ひのきの畳床と有機い草の畳表

自然の組合せの畳

ひのきと有機い草の畳

よい畳は一生もの
ひねもす畳は、お客様と畳との長いおつきあいを
考えています。
安心・快適な畳をお届けするため、独自の品質保証を設けました

トレーサビリティ
お客様情報登録

価値を分かち合える
施工・販売社登録制度

生産から製造、施工までをき

日本人の心・畳の良さを守り・

ちんと管理。

伝えて行きたい、お客様と畳

施工後も畳の表替えの適切な

との快適な生活を大切にした

時期をお知らせ、施工履歴を

い。「ひ ね も す」は そ ん な 思

管理し、長い期間にわたり安

いを共有する施工・販売社で

心と快適さをお約束します。

のみ取り扱っています。

健やかな「い草」は
3 年かけて土壌改良した畑で、減農薬有機栽培

製造取扱元

手間ひまかけて育てられました。

有限会社 宮坂畳商事 内
じゃぱみ

お問合せ、ご用命は

日本の床、

〒394-0001 長野県岡谷市今井 1780-1
TEL:0266-22-5318
FAX:0266-22-6383
japami.jp / mail: japaminagano@gmail.com

畳

販売元

ひのきの間伐材と
有機栽培のい草から生まれた
天然素材の畳。
そこは、深呼吸したくなる
心地よい空間になりました。
日 本 人 だ か ら こ そ 、わ か る

日 本 の 、し あ わ せ 。

ひのきと有機い草の畳

優れた建材、癒しの香りのひのき
その間伐材を使用したウッドウールで
畳床を縫い上げました。

Japa-Mi

HINEMOSU
TATAMI

日本の畳・日本の美
日本で生まれて育った厳選素材で製造した、日本人の心・畳をはじめ

NAGANO-JAPAN

日本のよさを感じるライフスタイル製品です。
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自然素材の畳です。

厳選素材

国産天然素材を
国内製造

快適のひみつ①
快

それが「ひねもす」畳の、い草畳表

材料はひのきの間伐材から生まれた畳床
と、有機栽培のい草の畳表。丈夫な素材
を、しっかりと畳に仕上げます。

畳表

【tatami_omote】

ふかふかでなめらかな感触

丈夫で美しい
健康な素材
長い時間をかけて育った素材は、健康そ
のもの。丈夫なだけでなく、きめが整い
表面の美しさも天然ならではです。

ござの目・織幅
ご

良い環境で育てた、環境に良い「い草」

美観と香りの畳表。
有機栽培の健康ない草を
有機い草の畑／減農薬で栽培します

丈夫ない草は 1 本 1 本が太いので

畳縁
tatami_heri

【

】

表面が多く出るように長めに織ることができます。
その踏み心地は段違い。畳の美しさが際立ちます。

インテリア性を高める
畳縁。
質感のよい綿素材を
選びました。
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mm

編み上げました。

い草は「健康で丈夫ない草を収穫すること」に

「ひねもす」畳

一般的な畳※

こだわり、日本有数のい草の産地、九州・熊

素材が持つちから

本で、土壌を有機肥料で改良し、促進剤を使
用せず時間をかけて育てたい草です。

天然の調湿効果

快適のひみつ②

適度な柔軟性と耐久性

断面の比較

畳の心地よさは、踏んだとき・ごろんとしたときの

高い吸湿能力を持つ、ひのきとい草。お
部屋が乾燥してくると保持している水分
を放出。湿度の高い日本でうれしい効果
です。

感触。
「ひねもす」畳は、荷重時の沈み込みが小さく
しっかり密度とほどよい低反発。
丈夫な表面で、なめらかさも持続します。
「ひねもす」畳のい草

抗菌・防臭効果

「ひねもす」畳

大地にしっかり根を張り育った有機い草は、
じ

一般的な畳※

み

灯心と呼ばれるきめ細かく豊富な芯と、それ
を包むしっかりした表皮がもたらす、なめら
かで心地よい弾力が特徴です。

畳床

【tatami_doko】
ひのきを活かして
日本の文化・畳をもっと良いものに

表面

畳のかなめ、快適な
踏み心地をもたらす畳床。
たっぷりのひのきを
しっかりと縫い上げました。

丈夫な素材を
しっかり加工
熟練の職人技と
最新の技術

GTF Green Challenge AWARDS 2014

約 50mm

ひのき・い草ともに、森林の中で感じる
心地よさの成分・フィトンチッドを多く
含み、放出。心も体もいやされるのはこ
のためです。 ＊殺菌力があるともいわれている

畳の沈み込み

全厚

森林浴効果

「ひねもす」
畳のい草は、整った形状、表皮がしっかり
厚みがあり、中心のキメが整っています。

約 4mm

共に高い抗菌・防臭作用を持つひのきと
い 草。
「ひ ね も す」畳 は さ
らに抗菌効果の高い天然
ヒバ 100% のエキスを表
面に塗布しました。

一般的ない草

約 3mm

素材が持つ︑自然のちからを活かした
日本の生活と親しい﹁いい畳﹂︒

いままでなかった組合せ︑心地よく様々な効果を生み出します︒

ひのきと有機い草の畳

ひのきの畳床と有機い草の畳表

沈み込みの数値が小さいほど、復元性が高いと
考えられます。
キャスターによる荷重・往復
荷重／ 10kg 距離／ 10cm 回数／ 8,800 往復

25％
小さい

長野県工業技術総合センターにて試験

間伐・間伐材コンクールにて【林野庁長官賞】を受賞

畳は優れた床材
恵みと暮らす
自然の

信州生まれ

ひのきと有機い草の畳

NAGANO-JAPAN

5cm

適度な柔軟性
ひのきのウッドウールときめ細かく肉厚
ない草の畳表の組合せで、やさしく快適
な踏み心地。体への負荷が軽減されると
ともに、防音・吸音の効果もあります。

よい畳は一生もの
HINEMOSU
TATAMI

丈夫な良い素材同士を、しっか

長い年月の使用で、痛みが気になったら
表替で真新しい気分に。また、ひのきの
畳床は打ち直しも可能。天然素材なので
焼却時も有害物質を発しません。

ひのきのウッドウール

5cm まで圧縮します

畳表の摩耗

りと仕上げてこそ、上質な畳に

木材は、日本の森林で育った
ひのきのみ
純粋なひのき畳床です

森林に入るとふと感じる清涼感、心地よい香

主材料はひのきの間伐材丸太をウッド

り、リラックスしする気分…。ひのき、と耳

ウールの形状にし低温乾燥させたもの。

にしただけで深呼吸したいような美しい姿が

このひのきウッドウールを手作業で均質

浮かぶ、日本の銘木は、耐久性が高く丈夫で

に敷きつめ、ひのき突板及び麻で表面を

美しく、優れた建材でもあります。大量に生

覆った後、縦糸と横糸で縫い上げていま

じる間伐材の活用と、日本独自の文化である

す。自然素材を用いたシンプルな構造で

畳の生活にひのきを取り入れられたら…そん

ありながら、均質性や耐久性など、畳床

な思いからひのき畳は生まれました。

としての高い機能を持っています。

なります。
「ひねもす」畳は、すべて国内の
畳職人が製造、素材の特性を考
え、快適でさらに丈夫になるよ
う、手作業と設備を使い分け最
適な加工を施します。

一般的な畳表※ 「ひねもす」畳表
「ひねもす」畳は、摩耗の分量、範囲が小さく
また、摩耗による表面の粗さも小さいことがわかります。
摩耗測定器

荷重／ 180g

＃120 ヤスリで 300 往復

長野県工業技術総合センターにて試験

※当社にて取り扱う中国製の畳

