ風呂でも多少の汚れが付着し、多少は変色するものです。 

それを綺麗によみがえらせるのがメンテナンスです。 

 

作業としては、 

浴槽の表面を自然乾燥させる。 

木の表面をサンドペーパーで磨き、汚れを落とし、薄く削る。 

そして保護剤を塗布し乾燥させて完了です。 

 

作業は意外に簡単です。 

業者に任せても個人で施工しても良いのです。 

ただしメンテナンス方法は、ヒノキ風呂の専門家がいるメーカーに問い合わせし、状況を

共有してメンテナンス内容を相談する必要があります。 

 

ここまで読んで頂いた方であれば、なんとなく気づいていると思いますが、 

ただし・・・、があります。 

ただし、ヒノキ風呂は、適切な資材で、適切な製造、適切な施工、適切な利用、をすれば

綺麗な状態を⾧く保ち、末永く使っていただけます。 

その前提が必要です。 

一度腐ってしまった浴槽や乾燥して割れてしまった浴槽はメンテナンスに限度があります

ので、何らかの形で修理します。一度腐ってしまった浴槽は最悪、使えなくなってしまう

なんてこともあり得るのです。 

この場合の対処も、ヒノキ風呂の専門家に相談するところから始まるのです。 

 

次に続く  
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 8 納得できるまで買わない 
 

【失敗しないヒノキ風呂の選び方】をここまでお読みいただきありがとうございます。 

ヒノキ風呂の購入を検討する上で、これまでに私が質問されてきた主な内容をお答えする

形で執筆しました。 

他にも様々なことがありますが、分かりやすく情報を伝えることに注視し省略させていた

だきました。 

 

ヒノキ風呂 伝道師として、技術うんぬん抜きに、一つどうしても伝えたいこと、 

ヒノキ風呂は、自身が納得できるまで買わない ということです。 

 

お風呂は、ヒノキ風呂の以外に、ステンレス、ホーロー、FRP、石、陶器、など様々なも

のがあります。 

近年は FRP で作ったユニットバスが主流です。 

浴槽には格安なもの、便利なもの、清掃が楽なもの、もあります。 

人それぞれのライフスタイルに合ったお風呂を選んでほしいと願っています。 

 

毎日お風呂に入るのは、世界中でも日本人だけ。 

入浴は、平安時代から続く日本の文化なのです。 

 

次に続く  
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【失敗しない檜風呂の選び方】 

その 9 最後に 
 

 

「風呂は、ヒノキに決まっている！」 

ヒノキ風呂 伝道師 桐山明文が、 

その理由、教えます。 
 

１．ズバリ、温まるからです。 

なぜならば、浴槽材の中で抜群の断熱性を有するのがヒノキ風呂。お湯が冷めにくい。 

身体が温まるのは気のせいではないのです。 

 

２．リラックスの深度が違います。 

なぜならば、ヒノキにはヒノキチオールという樹脂成分がアロマ効果を生みだすからで

す。アロマテラピーにも使われている成分がヒノキ風呂には備わっている。 

風呂で脳が自然とリラックスできるのはヒノキ風呂だけなのです。 

 

人生 100 年時代、 

健康で⾧生きしたいなら、 

ヒノキ風呂に、決まっています。 
 

以上、終わりです。 

お読み頂きありがとうございました。 

ヒノキ風呂 伝道師 桐山明文 

ブログ https://hinokiburo.pro/ 
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著者 プロフィール 

 

桐山 明文 

ヒノキ風呂メーカーを経営する一級建築士 

匠桐山製作所株式会社 代表取締役 

自称：ヒノキ風呂 伝道師 

国家資格：一級建築士 一級建築施工管理技師 測量士 一級造園施工管理技士 

日本大学工学部土木工学課卒。 

土木コンサルタント会社で道路や橋梁などの測量・設計に従事。 

建築会社に転職し、スーパー銭湯の企画設計施工に携わり、ヒノキ風呂を初めて扱う。 

その後、建築会社の新規事業として檜風呂の製造販売事業を立ち上げる。 

インターネット集客から全国の檜風呂案件の相談を受ける檜風呂伝道師として活躍。 

１１年間で３０００件以上のヒノキ風呂の相談、２０００台以上の販売実績をつくる。 

個人住宅から別荘、介護施設、温泉旅館、ホテルなどの大型施設まで幅広くヒノキ風呂を

設計製造販売した。 

あの世界的な高級ホテルであるアマン京都や東京赤坂にあるホテルニューオータニなどの

高級ホテルのヒノキ風呂導入に携わり実現させた。 

ドバイやシンガポール、アメリカなど海外の案件も手がけ、国内だけではなく、海外にも

視野を広め製造販売につなげた。 

2020 年 11 月、匠桐山製作所株式会社を設立し、独立。代表取締役に就任。 

『日本の伝統文化、ひのき風呂で日本・世界に癒しを！』 

という理念の元、【末永く清潔で安心して購入できるヒノキ風呂】を追求し、ヒノキ風呂

の普及に貢献している。 

 

檜風呂 伝道師 ブログ https://hinokiburo.pro 

匠桐山製作所株式会社 https://t-ks.jp 

You Tube【ヒノキ風呂伝道師 Channel】

https://youtube.com/channel/UCdSvWQzqZCAeFzF2CI51W2Q 

Facebook https://www.facebook.com/takumikiriyama.mfg 

Instagram https://www.instagram.com/hinokiburo/ 

Twitter @hinokipro 


