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CUBERU筐体⼨法
⾼さ ︓2300mm
幅 ︓2300mm
奥⾏︓2550mm
重さ ︓9.5t
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CUBERU レイアアウト(I字型)

フラッグシップモデル
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CUBERU レイアアウト(I字型 窓なし)

スタンダードモデル



CUBERU本体と設置に伴う諸経費について

サウナ本体

conference

ストーブ

電気ストーブ

本 体 ストーブ

＋
電気ストーブ 薪ストーブ

ストーブ⼯事
(煙突、電気⼯事)

運送
(陸送・海運)

クレーン
(25tラフタークレーン)

地盤整地
(砂利敷、踏み固め)

＋＋ ＋
設置諸経費

⽊材(⽻⽬板、椅⼦)・断熱材・サッシ硝⼦・吸排気
排気ダクト、サウナストーン
コントローラー含む



(電気ストーブ)

conference

※1 設置諸費⽤は想定される価格となります。地域業者によって価格は異なる場合がございます。
※2 CUBERUはHARVIA社製のサウナストーブの導⼊を推奨しております。

PRICE

本体 コンクリート筐体・内装造作含む(フラッグシップ) ¥3,400,000 

設置諸経費

電気ストーブ/HARVIA(Cilindoro6) ¥775,500 
ー 電気⼯事/電気引き込み変電⼯事など ¥300,000 

輸送費 / 地域ごとに異なります (関東・甲信越の場合) ¥300,000 
クレーン設置 / オペレーター付き(1⽇) ¥65,000 
設置地盤の整地 / ⼟⽊⼯事 ¥100,000 

(本体＋諸経費） ¥4,940,500 
¥5,434,550 (税込)



(薪ストーブ)

conference

PRICE

※1 設置諸費⽤は想定される価格となります。地域業者によって価格は異なる場合がございます。
※2 CUBERUはHARVIA社製のサウナストーブの導⼊を推奨しております。
※3 薪ストーブを選択される場合は後⽅の窓がないパターンをお勧めしております。

(ストーブ排気の煙突が後⽅窓をさえぎる為)

本体 コンクリート筐体・内装造作含む(スタンダード) ¥3,200,000 

設置諸経費

薪ストーブ/HARVIA(M2・M3) ¥616,000 

ー 薪ストーブ/設置⼯事費 ¥100,000 

輸送費 / 地域ごとに異なります (関東・甲信越の場合) ¥300,000 

クレーン設置 / オペレーター付き(1⽇) ¥65,000 
設置地盤の整地 / ⼟⽊⼯事 ¥100,000 

(本体＋諸経費） ¥4,381,000 

¥4,819,100 (税込)

(※3)後⽅窓なし
パターン



運送費

conference

PRICE

距離（km） 北海道内 料⾦
30~70 恵庭、苫⼩牧、札幌、⽩⽼、岩⾒沢 ¥38,000

80~140 ⼩樽、砂川、⾚平、芦別 ¥55,000

150~190 ニセコ、旭川、富良野、新得 ¥67,000

200~340 ⼋雲、帯広、遠別、函館、北⾒、釧路 ¥87,000

350~500 稚内、網⾛、斜⾥、根室、羅⾅ ¥111,000

千歳⼯場を起点とした距離価格

関東・甲信越 ¥300,000

東海・近畿 ¥400,000

中国・四国 ¥500,000

九州 ¥650,000

沖縄 ¥800,000

千歳⼯場

※想定される価格となります。運搬会社や地域によっては価格は異なる場合がございます。



購⼊する前にご確認ください︕

「薪ストーブ」か「電気ストーブ」のどちら
かを選択する事で設置に掛かる準備費⽤が
変わります。薪ストーブは特に準備は必要
ありませんが、電気ストーブを選択する場合
には、CUBERUに電源を引き込む電気
⼯事が発⽣します。

※CUBERUではHARVIA社製のストーブを推奨。

お客さまが設置を予定している環境を必ずチェックしてみてください

「CUBERU」は基礎⼯事の要らない移動可能な簡易サウナです。コンクリートの重厚なつくりは圧倒的な存在感とデザイン性を

実現していますが、⼀⽅で10トン近い重量の構造物です、その為搬⼊設置には⼤きな重機を必要としますので購⼊前に

販売代理店と設置に⾄るまでの「搬⼊経路の確認」「設置環境と準備」「サウナストーブ選択」の確認を必ず⾏う必要があります!

① 搬⼊経路の確認 ② 設置環境と準備 ③ ストーブ選択・電気⼯事
・10トン程度のトラックが設置場所近く
(10m以内)まで搬⼊できる経路をが確
保されているか確認。

・CUBERUを積載したトラックから25tク
レーンで吊って、設置を⾏える稼働環境を
確保できるか確認。

・設置地盤の確認が必要です「CUBERU」
は基礎⼯事が必要ない簡易構造物ですが
10トン近く重量ありますので地盤が安定した
場所であるか確認する必要があります。

・地盤が問題なければ設置⾯を平⾏に押し
固めコンクリート⾯の重量を均⼀に分散でき
る様に地盤を整備してください。

３つの確認事項

conference

※環境によっては設置が不可能な場合も御座います。



コンクリートサウナ購⼊する前に、お客さまが設置を予定している環境を必ずチェックしてみてください︕

①搬⼊経路の確認

10tトラックが設置場所に⾄る⽬での
交通経路をご確認ください。
※設置場所の半径10mの場所まで搬⼊

トラック搬⼊経路
25tラフタークレーンの設置稼働

クレーン設置稼働環境

設置
場所

CUBERU

トラッククレーン

12m
11m

①トラックからの吊り上げ

②設置場所旋回移動
平⾯図

トラック吊り上げから旋回
設置までのイメージ図

設
置

conference



参考資料1①搬⼊経路の確認

設置
場所

CUBERU

トラック

12m

11m

設置
場所

CUBERU

トラック
クレーン

12m
11m

【例1】設置クレーン稼働 【例２】設置クレーン稼働

平⾯図

ラフタークレーン稼働事例、設置を想定する環境で以下の稼働環境が確保できる事をご確認ください。

6m

【注意事項】
トラックが想定設置場所までクレーンアームが旋回移動できる範囲に搬⼊できる事。
※クレーン旋回の半径10M以内にトラック積荷を吊り上げられる場所に設置できる事が理想です

6m

クレーン

conference



参考資料2①搬⼊経路の確認
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設置を検討する場所の地盤をご確認ください

② 設置環境と準備

⾼さ ︓2300mm
幅 ︓2300mm
奥⾏︓2550mm
重さ ︓9.5t

■注意２︓ブロックや敷板などを地盤に置きコンクリートサウナを
設置しないでください。コンクリート底⾯全体で重量を
均⼀に分散してください。(下図参照)

コンクリート底⾯全体で重量を均⼀に分散
できる様に地盤を整備。

地耐⼒が2.0t/m2以上の地盤であること
宅地や庭などに造成された⼟地であれば2.0t/m2は確保されているので
問題ございません。
※軟弱な地盤である事が想定される場合は最寄りの⼟⽊建築会社にご確認ください。

設置準備
設置地盤が平坦でない場合は砂利や砕⽯で⽔平を確保し
地盤を押し固めてください。

※砂利、砕⽯を使って地盤を⽔平にしたイメージ。

設置地盤注意事項
■注意１︓設置荷重の取り⽅

conference

地盤

❌
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レイアアウト(I字型)



ストーブ図⾯（電気ストーブの場合）

③ストーブ選択・電気⼯事

conference

参考資料

参照資料︓株式会社バーグマン



ストーブ図⾯（電気ストーブの場合）

③ストーブ選択・電気⼯事

conference

参考資料

参照資料︓株式会社バーグマン
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薪ストーブ設置の場合

薪ストーブ選択の場合HARVIA製の
M2.M3を推奨しています。
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ストーブ図⾯（薪ストーブM2,M3）

③ストーブ選択・薪

conference

参考資料

参照資料︓株式会社バーグマン



ストーブ図⾯（薪ストーブM2,M3）

③ストーブ選択・薪

conference

参考資料

参照資料︓株式会社バーグマン


