
暖炉、薪ストーブ、アクセサリー、サウナ、浴槽を展示しております。
どうぞ、お気軽にお越しください。
※ショールームの展示物は、それぞれ異なりますのでお越しの際には、お問い合わせください。

東京ショールーム
〒104-0045
東京都中央区築地6-16-1（築地616ビル）
TEL：03-3542-0573（代） FAX：03-3544-1874

大阪ショールーム
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-6-6 大阪華東ビル
TEL：06-4803-0168（代） FAX：06-4803-0456

ショールームのご案内

「人」の「心」と「体」をあたためる　　　　　  の事業

■薪ストーブ・暖炉

世界の上質な「薪ストーブ・暖炉」を、メトスの
安心サービスネットワークでお届けします。

■メトスカールバーンシリーズ（アウトドアサウナ）

大自然を存分に楽しむ

■ファイティンサウナ

■サウナと温浴設備

長い歴史で培った、知識・経験を生かし
最良のサウナの提案をします。

アスリートのボディケアと
コンディションをサポート

東京ショールーム 大阪ショールーム

「豊かさと夢の実現」メトスの目指すテーマです。
炎の赤は幸せの色といわれています。赤は西洋では、アクアとなり水を意味します。
幸せを生む火と水。暖炉・薪ストーブ、サウナ、温浴、介護浴槽。
幸せな暮らしのお手伝いをいたします。

札幌営業所 ： 〒060-0041 札幌市中央区大通東7丁目（ノースシティ大通ビル）
  TEL.（011）272-3201（代） FAX.（011）272-3205

仙台営業所 ： 〒981-3135 仙台市泉区八乙女中央 1-7-5（八乙女オフィスビル）
  TEL.（022）771-5242（代） FAX.（022）371-9671

東京営業所 ： 〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1（築地616ビル）
  TEL.（03）3542-0573（代） FAX.（03）3544-1874

名古屋営業所 ： 〒464-0075名古屋市千種区内山3丁目10-17 （今池セントラルビル）
  TEL.（052）856-6144（代） FAX.（052）856-6145

大阪営業所 ： 〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-6-6（大阪華東ビル）
  TEL.（06）4803-0168（代） FAX.（06）4803-0456

福岡営業所 ： 〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32（博多堀池ビル）
  TEL.（092）471-5801（代） FAX.（092）471-5802

http://www.metos.co.jp

K-3N-2107-SK4,000

空 間と時を愉しむ、サウナというスタイル

METOS  PRIVATE  SAUNA
メトスプライベートサウナカタログ

THINK  SAUNA



リラクゼーションの新時代へ

もう一度、サウナの原点を見つめました。メトスプライベートサウナは、高い機能と心地よさを兼ね備えた理想のリラクゼーション空間。

穏やかな熱波と蒸気がもたらす自然で健康的な発汗、最高のくつろぎを生む空間デザイン。

安らぎの色、香り、音が、未体験のリラクゼーションへ誘います。

プライベートサウナを一新する、リラクゼーションの新時代へ。

あなたはここで生まれ変わります。

サウナのパイオニア【メトス】が提案するプライベートサウナ

私はここで、生まれ変わる。
多彩な
レイアウト

ノンストレス
ゆとり空間

温度も湿度も
ロウリュも
自由自在

「クリマ」と「モリス」
選べる２タイプ

安心の
PSE適合品

ETOS
RIVATE
AUNA
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THINK  SAUNA

家庭用のサウナは、電気用品安全法（PSE）における、特定電気用品の
「電気サウナバス」および「サウナバス用電熱器」に該当します。
「メトスプライベートサウナ」は試験をクリアした適合品です。
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最大収容人数 機種型式 サイズ

W1180×D890×H1985mm
ストレート

MPS-2000CL-F
（2.15kW）1人

W1180×D1180×H1985mm
ストレート

MPS-2700CL-F
（2.7kW）2人

W1640×D1180×H1985mm
ストレート　L型

MPS-3800CL-F
（3.75kW）3人

W1640×D1640×H1985mm
ストレート　L型

MPS-6000CL-F
（4.96kW）4～5人

■CLIMA仕様

MPS-2700-CLIMA（2人用）

CLIMA

クリマの名称は気候を意味する英語「climate」に由来します。
サウナヒーターによる快適な温度、サウナストーンへのダイレクトロウリュは、まるで気候を操っているかの様です。
自分の手で好みのサウナ空間を作ることができる、これがクリマサウナです。

【クリマ】

熱せられたサウナストーンに直接水をかけることによって、瞬く間に蒸気となり心地よい
熱波がサウナ室内を満たします。

ヒ
ー
タ
ー
露
出
タ
イ
プ
の
王
道
、

ダ
イ
レ
ク
ト
な
ロ
ウ
リ
ュ
が
愉
し
め
ま
す
。

ロウリュ、サウナヒーターの上で熱せられ

た石に水やアロマ水を注ぎ、蒸気をコント

ロールする愉しみ。クリマサウナはまさにこ

のために存在するといっても良いでしょう。

熱せられたサウナストーンに直接水をか

けることによって、瞬く間に蒸気となり、心

地良い熱波がサウナ室内を満たします。

誰にも邪魔されることのない静かな空間

で、自分の好みでロウリュする愉しみは、

プライベートサウナオーナーの特権です。

五感で感じるサウナ、クリマサウナはあな

たの夢をかなえます。

ヒーター露出タイプの王道。
サウナストーンに直接水をかけることにより、ダイレクトなロウリュが愉しめます。

CLIMAヒーター

ETOS
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バックレストに注水用のハッチを装備。
専用のカップで適量の水を注ぐとロウリュを愉しめます。

Mollis

最大収容人数 機種型式 サイズ

W1640×D1180×
H1985mm

MPS-3800ML-F
（3.75kW）3人

W1640×D1640×
H1985mm

MPS-6000ML-F
（5.4kW）4～5人

■Mollis仕様

ベンチ下
Mollis

［Mollisの対流］
発生した水蒸気は、ベンチ下から自然に
室内を循環、温度が均一化されます。
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モリスサウナは、やわらかいを意味するラテン語「mollis」から名づけられました。
サウナヒーターがベンチ下に格納されているため広々とした安全な室内、
マイルドなロウリュがふりそそぐ、やわらかな空間が演出されています。

【モリス】
ベンチ下にヒーターを格納、スッキリした室内。
専用ハッチから水をそそぐと、上質でマイルドなロウリュがふりそそぎます。

MPS-3800-ML（3人用）

身
体
を
つ
つ
み
込
む
、

マ
イ
ル
ド
な「
ロ
ウ
リ
ュ
」が
ふ
り
そ
そ
ぎ
ま
す
。

「サウナは熱い」と感じたことはありませんか？

「熱さを我慢して汗をかくのがサウナ」と

思っていいる方もいらっしゃるかもしれませ

ん。もっと楽に、心地よく発汗するサウナ、

それがメトスプライベートサウナです。

60℃から80℃室内にロウリュすることで、

調和の取れた湿度を保ち、やわらかく自

然な発汗を感じることができます。こうした

マイルドな環境は、心身をよりリラックスさ

せ、疲労回復やストレス解消など、リラック

ス効果をさらに促進します。モリスサウナ

は背面の空気対流層から降り注ぐ蒸が

身体をつつみ込み、心地よい入浴で大

きなリラックス効果を生み出します。

ETOS
RIVATE
AUNA
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（室温℃）

100℃

90℃

80℃

70℃

60℃

50℃

40℃
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

（相対湿度％）

METOS PRIVATE SAUNA

従来の高温でドライなサウナから、
中温で加湿する心地よいマイルドなサウナまで、
好みに応じてプライベートな環境を実現します。

従
来
の
入
浴
環
境

従来の入浴環境

M
ETO

S PRIVATE SAUNA

［ロウリュ］
サウナの「故郷」、フィンランドで楽しまれている独特の入浴法。灼熱したサウナ
ストーンに水をかけることで蒸気を発生させ、サウナ室内を加湿します。

KERKES（ケルケス）ストーン
（Mollis用）
遠赤効果のあるサウナストーンです。

香花石（CLIMA用）
遠赤効果のある自然石です。

SelectionProduct features

温度計
（φ150mm）

回転式砂時計
15分計（白）

〈ベンチ材〉アバチ
アバチは比較的熱を持ちにくい
材であり、座りごごちに配慮しま
した。

●ベンチ材

〈内装壁材〉フィッチ
北欧の森を感じさせる柔らかく
美しい節が特徴です。軽軟でサウ
ナに適した材です。

●内/外装壁・扉材

多孔質セラミック
吸着性のある不燃化粧板で、
ニオイや湿気を吸収します。

●不燃内装材

耐水・抗菌加工シート、清潔でお
手入れがしやすいです。

●床材

内装材

標準アクセサリー

豊かな空間の広がり。
モジュールを再考しデッドスペースを解消。
　人が最もリラックスできる空間とはどのようなものなのか、人間工学はもちろん心理
学も取り入れ、徹底して追及したのがメトスプライベートサウナです。
モジュールの再考によって実現した無駄のない室内。そして曲線が美しい細部の
デザインなど、最上のリラックスを味わうにふさわしい設計です。天井高も、従来より
も大きく確保しました。

自分で水を注ぎ、
蒸気をコントロールする愉しみ。
　室内をマイルドにする蒸気は、熱せられたサウナストーンに水をかけることで生まれま
す。水は瞬く間に、心地よい熱波と蒸気となってサウナ室内を満たし、自然な対流
を生みながら、発汗を促します。自分の手で水を注ぐことは、リラ ックスを促す愉し
い動作の一つ。水の量によって蒸気の量はコントロールして、お好みの環境を作る
ことが可能です。

特徴

メトスプライベートサウナは、外装をそのまま生かすフリースタンディングタイプと
インテリアに合わせたビルドインタイプの施工が可能です。

施工タイプ

MPS-2700-CL（2人用）
※側面仕上げはオプションです。

MPS-3800-ML（3人用）　メトス東京ショールーム

●フリースタンディングタイプ ●ビルドインタイプ

ETOS
RIVATE
AUNA

M
P
S

大型ディスプレイと直感的に操作しやすいコント
ローラー、60℃～100℃までの設定が可能です。
異常を感知した場合はエラーが表示され、安心し
て使用できます。

コントローラー

調光式LED照明は、気分に応じて照度を
3段階に調整できます。

LEDライティング

エアーコントロール

調整可能な給排気口は換気と湿度の調整が可能です。

クリーンフロア

清掃が容易なフロア。
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前室が浴室の場合のオプションとして、
アルミドアをご用意しています。

Option Accessories

スプルス　＊柾目
軽軟で弾力性があり、柾目の美し
い木目が特徴です。無臭で湿気
に強い良材です。

ヒノキ
湿気に強く耐久性が高い日本の
高級材です。独特の香りと表面の
光沢が特徴です。

エバーウッド
ベイマツからヤニを抜き出し、高
い耐久性と割れ防止を可能にし
た良材です。

パイン
節目が濃く、野趣のある雰囲気が
特徴です。硬く湿気にも強く、サ
ウナに適した材です。

アロマオイル  10㎖
ロウリュに使う水にアロマオイルを数滴たらせば、
アロマテラピーが愉しめます。

※材質にはそれぞれ標準、オプションがあります。仕様をご確認ください。

イメージ スピーカー

ドア バックレスト

必要に応じてオプションで追加が可能です。

サウンドシステム

携帯音楽プレイヤーなど、お手持ちのオーディオ機器を接続することで、サウナの室内で音楽が楽しめます。

オプション材

●  ミントユーカリ
 ￥1,650（税抜価格：￥1,500）
●  イランイランシトラス
 ￥1,760（税抜価格：￥1,600）
●  ローズマリーシトラス
 ￥1,650（税抜価格：￥1,500）

● ベルガモットマンダリン
 ￥1,760（税抜価格：￥1,600）
● ラベンダーティートリー
 ￥1,980（税抜価格：￥1,800）

100％天然アロマオイル  10㎖
100％天然のエッセンシャルオイルでブレンドした、
サウナのためのアロマオイルです。

● ユーカリミント 
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）
● ハーブブレンド 
 ￥2,530（税抜価格：￥2,300）
● フルーツブレンド 
 ￥1,980（税抜価格：￥1,800）
● ペパーミント 
 ￥1,980（税抜価格：￥1,800）

● ラベンダー
 ￥2,640（税抜価格：￥2,400）
● シトラス
 ￥2,200（税抜価格：￥2,000）
● ユーカリ
 ￥1,980（税抜価格：￥1,800）
● ローズミント
 ￥2,640（税抜価格：￥2,400）

ヘッドレスト（枕）　￥33,000（税抜価格：￥30,000）
ベンチに横になった時には、枕として使います。
立てて使えば、腰を支えるバックレストにもなります。

回転式砂時計　15分計（緑）　￥4,400（税抜価格：￥4,000）
緑色の砂が特徴の回転式砂時計（15分計）です。
標準アクセサリーと同形状の色違い品です。

モリスカップ　￥13,860（税抜価格：￥12,600）
Mollisでロウリュする際に使用するカップです。 Mollisサウナの
ロウリュ用ハッチにカップで水を流し込み、ロウリュを楽しむことができます。
材質：木製　直径：約80㎜　容量：約150㎖

バケット（桶）　￥18,920（税抜価格：￥17,200）
ロウリュに使用する水を入れます。
外部は木製、内側は樹脂製で、肌ざわりと清潔感を両立させました。

ロウリュ用ひしゃく（ラドル）　￥8,800（税抜価格：￥8,000）
CLIMAでロウリュする際にちょうどよい長さと容量のラドルです。
材質：木製　全長：約400㎜　容量：約100㎖
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サウナ室

スピーカー

出力
電源
（AC100V）

アンプ 入力②

有線放送など※

入力①
ステレオミニジャック

小型ステレオパワーアンプ概要図

※契約や受信用機器が必要です。

携帯音楽プレイヤーなど



メトスボディバスタオル（オフホワイト）
￥2,750（税抜価格：￥2,500）
メトスロゴ入りのオリジナルバスタオルです。
サイズ：700×1,400ｍｍ　カラー：オフホワイト
材質：綿100％　生産国：パキスタン

メトスボディバスタオル（ブルー）
￥2,750（税抜価格：￥2,500）
メトスロゴ入りのオリジナルバスタオルです。
サイズ：700×1,400ｍｍ　カラー：ブルー
材質：綿100％　生産国：パキスタン

抗菌サウナマットBlack
￥5,720（税抜価格：￥5,200）
速乾・抗菌・消臭性にすぐれた機能性マットです。
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Accessories Specification

注意事項

●ご使用の際は「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。
●設置方法（フリースタンディング、ビルトイン）はあらかじめご指定下さい。
●前室が浴室となるビルトインの場合、扉はアルミドアを推奨いたします。
●ビルトインの場合、ドア以外の本体外面仕上げは耐水合板となります。（CLIMA、Ｍollis共通）
●ロウリュは適量の水で行ってください。（取扱説明書参照）
●前室が浴室の場合、サウナを設置する床は、防水を施してください。
●サウナを一般住宅以外へ設置する場合、各地区の火災予防条例により仕様の規制を受けることがありますので、所轄消防署の指導にしたがってください。
●改良のため、商品の仕様および外観は予告なく変更することがございます。
●本カタログの商品の色は印刷物のため、現物と異なる場合がございます。
●本カタログの施工例は参考です。具体的な仕様等は、営業担当者にお問い合わせください。
●受注オーダー品のため、納期は営業担当者にお問い合わせください。
●本カタログの記載内容は、2021年7月現在のものです。

■本体オプション（設置タイプによってオプションが異なります。）
設置タイプ 名称 材質

アルミフリースタンディング・
ビルトイン

フリースタンディング・
ビルトイン

スプルス／ヒノキ

スプルス／ヒノキ／
エバーウッド／パイン

スプルス／ヒノキ／
エバーウッド／パイン

ヒノキ

フリースタンディング・
ビルトイン

フリースタンディング

フリースタンディング

内装材質変更

アルミドア

外装材質変更／
正面

側面仕上げ

スノコ

型 式
MPS-2000

CLIMA

MPS-2700

CLIMA

MPS-3800 MPS-6000

CLIMA Mollis CLIMA Mollis

1人

1,180 1,180 1,640 1,640 1,640 1,640

890（902） 1,180（1,192） 1,180（1,192） 1,180（1,192） 1,640（1,652） 1,640（1,652）　

1,985

RSS-2.15

2.15kW/200V

香花石

￥1,485,000
（税抜￥1,350,000）

アバチ

複層ビニル床シート

フィッチ

多孔質セラミック

フィッチ　

アバチ

フィッチ

耐水合板

耐水合板

木製（丸棒）

TC-SL型

扉上下に設置（開閉式）

LED（バックレスト埋込式）

壁掛Φ150　バイメタル式

壁掛回転式15分計

￥1,650,000
（税抜￥1,500,000）

￥2,035,000
（税抜￥1,850,000）

￥1,870,000
（税抜￥1,700,000）

￥2,530,000
（税抜￥2,300,000）

￥2,200,000
（税抜￥2,000,000）

フィッチ 多孔質セラミックフィッチ 岩綿吸音板

岩綿吸音板

多孔質セラミック

香花石 香花石 KERKESストーン 香花石 KERKESストーン

RSS-2.7

2.7kW/200V

RSS-3.75

3.75kW/200V

MSS-3.75

3.75kW/200V

SM-60

4.96kW/200V

MSS-5.4

5.4kW/200V

1,985 1,985 1,985 1,985 1,985

幅

奥行

高さ

品番

定格

入浴人数目安

外形寸法(㎜）

サウナストーン

税込本体価格（工事費別途）

コントローラー

給排気

照明

附属品

材質

ベンチ

床

ヒーター周り壁

ヒーター上部天井

内装・扉仕上

バックレスト

外装

把手

フリー
スタンディング

ビルトイン

温度計

砂時計

正面

その他

全面

サウナヒーター

2人 3人 3人 4～5人 4～5人

■標準仕様

https://store.shopping.yahoo.co.jp/metos/

トントゥ ヨール

トントゥ レイカ

トントゥ ターボ

マッサージボールセット（ボール2個）
￥7,678（税抜価格：￥6,980）
コルクボードの上に置いたストーンで足裏
をゴロゴロとマッサージ。
足にかかる圧とのバランスにより足と体に
リラックスした心地よさを与えてくれます。

ストーントントゥ　
各￥3,036（税抜価格：￥2,760）
フィンランドでは幸せを呼ぶと言われている妖精
トントゥ。サウナストーンとしてロウリュを演出、サ
ウナに入りながらトントゥでマッサージしたりオー
ナメントとして置いておくだけでもリラックスした
空間をもたらせてくれます。

トントゥ リリー

METOS ONLINE SHOP

一部の商品は、メトスオンラインショッピングからもお求めになれます。

家庭用のサウナは、電気用品安全法（PSE）における、
特定電気用品の「電気サウナバス」および「サウナバス
用電熱器」に該当します。「メトスプライベートサウナ」
は試験をクリアした適合品です。

ETOS
RIVATE
AUNA

M
P
S
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mökkiSauna Soppi
薪 小屋ストーブのある、あたたかい 本場フィンランドの小屋を再現。

薪ストーブを使用した、あたたかい小屋。
サウナストーンを搭載したパワフルな薪ストーブにより、
本格セルフロウリュが愉しめます。
シャワー取入口とフロアドレンを装備、
室内でシャワーを浴びることが可能です。

サウナソッピから、オンラインショッピングサイトのご案内です。

サウナソッピEC

mökkiモッキ

セルフロウリュ ！
炎も愉しめる ！
シャワーも使える ！

Loyle
Woodstove

Shower
「mokki」はフィンランド語で小屋／コテージを意味します。

熱源は薪ストーブ サウナストーンで本格ロウリュ シャワー使用時は必須のフロアドレン 扉下部換気口（外側）とシャワー取入口 上部開閉換気口（上）
扉下開閉換気口（下）

フィンランドから取り寄せたアイテムを中心に
サウナを愛する人にご満足いただける商品をご用意しました。

〒196-8533 東京都昭島市田中町610-4
モリパークアウトドアヴィレッジ
平日（月~金）11:00~20:00（水曜定休）
土・日・祝 10:00~20:00
TEL:042-545-3738

サウナ小物はサウナソッピECサイトからご購入できます。

https://saunasoppi.shop/

フィンランドの雰囲気に包まれた、日本初のサウナ専門ショップ「METOSSauna Soppi（メトスサウナソッピ）」は、
サウナハット、アロマなどサウナアイテムを揃え、アウトドアサウナをはじめロウリュ体験もでき、多くのサウナファンが訪れるお店です。
多くのサウナファンの要望に応えて開設したECサイトです。　


