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国際サウナ会議 リトアニア視察研修報告

タナカカツキ大使のサウナ旅

新緑にまみれる
恍惚感を初体験

「Pirtis Day」と呼ばれるリトアニア
のサウナ祭りは素晴らしい体験でし
た。森の中に作られたさまざまなサ
ウナと植物を使ったトリートメントを
楽しむ昼夜続くパーティで、雰囲気
はまるでレイブパーティ（音楽のパーティ）のよう。音楽
が流れていて、若い方も多く、露店にはアルコール以外

第 16 回 国 際 サ ウ ナ 会 議 が リ

の食品やヴィヒタやサウナハットなども売られていて、そ

トアニアの首都ビリニュスから

れがまた日本のサウナからは想像もできないほど、おしゃ

30 キロ離れたトラカイの「トラカ

れなんです。自由で開放感ある自然の中で植物にまみれ

イリゾート＆スパ TRASALIS」 で

る恍惚感を体験できました。サウナで温めて血流が良く

開催され、世界 20 カ国から 130

なって脳が覚醒しすぎるのを植物のアロマが鎮めるって

名が参集した。日本からは中野

いう感じでしょうか。白樺

憲一会長 ( 国際サウナ協会理事 ) 以下 15 名が参

だけでなくメープルや柏な

加。サウナ大使のタナカカツキ氏が「JAPAN

ど様々な新緑で作ったヴィ

SAUNA」と題して自身のサウナ体験と日本の

ヒタがとにかくふんだんに

サウナについて講演。スクリーンに同氏のマン

使われるんです。サウナを

ガを映し出し金憲碩常務理事が英語で通訳。参

通じて新緑と一体化するよ

加者の反応で日本のカルチャーであるマンガへ

うなイメージ。

の関心の高さがうかがわれた。会議はサウナの

この日体験したサウナはフィンランドとも日本とも全く

歴史や効能、設計など幅広い分野で話し合いが

異なるものでした。ただ、考えてみると、日本の蒸し風

もたれ、事前に開催された理事会では中野憲一会
長が理事として再任された。
今回の会議は郊外のリゾート地での開催だった
が、リトアニア協会スタッフの細かい配慮が随
所に感じられて、充実した内容であるとともに、新
しい情報に満ちた視察となった。
ランバスティング体験
オプションとしてランバ
スティングの体験ツアー
に申し込んだ各国の希
望者は数カ所に振り分
けられ郊 外 のサウナで
存分に体 験 することが
出来た。その後の湖で
の冷水浴も格別だった。

サウナミュージアムとサウナ祭り
会議最終日のツアーとしてサウナミュージアムを視察。
その後、リトアニアのサウナ祭り「Pirtis Day」に参
加。トレーラーで移動できる薪サウナや大きなドーム型
薪サウナなどに火が入れられていて、ここでもランバス
ティングの体験ができ、露店ではサウナグッズが販売
されてお祭りムード一色。

ランバスティングの実演
会 議での実演として、会 場
施設にあるプールサイドに特
設のランバスティング専用サ
ウナ室が作られ、リトアニア
とロシアのワークショップが
開催された。

呂文化や山の自然と滝、といったものとそれほど遠いこ
とではないんですよ、各国に共通する温浴文化の原点が
豊かな自然の中でエンターテイメント化した一つの形が
「Pirtis Day」なのかもしれません。アロマ好きな日本女
性が歓喜するような魅力に満ちたひと時でした。
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平成26年度

全国総会

記念講演概要

「横浜ロイヤルパークホテル」で開催

養成研修・資格登録事業として、①健康士並びに管理

公益社団法人 日本サウナ・スパ協会（中野憲一会
長）は 6 月 10 日、神奈川県の横浜ロイヤルパークホ
テルにおいて平成 26 年度全国総会を開催した。
はじめにホスト幹事である神奈川県協会の織茂明彦
会長から「横浜ランドマークタワー 70 階にあるこの会
場からは、横浜の街全体、新しい横浜と、変わらない
横浜が見渡せます。経営も、新しくなるべきもの、変わ
らないものを見据えて短期、長期の両方の視点が肝
要。景色を堪能していただきながら、全体を見ることの
大切さも感じていただきたいと思い選定しました。有意
義で明るい気持ちが生まれる総会、懇親会になればこ
んな嬉しいことはありません」と歓迎の言葉。中野会
長により開会の挨拶と講演者の紹介、リトアニアでの国
際サウナ会議への出席、新資格「サウナ・スパ健康ア
ドバイザー」とムック本『Saunner』についてそれぞ
れ報告がなされた。

士研修講座の開催と資格登録、更新。②新制度としてサ
ウナ・スパ健康アドバイザー資格をつくり3 月 7 日から募集
開始。
研修事業として、①第 22 回全国サウナ・スパ会議を恵
比寿アクト・スクエアにて開催。②社員研修用共通入浴券
のデザインを一新、有効活用を促進。
顕彰事業は該当者なし。
相談事業して、サウナ・スパ事業の健全な発展・育成
のため、法的許可、衛生管理基準、消防基準等につい
て各方面からの相談に対応。
平成25年度収支決算報告の件
前期末正味財産
当期正味財産増加額
当期末正味財産

75,503,222
△ 2,164,157
73,339,065

会計担当の織茂副会長からは、会員の減少等により
216 万円の赤字にはなっているものの、無理な増収を模索
することなく、魅力ある業界づくりを優先し公益事業の推進
を図り たい旨説明。
その後、監事の山野克己氏から ①事業報告等の監査
結果 ②計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の
監査結果について、適正である旨の監査報告が行われた。
第二号議案 任期満了に伴う役員選任の件
吉田秀雄氏に代わり新理事に齊藤英明氏（東京都協会
副会長）が就任し、その他の理事の再任が承認された。

懇親会に小泉進次郎議員が登場

「ボディケア
（リラクゼーション）
の
現在と将来のために」
一般社団法人日本リラクゼーション業協会理事長

清水秀文
私たちの仕事であるボディケアが、
昨年 10 月 30 日に総務省の日本標準
産業分類にリラクゼーション業（手技
を用いる物）として追加され、本年 4
月 1 日から施行されました。新設の位
置づけとしては、それまで大分類 N「生活関連サービ
ス業、娯楽業」の中の「他に分類されない 洗濯・理
容・美容・浴場業（分類番号 7899）
」に該当していた
業が、
今回の再分類で分類番号 7893 の「リラクゼーショ
ン業（手技を用いる）
」として新設されたわけです。
永年待ち望み、総務省の諮問委員会をはじめ、経産
省、厚労省に理事が何度となく足を運んで意見を頂戴し
てきた努力が実を結び、大変うれしく思っております。
昨年 1 月のリラクゼーション業界の市場調査では、市
場規模 1392 億円（そのうち温浴施設でのリラクゼーショ
ンは 400 億円ほど）
。事業所数は 9673 店舗、32,879
人が働いており、現在も規模は拡大し続けています。
高齢化社会に伴い健康寿命の延伸に役立つ仕事と
して、リラクゼーションのニーズは日々高まり、次の 10
年で 2,000 億円の市場が形成されるのではないか、と
期待されています。ストレス社会にあって温浴業界も同
様の重要な仕事で、今後も共に発展していければ、と
願っています。

続いて来賓の厚生労働省健康局生活衛生課課長
補佐の堀川春夫氏と駐日フィンランド大使館参事官の

「2014年顧客の意識に見る
リラクゼーション」

ミッコ・コイヴマー氏からそれぞれ祝辞をいただいた。
総会は代表理事の中野会長を議長に選出、総会成

株式会社リクルートライフスタイルビューティ総研センター長

立報告のあと議事録作成者に米田行孝専務理事を指

野嶋朗氏

名して以下の内容の議事に入り各議案とも満場一致で
承認可決された。
議事抜粋
第一号議案 平成25年度事業報告および決算関係書承認の件
啓発普及事業
調査研究事業として、①星虎男先生（理事）を中心にした
「体を温めてからのボディケアの効果」の実験を行い、その
効果ポスターを配布。②韓国済州島での第 9 回東アジアスパ
会議への代表団の参加。③ 3 月7日
「サウナの日」にサウナムッ
ク本『Saunner』( 小学館）発刊の全国告知。④国内で
のサウナ・スパ関連 3 カ所の展示会後援と推奨。SAUNA・
SPA 新聞の定期発刊。
インターネットによる情報提供並びにメディア対応事業と
して、①テレビや新聞、雑誌等マスコミからの問い合わせ取
材の対応。②飲酒をしてのサウナ利用の禁止並びに温浴施
設での事故防止。③マスメディアを通じ正しいサウナ・スパの
利用法の提供。
普及啓発活動として、①夏場のテントサウナ体験見学会を
愛知県下 3 カ所の海水浴場で実施、9 日間延べ 1000 名以
上の一般海水浴客等が参加。②長野県小海町のフィンランド
ヴィレッジにて「第 2 回サウナサミット」を開催、Ustream 等
でサウナの魅力を全国に発信。③日本赤十字社の協力を得
て 3 月 7 日「サウナの日」に愛知県、宮崎県、長崎県の各
協会が、全国献血推進キャンペーンを実施。④加盟店フロン
トで引きつづき東日本大震災被災地支援の募金活動を実施。
基準策定事業
基準策定事業として、「衛生自主管理基準」 並びに「サ
ウナ設備設置基準」の周知徹底。②レジオネラ属菌及びノロ
ウイルス等感染症発生事例と対策を機関紙で周知。③日本
政策金融公庫融資制度の周知、優良店の認定。

募集開始

ご存じのように日本は世界で冠たる高

18 時からの懇親会は、地元の金憲碩常務理事

齢化社会ですが、このままいくと国の医

の挨拶、コイヴマー参事官による乾杯で開宴され

療費負担は急増し、危機的状態になる

た。開催後まもなく衆議院議員で復興大臣政務官
の小泉進次郎氏が、古くからご支援いただいてい
る横須賀の織茂さんからご案内を戴き総会開催の
お祝の挨拶を、と駆けつけ、
「これから経済環境
が良くなろうとしているところですが、社会を支え
て働く方々は皆ストレスで疲れています。貴協会の
皆さまの事業はサウナやスパを通じて疲れた方々
を癒すという本当に素晴らしい仕事。ともに手を
携えて日本を元気にしていきましょう！」と熱いメッ
セージを炸裂させ、会場
は万雷の 拍手で沸いた。
大いに盛り上がった懇親
会は平井要子副会長の閉
会挨拶でお開きとなった。

寄付金状況
5月11日から7月10日までの募金振込金額は
以下の通りです。
今後とも募金のご協力よろしくお願い致します。
■募金入金状況（7月10日現在）
（単位円）
スパリゾート雄琴あがりゃんせ………… ￥２４,８０７
アダム＆イブ…………………………… ￥１１,１９１
………………………… ￥３０,７７４
日新観光
（株）
……………… ￥１０,２８７
ニュージャパン観光
（株）
サウナ・サン……………………………… ￥７,５５９

厚生労働省後援

サウナ・スパ管理士
第23回 サウナ・スパ健康士
第20回

今年も厚生労働省の後援を得て、サウナ・スパ管理士／健康士の養成講座を 9 月から開講いたします。
受講案内は協会 HP に詳細が掲載されていますのでご覧下さい。

恐れがあります。これからの若い人に負
の遺産を残さないためにも、公的扶助に頼らない民間
の力による医療費軽減策が求められています。外見の
美、心の充足、メディカル、健康などに関わる業界はこ
れからの成長産業として注目を浴びており、サウナ・ス
パ業やリラクゼーション業は、まさにこれらの社会課題を
解決していく産業です。
現実的な話として、今、団塊の世代がお金を使い始
めています。彼らは生活全般のクオリティを上げたいと
非常に強く願い、お金を使い始めたのです。これに呼
応して、サービス業界では専門的で質の高いサービス
を提供するための技術の切磋琢磨が活発になってきま
した。
実は先進国だけでなく、タイやベトナムなどアセアン各
国さえも、日本の後を追って高齢化が進んでいます。日
本が美容・健康に関するサービス産業を成熟させ、国
民の健康寿命を延伸することができれば、最初に高齢
化した国として、美容・健康サービス業の先進国に位
置付けられるわけです。
これまで科学技術によって外貨を獲得してきた日本で
すが、私は今後、成熟したサービス業で外貨を稼ぐ時
代が来ると予測しているのです。

ゴルフコンペを開催
総会翌日の恒例のゴルフコ
ンペは「戸塚カントリー倶楽
部」で開催された。参加者か
らは「名門コースの戸塚で一度やってみたかった
ので今回のコース設定は大変楽しみにしていまし
た」という歓びの声もあった。優勝は水野周治氏、
準優勝松永尚忠氏、第三位木地本朋奈氏。
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賛助会員商品展示会
株式会社トリリオン

総会当日の14時から18時まで、恒例の賛助会員商品展示会を開催しました。
株式会社 WEBINN

株式会社アルファロッカーシステム

株式会社

伊吹正

Ｗ洗浄「ハイジェニックス」で
汚れもヌメリも解決

クラブネッツポイント×Ｔ-POINT
導入のご提案

ＩＤ認証で完全キーレス
重要物保管管理ボックス

新作！ももとすだちの入浴剤で
旬を満喫

浴室内の石鹸カスと皮脂汚れをこすらず
取れる画期的なクリーニングシステム。2
種類の洗浄剤を交互に使用することで、
あの汚れもこの苦労も簡単解決！

自社ポイントカードで貯めたポイントが各
社大手ポイントに等価で交換できます。
また、最もメジャーなポイントシステムであ
るＴ -POINT の導入で競合店との差別
化を図りましょう。

新聞紙 1 ページ分のスペースがあれば
設置が可能な小型重要物保管管理ボッ
クス。鍵管理のわずらわしさを解消。音
声ガイダンスとタッチパネルで使いやすさ
と安心感が違います。

薬用入浴剤で手軽に季節感を演出しま
せんか。桃の葉のみずみずしく豊かな
香りは贅沢な入浴タイムを演出し、すだ
ちの爽やかな香りは気分を晴れやかにし
ます。

東京都品川区西五反田 2-18-2 五反田 KYビル 6Ｆ
☎ 03-5434-7741 担当者 加藤裕史

埼玉県富士見市上沢 2-11-24 3F
☎ 049-265-8801 担当者 安達桂

神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8
☎ 045-787-8421 担当者 中川敏彦

愛知県愛知群愛荘町愛知川 1577 番地 2
☎ 0749-42-3311 担当者 田中穣

キリンビールマーケティング株式会社

無料でウォーターサーバーを
レンタル「AQUWISH」

リポス株式会社

乾燥時間約 23％短縮で
耐久性アップのリポスドライメリット

アサヒビール株式会社

アサヒスーパードライの最高傑作
「ドライプレミアム」と「ドライブラック」

リポスドライメリット
5 つの特徴

3 色選べるスタイリッシュなウオーターサーバーで、富士
から届いた美味しくて新鮮な天然水を提供。極上の一
番搾り麦汁だけを使った「一番搾りプレミアム」の紹介。

①吸水性、速乾性に
優れています。②洗濯
時の乾燥時間を 23％
短縮。③耐久性に優
ギフト市場での好評を受け、業務用市場に参入した「ド
れています。④サウナルームで表面が熱くなりにくい。 ライプレミアム」と、
キレの良いドライテイストの「ドライブラッ
⑤使用時、表面がべたつきにくい。
ク」で、お客様にワンランク上の美味しさを。

大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪タワー A23Ｆ
☎ 06-7730-9183 担当者 村井 尊

大阪市東淀川区豊里 5-8-22
☎ 06-6329-5181 担当者 橋本正寿

東 京 都 協 会 総会

東京都墨田市吾妻橋 1-23-1
☎ 03-5008-5158 担当者 中島幸彦

関 西 協 会 総会

東京都協会
（吉田秀雄会長）
は 6 月10日( 火 )、
全国総会会場の「横浜ロイヤルパークホテル」
にて総会を開催しました。
事務局より総会成立報告の後、吉田会長を議
長に選出、議案の審議に入りました。平成 25 年
度事業報告、収支決算報告、監査報告が一括
審議され満場一致で承認。その後、
平成 26 年度理事及び役員の一部改選案において、
吉田会長が辞任し、岸野肇副会長が会長に、齊藤英明理事が副会長に、㈲梅田の
梅田範一氏が新たに理事にそれぞれ就任する改選案が提出され、満場一致で承認さ
れました。ここで議長を岸野新会長に交代し、議案の審議を再開。平成 26 年度事業
計画案、収支予算案についても一括審議され、原案通りに承認されました。岸野議長
より議事がすべて終了した旨の報告があり、総会を終了しました。

愛 知 県 協 会 総会
愛知県協会（森信仁会長）は、
6 月 10 日（火）
全国総会が開催される「横浜ロイヤルパークホテ
ル」の 68 階にある中華料理「皇苑」にて愛知
県協会総会を開催いたしました｡
開催にあたり森会長の挨拶の後、同氏を議長
に議案審議に入りました。事務局より平成 25 年
度の事業報告および収支決算報告と監査報告、続いて平成 26 年度収支予算案・事
業計画案の提案、役員改選案では東洋健康ランドの岡崎光治氏を理事に新任、その
他の役員は留任する案が提案され、全議案は満場一致で承認されました。森会長が
降壇し閉会の辞で総会を無事終了しました。

協会活動

宮崎県協会献血

夏季研修会案内

関西サウナ・スパ協会（米田篤史会長）は 6 月 17 日 ( 火 )、
「神戸有馬温泉 鴻鵬館」
にて総会を開催しました。まず、米田会長から、日ごろの協力のお礼と先日訪問したリト
アニアの視察報告を挨拶として「想像以上に素晴らしかった」内容の一部を紹介があ
りました。
司会より総会成立の報告の後、議案審議に移り、平成 25 年度事業並びに決算報告、
会計監査報告、
平成 26 年度事業計画案並びに収支予算案の件、
今年の活動重点テー
マは引きつづき「青年層のスパ利用誘致及び定着化」、「青年層向けスパの魅力の積
極的ＰＲ及び啓発活動」とすること等、全議案が拍手をもって承認されました。その後
懇親会、二次会と続き、盛大に終了しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

恒例第24回夏季研修会開催

・8 月 7 日（木） 道頓堀ニュージャパンにて
・課題「次世代顧客誘致に関する、
色々な角度からあらゆる方策を導き出す」
この課題にはすでに4名の選別チームが取り組んでおり、
これまでの経過報告に加えて、
「 我々の
次のお客様は誰なのか、
どんな誘致策があるか」
を研修会参加メンバーで導き出す研修会です。
・問い合せは事務局 土肥まで 電話06-6211-0463

岡 山 県 協 会 総会
岡山県協会（松田次雄会長）
は、
7 月 10 日
（木）
「ホテルレオパレス岡山」にて総会を開催しまし
た。日本協会からご参加いただいた中野憲一会
長に、祝辞と協会活動協力の謝意をいただいた
後、松田会長の議事進行のもと総会が開催され、
すべての議案が満場一致で承認されました。日
本協会よりご助言いただいた、「岡山県協会会則」の一部変更も合わせて承認されま
した。その後の懇親会では大いに盛り上がり、参加者相互の親睦を深めました。

今年の 6 月に 50 周年を迎えたホテル
マリックスで、7 月１日、献血推進運動を
行いました。天候にも恵まれ、事前に各
企業に献血協力依頼を行ったこともあり、
多くの方々にお越しいただきました。合計
受付 78 名 献血者 70 名でした。 今
後も引き続き献血推進運動続けていきた
いと思います

埼玉県越谷市でテントサウナ展示

6 月 21．22 日に埼玉県越谷市民ホー
ルにて、サウナを一般に広めるためと、
災害時の有効活用のためテントサウナを
展示を行いました。 協会の活動としてサ
ウナ・ スパ健康アドバイザーの紹介など
パンフを用意して配布しました。
湯アンド友㈱ふるさとの湯
代表取締役 細谷美正
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暑中お見舞い
公益社団法人日本サウナ･スパ協会

会

長

埼玉県サウナ・スパ協会
会

中 野 憲 一

長

副会長

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30
アルス市ヶ谷 907
TEL 03-5275-1541
（代） FAX 03-5275-1543

監

事

阿戸健次
木所勝邦
細谷美正

国際企業株式会社
パークプラザ大宮
湯遊ランドホテル三光

〒530-0015 大阪市北区中崎西 2-1-9
TEL 06-6312-7521

株式会社ジェム
神戸サウナ＆スパ

〒220-0011 横浜市西区高島 2-19-12 スカイビル 14F
TEL 045-461-0223

代表取締役会長
代表取締役社長

中野憲一
中野克啓

〒542-0071 大阪市中央区道頓堀 2 丁目 3-28
TEL 06-6211-0832（代）

米 田 篤 史

キリンビールマーケティング株式会社

植 木

会

長

事務局長

枝 元倫介
志 賀正浩
福岡市博多区祇園町 8-13
プリンスビル３F ㈱ウェルビー内
TEL 092-271-3354

アサヒビール株式会社

宏

〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2
中野セントラルパーク
TEL 03-6734-9738
（代）

代表取締役社長

会 長

松田次雄

〒700-0904 岡山市北区柳町 1-13-21
TEL 086-233-7351 FAX 086-233-7352

株式会社 メビウス

九州沖縄サウナ・スパ協会

〒650-0022 神戸市中央区元町通 2-3-2 ジェムビル 6F
TEL 078-392-1234

代表取締役社長

憲碩

（公社）日本サウナ・スパ協会諮問委員
岡山県協会

洪 里 勝 信

代表取締役社長

金

天然温泉ふるさとの湯

サウナ＆カプセル 大東洋
サウナ＆カプセル アムザ
代表取締役

代表取締役社長

小 路明善

〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋 1-23-1
TEL 03-5608-5111

オアシスサウナ アスティル
〒105-0004 東京都港区新橋 3-12-3
TEL 03-5401-0356
http://www.oasissauna.jp/

心のこもったおもてなしをご提供します。

株式会社エーワン
代表取締役

鈴木皓雄

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-7-1
新宿171ビル5階
TEL 03-3354-1044 FAX 03-3354-1047

実績と経験に育まれたノウハウこそ、
私たちの経営資産です。

株式会社リフレッシュセンター
お風呂上りのリラクゼーションが最高だ！
って信じています。

代表取締役
取締役社長

猪股美知代
鬼塚 健

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-2-26
天神第一ビル 6F
TEL 06-6101-8511

オリジナルグッズ・ユニフォーム・タオルの企画・製作
印刷物・什器・のぼり・POPなどのデザイン・企画・製作

代表取締役社長

淺香
ASAKA

正樹

ニューウェル株式会社

MASAKI

〒104-1041 東京都中央区新富 1-18-1
住友不動産京橋ビル 8F
TEL 03-3537-8655
問い合わせ担当：取締役 社長室 世良光司
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申し 上 げ ま す
横須賀建物株式会社
サウナトーホー

平成二十六年 吉日

東洋健康ランド株式会社

岡 﨑 治 樹

代表取締役

岐阜店

代表取締役

〒500-8356 岐阜市六条江東 3-5-2
TEL 058-275-0026

株式会社東新アクア

両国湯屋江戸遊
神田アクアハウス江戸遊
市原天然温泉江戸遊

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 1-5-12 東新ビル 2F
TEL 03-3621-2617 FAX 03-3621-2618
www.edoyu.com

代表取締役

米田行孝

織 茂 明 彦

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通 1-2
TEL 0468-26-1848 FAX 0468-26-1849

三蔵商事株式会社
東名厚木健康センター
代表取締役

平井要子

代表取締役

平成二十六年 盛夏

〒460-0008 名古屋市中区栄 3 丁目 27 番 33 号
TEL 052-261-1401 FAX 052-241-3333

石垣商事株式会社
ニューサウナ シャン

岡 村 篤 秀

代表取締役

本社〒252-0004 神奈川県座間市東原 3 丁目 15-7
TEL 046-252-0588
FAX 046-252-8601

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町 1-14-3
TEL 06-6309-7558
（代）

株式会社 白興

株式会社ニュージャパン

松 村 讓 裕

代表取締役社長

代表取締役

株式会社 ユーランドホテル八橋
〒010-0961 秋田県秋田市八橋イサノ 2-16-29
TEL018-863-7811 FAX018-863-7210
株式会社 村幸（カプセル＆サウナ ロスコ）
〒114-0015 東京都北区中里 2-4-8
TEL03-3940-3331 FAX03-3915-0737

大崎

石垣繁一

リネンサプライ・寝具販売等
いつでもご相談下さい

洋

代表取締役

〒730-0027 広島県広島市中区薬研堀 8 番 8 号
TEL 082-243-0227

本

社

堀井正隆

東京都荒川区荒川 3-33-1 TEL 03-3807-0306
リネン開発部 埼玉県三郷市三郷 2-14-5
（営業担当 小島） TEL 048-949-5755

手から伝わる癒しの創造 手から伝える人財の創造

株式会社 エーワン東京
代表取締役社長

神 山

敏

代表取締役社長

〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1
Daiwa 築地 616 ビル
TEL 03-3542-0333
（代）

遠藤宏治

〒501-3992 岐阜県関市小屋名 1110
TEL 0575-28-3131

乾燥時間約23％短縮

ecoタオル製品

シック・ジャパン株式会社
代表取締役社長

後 藤 真 一

〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9
アイケイビル
TEL 03-5487-6801

“水”をテーマにリラクセーション空間を創造する

代表取締役

重

株式会社

隆 文

代表取締役
本
東

社
京

大賀康司

TEL（06）6329-5181（代） FAX（06）6329-5185
TEL（03）3568-6801（代） FAX（03）3568-6805

株式会社 朝日印刷
福岡支店
支店長

内門康弘

アクアエンタープライズ

〒105-0004 東京都港区新橋 5-10-7 山下ビル
TEL03-3433-4177 FAX03-3433-4188
URL http://www.aquaenterprise.co.jp

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
TEL 092-482-4351

（順不同）

代表取締役

鈴木

明

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-19-1 小林ビル 511
TEL 03-3363-8181 FAX 03-3363-8182
http://www.a1-tokyo.com/
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フィンランド・ヴィレッジ「夏至祭」開催
テントサウナも設営
6 月 7 日、 長 野 県
南 佐 久 郡 小 海 町の

タの爽やかな香りはことのほか素晴らしく、「サウナ
の真髄に触れた」との声もあがった。

フィンランド・ヴィレッ

北欧では短い夏を満喫する「夏至祭」は非常に

ジの特設会場で第 13

大切な年中行事。その時に欠かせないのがコッコ

回の小海町「夏至祭」

と呼ばれる大きな篝火で、篝火は暗闇を引き裂くシ

が開催された。

ンボルとされている。小海町「夏至祭」でも篝火は

今年のフィンランド夏至祭は 13 時から始まり、キャ

メインイベントとなっており、大きな篝火が上がるよ

ンドル作り体験やフィンランドのゲーム、民族楽器カン

うにやぐらを組んで準備を整えて点火。あいにくの

テレの演奏などが行われた。協会は協力イベントとし

小雨にも関わらず、コッコは 5 ｍにもおよぶ火柱を

て湖畔にテントサウナを設営、自然の中でのサウナの

上げ勢いよく燃え、参加者は幻想的なその炎に見

心地よさを参加者に体験してもらった。新緑のヴィヒ

入った。

9/8~10

『Saunner』テレビやラジオで話題沸騰
プロサウナー諸氏 協力出演で大活躍

「ダイエット＆ビューティフェアー」
「スパ＆ウェルネスジャパン」 開催

3 月 7 日に『Saunner』が発売さ

美容と健康のプロが結集する展示会「ダイエット＆ビューティ

れてから 4 カ月以上過ぎた。しかし

フェアー 2014」と、国内唯一のスパ＆ウェルネスの専門展示会

その反響はますます大きくなるばか

「スパ＆ウェルネスジャパン 2014」が 9 月 8 日～ 10 日の 3 日間、

り。6 月 23 日
（月）には日本テレビ「月

東京都江東区のビックサイトで開催される。スタート以来急成

曜から夜ふかし」 で、『Saunner』

長を続けている本展示会は、昨年 600 ブース 26,000 人を動

を紹介しつつ、川平慈英氏などサ

員。
「〝美と健康″出づる国から、世界へ」をテーマとした今年

ウナ愛好家の芸能人を紹介。協会

はより規模を拡大しており、協会もサウナグッズやアドバイザー

活動にもご協力いただいているサウ

資格の紹介などブース出展を予定している。

ナ愛好家の濡れ頭巾ちゃんが、「サ
ウナセンター大泉」でサウナの魅力
を解説した。6 月 28 日（土）には
TBS の「情報 7days ニュースキャ
J-WAVEの「HELLO WORLD」に出演
する越山プロ

スター」で、その週に「サウナ」と
いうワードがネット上で 44 万 5000 回

検索されたことに注目し、
「いま静かなブーム
！“ロウリュ”って何？」
をテー
マとしてトークが弾んだ。また、
7 月5日
（土）のラジオ、
ニッポン放送「辛
坊治郎 ズーム そこまで言うか！」には小学館の小林慎一郎編集長と
プロサウナ―原山壮太氏が出演。サウナの奥深さを語った。ラジオと
言えば、J-WAVE の「HELLO WORLD」に、ブームを牽引する
越山剛プロと小林慎一郎氏が出演し、「サウナは、もはやおじさん達
だけのオアシスではありません！今、
オシャレで健康的なカルチャー！
！」
と、
サウナ愛を語っており。その収録の様子は J-WAVE の YouTube 公

貴店ＨＰに「サウナ・スパ健康アドバイザー」バナーのご協力を
本年度新設された、協会公認資格制度「サウナ・スパ健康アドバ
イザー」は、日々登録者を増しているが、この制度を知る人はまだ
まだ少ない。協会ではこの資格に対して店舗スタッフだけでなく一般

受講生
募集中

のお客さまにも興味をもっていただき、いかにサウナや入浴が体に
良いかを伝えるとともに、資格の価値を広めていきたい。
そこでこの度協会は、本制度の認知度を高めるために、加盟店の
ホームページにアドバイザー公式資格説明のリンクを張るバナーを準
備し、協力を呼びかける。バナーデザインはアドバイザーのテキスト
と同じイメージで、ホームページに加えても雰囲気を損なわないデザ
インとしている。

このバナーをクリックすると色が反転し、アドバイザー説明のページにリンク

式チャンネルで観ることができる。6 月 30 日の文化放送 ｢吉田照美の
飛べ！サルバドール｣ には、『Saunner』制作時、取材を担当した奈
良巧氏が、各施設を熱く紹介した。
いずれの番組でもサウナの魅力を語るプロサウナー諸氏の活躍が
目覚ましく、世の注目を集めつつ、サウナーは今、増殖を始めている

会員紹介

賛助会員（5月16日付）

㈱ANZコーポレーション
東京都台東区上野3-16-3
TEL 03-6435-8502

田口ビル5Ｆ

［代表者］嶋津 顕
［担当者］琴音聖姫
［取扱業種］美容エステ、リラクぜーション、
保険診療等マッサージ
URL http://39anz.co.jp/

模様。
（単位円）

