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ひのきの健康効果に着目した健康ひのき畳

フランチャイズ加盟店のご案内

企画製造販売
飛騨フォレスト株式会社

間伐材等の森林資源を主原料として、住宅用の畳床をはじめとする床材、家具の製造および販売

お問合せ窓口
NPO法人　Next LOHE　　　　
東京都港区麻布十番1-10-10ダヴィンチ・ジュールA11階
TEL　03-6229-0553／FAX　03-6229-0552
http://nextlohe.org
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Only One.
健康ひのき畳を構成しているのは、オンリーワンの輝き

ひのきの健康効果に着目し、ひのきを使った畳床を開発しました。ひのきの成分には、シックハウス症候群の原因のひとつといわれるダニの抑制効果があります。また、ひの
き精油の森林浴効果、ひのきの調湿効果など人に優しい畳、それが健康ひのき畳です。健康ひのき畳は安心な住まい造り、健康で快適な住空間を実現します。ひのきの健康
効果に着目して開発した、ひのきを使った畳。さまざまな、実証試験を行い、健康住宅実現に自信を持っておすすめできる、人にやさしい畳です。接着剤など有害物質を一切
使用していない畳ですから地球にもやさしい畳です。

健康ひのき畳Quality

Hard
開発コンセプトは、人に優しい心。人に愛される畳の提供を目指します。

Helth 　　　　 　　　　　　　 Human 　　　　
健康志向に真摯に応えた心地よくてカダラ　　 人が幸せになる事を自分の幸せと感じる。
に良い健康ひのきの畳を提供します。　　　 人の心に響く優しさ、これこそ健康ひのき 畳の「優しさ」です。　　

　　　　　　　　　　　　　

健康ひのき畳/理念



Copyright © 2006 Next LOHE Office

All right reserved

~Next Lifestyles Of Health and Eco Next LOHEwww.nextlohe.org

創意工夫を積み重ね、完成し更に進化をしている健康ひのき畳の良さ。

これからの地球環境を考え、自然素材にこだわった畳です。 1999年には エコマーク商品に認定されました。また、2000年には、人と環境にやさしい畳として評価されグッドデ
ザイン賞と中小企業庁長官賞を受賞しました。

健康ひのき畳の詳細

ひのき畳って？ひのき畳と従来の畳との違い
一般に畳と呼ばれるものは、畳床と畳表から作られています。 多くの畳床（中の芯）は、下の図のような「ワラ床」、「建材床（ポリスチレンフォームなど）」 や「ボード床（木質イ
ンシュレーションボードなど）」から作られています。ひのき畳は、その畳床（中の芯）の部分にひのきのチップを使用し、接着剤を使わずにひのきチップを縫い合わせて作ら
れた畳床です。ひのき畳は、歩いても横になっても心地よいクッション性があります。

健康ひのき畳はこんなに優秀
ひのき畳はひのきの香りで森林浴効果・健康効果を発揮します。
ひのき畳はひのきの成分でダニを抑制する効果があります。
ひのき畳はお部屋の湿度を調整する機能があります。
ひのき畳は断熱性に優れています。

健康ひのき畳の畳床は有害物質を一切使用していません
畳床に使われるパーツは以下の4品。有害物質は一切使用していません。
畳の芯の部分　国産ひのきのスライスチップを使用しています。
薄板　畳の芯部分(スライスチップ)を挟む薄板は、ラワン系木材をかつら剥きのように薄くした薄板を使用。
麻布　広く一般的な、自然の素材、麻からできた布を使用。　　
縫製用糸　ユニチカ製ユニチカビニロン畳糸を使用。

ユニチカビニロン畳糸については、ユニチカ株式会社様よりホルムアルデヒト（ホルマリン）の含有や、ホルムアルデヒト水溶液等による加工や処理は一切行っておらず、燃
焼時にダイオキシンを発生させるハロゲン化合物や有機溶剤等の組成が一切含有していない事を証明していただいております。

健康ひのき畳/良さ
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健康ひのき畳の製造工程

畳の原料となるひのきの入手　

ひのき材の中でも高級とされる東濃ひのきの
直径が１０ｃｍから２０ｃｍ程度の間伐材や、柱
などの建材 にならない曲がったひのきを入手
します。

皮を剥き・玉切りにします　

ひのきの樹皮を剥き、畳に使用するスライス
チップ用に約４０ｃｍの長さにカットします。

畳床用にスライスチップに加工し乾燥させます　

専用のスライスマシンで、細長いチップ状にスライスし
ます。 このスライスチップが、畳床の芯になります。ス
ライスしたひのきチップは、適度な水分量になるように
温風乾燥します。

健康ひのき畳/製造工程

畳に凸凹ができないようチップ密度の均一化します　

ひのきのスライスチップを麻布で、サンドイッチ状に
はさみながら、畳の中のスライスチップの密度を均一
化します。

圧縮し畳用ミシンで縫製します

麻布ではさんだ、ひのきチップをローラーで圧縮し
ながら、 畳用ミシンで縫い合わせます。だんだん
と畳床らしくなってきます。

ひのき畳床が完成製します　

心地よいクッション性とひのきの香りのする
畳床ができあがります。
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お客様の安心・安全を守るために

私どもは「CSR推進本部」を設置し、間伐材や小径木から作られ森から生まれた畳として、自然にやさしい畳として、地球に優しい畳として、製品自体限りある天然資源を有
効利用する事業そのものが環境活動である事そこに慢心する事無く、企業の社会的責任を果たすさまざまな活動を積極的に進めていきます。通常、起きてはならない法令
違反や危険についても、CSR推進本部が直接情報収集・対応出来る体制を構築して、不測の事態に備えます。万が一、不測のの事態が発生した場合は、経営トップと直結
したチームを結成し、迅速に調査・解決処理します。こうしたCSR活動強化の一環で「健康ひのき畳グループ倫理憲章」を制定いたしました。この憲章は、当健康ひのき畳グ
ループとして本部や加盟フランチャイズ企業は、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の取得を目指します。のみならず、販売代理店様、住宅メーカー様、工
務店様、畳店様等、関係各位においてもご理解、ご協力を賜り環境促進活動も加速していきます。
健康ひのき畳グループでは、「人間貢献・環境貢献・社会貢献」の経営理念のもと「地球環境に優しい、安全で、健康に良い商品」を「人と自然に対するまごころ」と共に提供
することに一環して取り組んでいます。今後もCSR活動を推進し、責任ある企業グループとして社会と地球
環境に貢献していきます。

健康ひのき畳

飛騨フォレスト株式会社
企業価値を共に高め環境
ビジネスの進化をはかる

販売代理店　
公正な取引を通じて安全
な商品を安定的に供給す
る体制を実現する

フランチャイズ加盟企業
信頼のパートナーとして
加盟企業の夢を実現する

お客様　
安全･健康を考えお客様の幸
せ作りに奉仕する

健康ひのき畳/CSR経営
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健康ひのき畳/マーケティング

①

③
②

④

①日本,中国及び東南アジア市場で国内で直接販売

②アメリカ市場国内で直接販売

③ヨーロッパ市場に販売

④北アメリカ東部で販売
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健康ひのき畳/フライチャイズ展開エリヤ

　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
　　　　　　　

栃木

　　　　　　　　

十勝　

　　　　　
韓国　

　　　　　　　

日田市　　　　
　　　　　

大阪　

　　

徳島市　

　　　　　

京都

　　　　　　　　

横浜市　　　　

　　　

南ひだ市　
北白川村
岐阜市

　　　　　　　

仙台市　　　　

　　　　　　　　

宮崎市

　　　　　　　　
　　　　

東京本部　　　

　　　　　　　　
　　

中国　

　　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　　　　　

■加盟者条件 ： ひのき畳事業の積極的な展開を検討する法人または個人事業主の方
過去3期間において利益計上できていること
他のひのき畳事業の経営をしていないこと

■契約期間 ： 5年間　※期間満了の6ヶ月前から再契約の協議を行う

和歌山市　　　

　　　　　　　　
　

群馬市　　　　

　　　　　　　　

高知/大正町　
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健康ひのき畳/開店までのプロセス

お問合せ 加盟相談 面接 立地調査 フランチャイズ
契約

事業計画書作成

トレーニング機械の納品工事着工設計契約基本プラン説明 事業スタート

1
6

121110987

5432

フランチャイズ加盟様に満足して頂ける健康ひのき畳床製造工場作りをトータルパッケージで全面的にバックアップ
健康ひのき畳フランチャイズ経営に参加する企業の方々には、フランチャイズ契約等で定めた例えば、販売エリアは、施工先の都道府県にて、飛騨フォレスト株式会社、
フランチャイズ加盟企業で分ける、海外進出は、本部によって開発して行く等ルールを守ることをお約束頂きます。
健康ひのき畳フランチャイズでは、当社と加盟企業様のそれぞれの役割分担が明確になっています。
当社はノウハウ・商品の開発等のシステムの整備を行い、流通・生産管理指導・工場稼動運営指導等、加盟企業が単独で行う業務を一手に引き受けていきます。
一方、加盟企業は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
この様に分担を明確にした上で、それぞれの役割を忠実かつ積極的に果たすことが健康ひのき畳フランチャイズ経営の成功の鍵です。
その為、健康ひのき畳本部は、別紙フランチャイズ概要の様な、経営指導を中心に、新商品の開発や工場稼動運営指導、販売代理店も含んだトレーサビリティ等、フラ
ンチャイズ加盟企業への支援を行います。
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飛騨フォレスト株式会社飛騨フォレスト株式会社

新会社
健康ひのき畳

フランチャイズ本部

新会社
健康ひのき畳

フランチャイズ本部

フランチャイズ加盟企業フランチャイズ加盟企業

フランチャイズ契約

資本参加

役員参加

健康ひのき畳本部より

ロイヤルティ売上高の１0％

条件

・加盟金５００万円

・保証金５００万円

・設備費別途見積もり

・ロイヤルティ売上高の20%

・広告宣伝費売上高の20%販売代理店
住宅メーカー　工務店　畳店

販売代理店
住宅メーカー　工務店　畳店

販売代理店契約

お客様

企業文化活動

企業交流活動

広告・CM等　販売促進

　健康ひのき畳/フランチャイズ概要　＜健康ひのき畳本部は株式上場を目指す飛騨フォレスト系列企業＞

サポート

ＮＰＯ法人ＮextLOHE

フランチャイズ開発サポート事業部

新商品開発事業部　

海外開発事業部

ベンチャーキャピタル

エヌ・アイ･エフSMBCベンチャーズ
日本ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタル

エヌ・アイ･エフSMBCベンチャーズ
日本ベンチャーキャピタル

資本参加

IPO支援

支援銀行
三井住友銀行

支援銀行
三井住友銀行

融資

融資

幹事証券
大和證券

幹事証券
大和證券

IPO支援

ひのき畳工場設備メインテナンス子会社ひのき畳工場設備メインテナンス子会社

資本参加

役員参加

資本参加

役員参加


