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Amazing Experience,
Amazing Technology

驚きと感動を与えるRinnai独自の発想と技術

マイクロバブルバスユニットは、お湯に微細な気泡を発生させ、白濁の湯を楽しむ
ことができる給湯システムです。マイクロバブルと、ウルトラファインバブルが生み
出すWの効果で、まるで温泉に入っているようなリラクゼーションと温泉上がりの
ようなうるおいをもたらします。

「Air Bubble Technology（エアバブルテクノロジー）」は、微細な泡を水に溶け込
ませる、Rinnai独自技術。長年の研究を重ねて開発された、このテクノロジーは、
マイクロバブルバスユニットやウルトラファインバブル給湯器に使われています。毎
日の入浴をよりリラックスできる時間に変え、家中の水まわりの掃除を楽に。Air 

Bubble Technologyで、暮らしに新しい体験を提供していきます。
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私たちは 100年の間、効率的なエネルギー活用の技術を研鑽し、その科学知識を
どのように暮らしに応用すべきか知恵を絞り続けてきました。今日までのRinnaiの
成長は人々の生活と共にあります。Rinnaiの開発した独自の加圧タンクと泡発生ノ
ズルは、これまで家庭では得られなかった入浴体験を可能にしました。すべては、
私たちの熱い想いと多角的な研究がもたらした確かな技術によるものです。

暮らしの必需品のデザインは、流行り廃りに左右されずにあらゆる環境に耐えられ
る 「逞しさ」 と、どのような生活にも馴染む「素朴さ」をあわせもつ必要があると
考えます。私たちの想いとそれを実現する技術を内包した 「簡素で力強い佇まい」 
こそRinnaiのデザインであり、在るべき姿です。

これまでにない新しい入浴体験と
Rinnaiが目指すデザイン
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Rinnaiは、 生活のなかにポジティブな瞬間を増やすことで、漸進的に上質な暮ら
しを実現できると考えています。なにも大がかりなことをする必要はなく、ささい
な営みのなかに感動や驚きを創り出すことが大切です。物質的な豊かさを追うの
ではなく心の豊かさを重視します。心の豊かさは、健やかな生活から生まれます。 

生活は衣食住のあらゆる「点」から成り、それぞれの「点」をポジティブな体験に
変えることで、「線」としての暮らしが心地よく感じられるはず。そんな視点から、
Rinnaiは炊事・洗濯・入浴などの人々の習慣のなかに根付いた 「点」 に目を向け、 
ひとつひとつの向上を目指しています。

上質な暮らしとは
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衣食住という暮らしの「線」のなかで、入浴は多くの人にとって重要な「点」にな
りえます。もしも、早起きをした朝、素晴らしい入浴体験が得られたら、朝食を
作る気分まで清々しくなるかもしれませんし、一日のスタートに活力が生まれると
も言えそうです。あるいは、一日中、動きまわった日の夜、こだわりの居住空間で
くつろいだ後には、入浴にも心地よさを求めてしまうかもしれません。暮らしに
多くの 「点」 があるなかで、 入浴は必ずしも必要な作業ではありません。だからこ
そ、重要な 「起点」 になる可能性を秘めています。穏やかな気持ちで湯に浸かるこ
とは、心と体に向きあうための余白ともいうべき時間です。あなた自身を俯瞰して、
様々な「点」 の置き方を、探し、考え、整えるきっかけになるでしょう。自分を見
つめて労わる時間が必要な現代だからこそ、 今、 暮らしの中にある入浴にとことん
こだわってみました。

入浴という「点」を大切に
暮らしという「線」を整える
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マイクロバブルと、ウルトラファインバブルのWの効果で、まるで温泉に入ってい
るようなリラクゼーションと温泉上がりのようなうるおいをもたらします。また、そ
の他の効果についても様々な実証データの取得に成功しました。

マイクロバブルバスユニットで
体感する驚きの効果

通常の入浴においても、温浴効果により心理的な緊張をやわらげる効果があるこ
とが報告されています。マイクロバブル入浴は通常の入浴よりも、リラックス感、
くつろぎ感、幸せ感が高まるという結果が出ました。

リラックス感

くつろぎ感

幸せ感

リラックス効果01.

<実験条件>

測定 : VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析

論文 : 2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価

（早坂信哉 :日本健康開発雑誌 .2020年 被験者 :成人女性 11名）

リラックス効果に関する主観的評価の比較（VASスコア）

さら湯入浴 マイクロバブル入浴

+16%

+21%

+22%

1000 20 40 60 80
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白濁したお湯は温泉に入っているようだという意見が多数寄せられました。温泉を
連想させる乳白色のお湯が、上質感、贅沢感、ワクワクする、感動するなどの心
理的影響につながっていると考えています。

マイクロバブル入浴によって、さら湯と比べて、リラックス状態へより早く移行する
ことが期待できます。入浴後は、よりリラックスした状態で入眠前の時間を過ごせ
る可能性があります。

ワクワクや感動入眠環境サポート

3

2

1

0

上質・高級感

贅沢感

「ワクワクする」
感じ

「感動する」感じ

100

<実験条件>

測定 : VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析

論文 : 2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価

（早坂信哉 :日本健康開発雑誌 .2020年 被験者 :成人女性 11名）

<実験条件>

 2022年度　慶應義塾大学 満倉 靖恵 教授と（株）電通サイエンスジャム、リンナイ（株）の共同研究

測定：心拍測定器

学会発表：生体情報に基づくマイクロバブル入浴効果の評価（計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門

シンポジウム2022）被験者：成人男女 12名

※心拍変動係数（CV値）は、副交感神経機能の指標と考えられて

おり、自律神経機能の簡易評価に用いられます。

ワクワクや感動に関する主観的評価の比較（VASスコア）LF/HF比（緊張度）の比較心拍変動係数（CV値）※の時系列変化の比較
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さら湯入浴 マイクロバブル入浴

さら湯入浴 マイクロバブル入浴

さら湯入浴 マイクロバブル入浴上昇ポイント到達点
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入浴直後 60分後 120分後

-60.4%-50.6%-40.6%

+40%

+35%

+36%

+47%
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︶

マイクロバブル入浴は、入浴後の体温低下がさら湯入浴よりも緩やかなため、肌
表面の血流量が維持され、肌のうるおいが保たれると考えられています。

マイクロバブル入浴はさら湯入浴と比べて、湯上り30分後の肌の角質水分量が
116%まで増加。肌のうるおいを持続させることを確認しました。マイクロバブル
入浴を体感された方からは、湯ざわりが柔らかい、肌がしっとりする、肌が突っ
張る感じが少ない、保湿クリームを塗らなくてもよかったなど、多くの声が挙がっ
ています。

うるおい効果　02.

     

 

さら湯入浴後

うるおい効果のメカニズム 肌の角質水分量変化

皮膚

細胞

水分

毛細
血管

皮下表面温度 低下 (急激な低下 ) マイクロバブル入浴後 皮下表面温度 維持 (ゆるやかな低下 )

皮膚

細胞

水分

毛細
血管

皮膚表面の血流量 減少 肌水分量 減少 皮膚表面の血流量 維持（増加） 肌水分量 維持（増加）

160

120

80

40

入浴直後 5分後 15分後 30分後

さら湯入浴 マイクロバブル入浴

116%

<実験条件>

測定：マイクロバブル入浴とさら湯入浴の前後に前腕部の角質水分量を測定

論文：早坂信哉 , 岩間優子 , 野々山昌生 : マイクロバブルバス入浴の角層水分量・保湿への影響 , 日本健康開発雑誌 , 

2022, Vol. 43, p.39-43（被験者： 成人女性 15 名）
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マイクロバブルによって実現した
新しい入浴の選択肢

気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかになり、ゆっくり
と体を温めます。入浴後は高くなった体温を徐々に放出するため、湯冷めしにくく
なり、冷え対策も期待できます。

微細な気泡が皮膚の汚れに吸着し取り除きます。また毛穴に溜まった皮脂汚れに
も気泡が吸着し、かき出すことで肌を清潔に保ちます。実証試験でもマイクロバブ
ル入浴の方が通常の入浴より汚れの除去率が高いという結果が出ています。

温浴効果

洗浄効果

03.

04.

<実験条件>

2019年度東邦ガス株式会社と日本福祉大学の研究 / 被験者 :健康な30代女性 7名 / 浴室環境 :室温29°c湿度97% / 

入浴方法 :湯温40°cで 10分間の全身浴

<実験条件> 2019年度 リンナイ株式会社 試験データ

模擬汚れ（牛脂とカーボンブラック10%の混合物）を腹部に塗布し、色彩色差計にて入浴前後に明度を測定。入浴前

後の明度値から除去率を算出。 / 被験者 :健康成人男性6名 / 入浴方法 :38° cで 10分間の全身浴 / *有意確率5%未

満で統計的有意差あり。
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疲労回復のツールとして入浴ほど優れたものはありません。良質な入浴は、「体の修
復」や「リラックス効果」を司る副交感神経のスイッチを入れる役割を果たしていま
す。実際に体験された方からは「さら湯よりも上質で高級な印象を受ける」といった
声や「温泉に入っているようで入浴自体が楽しい」という声が挙がっています。

マイクロバブル入浴なら、入浴剤を使わずに、温泉のような白濁のお湯でリラックス
効果を体験できますから、自宅のお風呂の新しい選択肢になりそうです。

また、マイクロバブル入浴は、湯上り後も肌への温浴効果や血流量が維持され、角
質水分量の低下を抑えられることが期待できます。マイクロバブル入浴を習慣化して
保湿化粧品も活用すれば、しっとりとしたうるおい肌につながることが見込めます。

温泉・入浴医学の研究者　東京都市大学教授 / 医学博士　早坂 信哉

入浴前を基準とした平均皮膚温度変化量の時間経過

固形汚れの除去率

+1.6

12

+1.4

10

+1.2

8

+1.0

6

±0

0

入浴前 安静 10分 安静20分 安静30分安静開始
（出浴3分目）

さら湯入浴 マイクロバブル入浴

さら湯入浴 マイクロバブル入浴

さら湯入浴 マイクロバブル入浴

さら湯と比べて高い温度を維持
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設置スペースはそのままに取り替えが可能
です。

お使いの給湯器 マイクロバブル
バスユニット

集合住宅の給湯器 マイクロバブル
バスユニット ハイブリッド給湯器 マイクロバブル

バスユニット

PS内にスペースがあれば、新規設置時・既存給湯
器への後付時ともに別体ユニットが設置可能です。

ハイブリッド給湯器の新規設置時・既存給湯器
への後付時ともに別体ユニットが設置可能です。

給湯器交換にはまだ早い場合など、使用中の
給湯器の横に、別体ユニットを設置します。

既存の給湯器から交換する場合

集合住宅に設置する場合（PS設置） ハイブリッド給湯器と組み合わせて
設置する場合

既存給湯器もしくは給湯暖房機に
別体ユニットをつける場合

01. 02.

03. 04.

(経年を迎えた)
お使いの給湯器

マイクロバブル
バスユニット
内蔵ふろ給湯器

施工事例 ユーザーボイス

「“ファーストクラスのお湯” という言葉も聞いたんですが、たしかに温泉のようない
いお湯に入っている気がします。『マイクロバブル』に浸かってゆっくりできる時間自
体が贅沢に感じるというか、一つ上の生活ができているというのが実感できますね」
とＴ様。一方奥さまは、「白くてきめ細かい泡のお風呂に入っていると、プチリッチな
気分が味わえます。コロナ禍の影響で、旅行や温泉にも行けない時期が続いている
ので、お家でいいお風呂には入れるのは、とても良い時間になっています」といいま
す。Ｔ様ご夫婦にとって『マイクロバブル』でのバスタイムは、お仕事や子育てに忙
しい毎日に欠かせない、大事なリラックスタイムになっているようです。

忙しい毎日に欠かせない、大事なリラックスタイム

毎日のように『マイクロバブル』のお風呂に入っているというＴ様は、「本当に泡で
お湯が真っ白になって、まるで炭酸泉に入っているようなイメージです。毎日スパ
に入っている気分ですよ！」と、かなりお気に入りのご様子。一方、奥さまは「私は
あえてメリハリを付けるようにしていて、気持ちに余裕があるときやリラックス効果
を期待したいときにマイクロバブル入浴を楽しみます。自分へのご褒美的な感じで
『マイクロバブル』を使っています」と、とっておきの日のお楽しみとして、楽しま
れているとのことでした。

毎日、スパに入っているような気分

「元々サウナが好きなので、最初はミストサウナの導入も検討したんですが、普通
にサウナに行くから家ではいいかなと思って…」というＴ様。一方奥さまの方では
他社のバブル製品を検討されていたそうですが、リンナイのサイトで『マイクロバ
ブルバスユニット』の情報を得て、「どんな新製品なんだろう…」と興味を持たれ
たといいます。「他社製品は、そのメーカーのお風呂にしかつけられないというのが
ネックでした。自分好みのデザインのお風呂がなかったんです」という奥さま。『マ
イクロバブルバスユニット』は、お風呂のメーカー自体は自由に選べるということ
を知って、「リンナイの方がいいな！」と決められたそうです。

お風呂にこだわるご夫婦が選んだ
マイクロバブルバスユニット

注意事項

・別途、循環金具とリモコンの交換が必要になります。

・ユニット後付けの場合、現在設置の給湯器がリンナイ製である必要があります。対象製品をご確認ください。

・設置が可能か、事前に現場確認が必要になります。設置ができない場合もありますのでご了承ください。

※一部ユニット内蔵のラインアップあり

家族構成：3人（ご夫婦、お子さま）

職業：会社員

導入しているリンナイ機器：乾太くん、デリシア、マイクロバブルバスユニット

戸建 T様邸
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確かな技術から、ウェルビーイングの向上へ

Bubbles are created by our 

unique technology.

< 噴射ノズル開発 >

2019年 独） 国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校

秦隆志准教授の研究グループとの共同開発

この製品は、今までの入浴を驚きの体験（=ポジティブな体験）に変え、ウェルビー
イングの向上へと導く製品です。Rinnaiが掲げる「Creating a healthier way 

of l iving 」にも通じる、豊かな暮らしを支える製品を生み出せるのは、 製品開
発に関わる全ての人が、品質の高さと、技術力にこだわってきたから。旧製品か
らさらに機能性を追求し、マイクロバブル数やウルトラファインバブル数の増加に
より、効果効能をより実感していただける製品を生み出すことに成功しました。

私たちの考える豊かな暮らしとは

Compressed water

starts flowing.
※商品画像及びデザイン、仕様は改善のため変更する場合があります。 
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浴槽から吸い上げられたお湯はポンプで加圧され、タンク内に取り込まれます。
タンク内に取り込んだ加圧湯は旋回流を発生させ、空気と接触することで、お湯
に空気が溶け込んでいきます。お風呂の循環金具から噴出する際に、圧力が一
気に下がることで、溶けた空気が微細な気泡に変わり、お湯が白濁します。

マイクロバブルを生み出す仕組み

Air mixes into water by 

compression.

A flow of swirling water is 

generated.

マイクロバブルバスユニットを支えるファインバブルの技術は、日本が世界に先行す
る技術です。マイクロバブルとウルトラファインバブルの2つの泡が混ざり合うことで
様々な効果が期待でき、マイクロバブルの量が多ければ多いほどお湯は白くなります。
さらに、Rinnai独自の技術によって、加圧されたお湯が多くの空気と混ざり合い、一
気に圧力が下がる噴出時に大量の気泡を作り出すことに成功しました。この製品が作
り出す泡の中には、1ccあたり約3万個のマイクロバブル、約1,772万個のウルトラファ
インバブルが含まれています。

驚き体験を作り出す
マイクロバブル・ウルトラファインバブルについて

1,772ミリバブル
100μm以上

マイクロバブル
1～100μm未満

ウルトラファインバブル
1μm未満

※【測定条件】測定方法：マイクロバブルは 5Lビーカーで

循環金具のノズル吐出口を覆い、吐出口上部からサンプル

を採取。ウルトラファインバブルは 15分動作後、吐出口

前方 10cmの場所で採取。測定水：イオン交換水、水容

量 100L。平均粒径：マイクロバブルは 30.9 μｍ、UFBは

100.2nm。当社調べ。
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Product

Product

マイクロバブルバスユニット内蔵ふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器

マイクロバブルバスユニット 

型式
（品名コード）

希望小売価格 寸法 質量

RUF-ME2406AW

（24-3264）
¥582,670（税込）
¥529,700（税抜）

H600×W470× D270mm 32.0kg（満水時 34.5kg）
RUF-ME2406SAW

（24-3273）
¥529,650（税込）
¥481,500（税抜）

型式
（品名コード）

希望小売価格 寸法 質量

UF-MBU3

（24-0974）
¥138,930（税込）
¥126,300（税抜）

H374×W250× D200mm 9.0kg

型式
（品名コード）

希望小売価格 寸法 質量

RUF-UME2406AW

（24-1866）
¥621,170（税込）
¥564,700（税抜）

H600×W470× D270mm 32.0kg（満水時 34.5kg）
RUF-UME2406SAW

（24-1874）
¥568,150（税込）
¥516,500（税抜）
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全て

エアバブルテクノロジー搭載

機種です。

ウルトラファインバブル

給湯器についてはこちら

ウルトラファインバブル給湯器を設置すれば、家中にウルトラファインバブル入りの
お湯を送ることができます。日々の掃除が大変な、浴室の床や排水口の汚れ、キッ
チンシンクの排水口の汚れや水垢などがつきにくくなります。さらに、お掃除しづら
い排水管の汚れも軽減します。ガス給湯器を取り替えることで工事が完了し、大掛
かりな水道配管工事の必要はありません。

家中のお湯が、洗浄効果の高い

ウルトラファインバブル入りになるから、

水まわりの汚れがつきにくくなり、

日々の掃除負担を軽減できる
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Product

対象
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

RUF-UME、RUF-MEシリーズ

WOP-H201（2）SS

（24-2413）
¥21,450（税込）
¥19,500（税抜）

H450mm

WOP-H201（2）SS-650

（24-2421）
¥22,660（税込）
¥20,600（税抜）

H650mm

UF-MBU3

UOP-H201（A）SS

（24-5925）
¥17,270（税込）
¥15,700（税抜）

H400mm

UOP-H201（A）SS-600

（24-5933）
¥18,700（税込）
¥17,000（税抜）

H600mm

名称
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

UB貫通継手
IUBボックス 22W13W

（25-2403）
¥5,720（税込）
¥5,200（税抜）

-

自在ブッシュ
MBジザイブッシュ
（24-0157）

¥1,067（税込）
¥970（税抜）

10個入り

電源コード
MBデンゲンコード
（24-0148）

¥2,970（税込）
¥2,700（税抜）

※ふろ給湯器用

電源コード
UDC-MBU

（24-5942）
¥2,970（税込）
¥2,700（税抜）

※給湯暖房機用

対象
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

RUF-UME、RUF-MEシリーズ
WOP-3301

（24-1669）
¥10,670（税込）
¥9,700（税抜）

-

対象
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

RUF-UME、RUF-MEシリーズ
WOP-H305

（24-3604）
¥18,920（税込）
¥17,200（税抜）

-

対象
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

RUF-UME、RUF-MEシリーズ
WOP-H031-SS

（24-3613）
¥14,520（税込）
¥13,200（税抜）

-

タイプ
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

共通

UF-MB1201AL-10A（A）
（24-2366）

¥17,710（税込）
¥16,100（税抜）

10A樹脂管用

UF-MB1201AL-13A（A）
（24-2374）

¥17,710（税込）
¥16,100（税抜）

13A樹脂管用

UF-MB1201LP（A）
（24-2383）

¥17,710（税込）
¥16,100（税抜）

LPネジ型接続

UF-MB1201LPB（A）
（24-2391）

¥20,020（税込）
¥18,200（税抜）

LPネジ型接続・接続部金属仕様

UF-MB1201SP（A）
（24-2404）

¥17,710（税込）
¥16,100（税抜）

SPネジ型接続

循環金具

対象
型式

（品名コード）
希望小売価格 備考

RUF-UME、RUF-MEシリーズ

WOP-H101（K）SS

（24-3566）
¥9,900（税込）
¥9,000（税抜）

H450mm

WOP-H101（K）SS-650

（24-3574）
¥11,110（税込）
¥10,100（税抜）

H650mm

UF-MBU3

UOP-H101（K3）SS

（24-5909）
¥9,680（税込）
¥8,800（税抜）

H400mm

UOP-H101（K3）SS-600

（24-5917）
¥11,550（税込）
¥10,500（税抜）

H600mm

配管カバー

※ハイブリッド給湯器はマイクロバブルバスユニット付属の電源コードを使用します。　※別売部品は必要に応じて別途お買い求めください。

浴室リモコン | 台所リモコン タイプ
型式

（品名コード）
希望小売価格 寸法

スマート

MBC-MB302VC（A）
（26-2752）

¥69,300（税込）
¥63,000（税抜）

浴室リモコン
H99×W195× D19.5mm

台所リモコン
H120×W128× D18.5mm

MBC-MB300VC（A）
（26-2647）

¥57,530（税込）
¥52,300（税抜）

浴室リモコン
H99×W195× D19.5mm

台所リモコン
H120×W128× D18.5mm

ユニバーサル

MBC-MB262VC（A）
（26-8385）

¥56,320（税込）
¥51,200（税抜）

浴室リモコン
H113×W195× D22mm

台所リモコン
H120×W120× D17mm

MBC-MB240VC（A）
（26-8334）

¥51,590（税込）
¥46,900（税抜）

浴室リモコン
H113×W195× D22mm

台所リモコン
H120×W128× D23mm

専用リモコン

＊

＊

*無線LAN対応リモコン （リンナイアプリ対応）

※ハイブリッド給湯器は上記リモコンに対応していません。対応リモコンはハイブリッド給湯器総合カタログもしくは専用サイトでご確認ください。

据置台

排気カバー

側方排気カバー

その他

壁取付台

 こちらは、マイクロバブルバスユニットの公式サイトです。
公式サイトから情報を見たい方は、右のQRコードの読み取りをお願いいたします。

Micro Bubble Bath Unit公式サイト

注意事項

このカタログの掲載内容は2022年10月現在のものです。
・ 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、
  据付工事費、 使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
・ 印刷物のため、 実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
・ 商品の価格およびデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

本社　〒454-0802  名古屋市中川区福住町2番26号

修理については、 お客様センター 0120-054321Tel.

修理の受付：365日 / 24時間
お問い合わせ：平日9 :00 - 18 :00 /土日祝9:00 - 17:00　※年末年始を除く

携帯電話でのご利用はこちら 0570-550258Tel.

※PHSおよびIP電話からはご利用いただけませんので、 一般電話 / 携帯電話から
　お願いいたします。（通話料金が発生します。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

間違い電話が多くなっております。お電話いただく際には、番号を必ずお確か
めのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。

｢ファインバブル｣｢ウルトラファインバブル｣｢FINE BUBBLE｣｢FBIA｣ロゴは､一
般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です｡リンナイ株式会社は
一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の会員です。マイクロバブルバスユ
ニットはその温浴効果を有する登録商品として承認されました。

RUFBMB2006001
＜ファインバブル技術利用製品/登録番号：RUFBMB2006001＞
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