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クールジャパンアワード受賞

和デザイン浴槽のアステック、ミラノデザインウィーク2020へ初出展
クールジャパンアワード受賞のラグジュアリー和浴槽をヨーロッパへ
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本物の素材感、修練されたデザイン、贅沢を手に入れる喜び！
自然素材「ヒノキ」ｘ天然石「十和田石」のラグジュアリー規格デザイン浴槽

「ERN」（イーアールエヌ）シリーズ

和デザイン浴槽ブランドメーカーの株式会社アステック（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 : 
内山 繁）は、2020年6月16日（火）‐21日（日）の新日程で予定のイタリア・ミラノで開催され
る世界最大のデザインイベント、ミラノデザインウィーク2020において、世界の最先端デザイン
が集結するトルトーナ地区の中心であるスーパースタジオを会場とする「Tokyo Award 2020 in 
Milano」に初出展します。

展示予定

＊ERN浴槽の使用事例

和デザイン浴槽 「ERN Series」



■ 日本古来より暮らしの中で親しまれてきた慣習「湯浴み」を皆様へ

ホテルや旅館で高く評価されてきたアステックオーダーメイド浴槽をベースに、その製作ノウ
ハウと技術を、業務・家庭用に汎用性の高いラグジュアリー和浴槽の規格デザイン商品として
開発されたのが、アステックの「ERN Series」（イーアールエヌシリーズ）。

「ERN」とは、「E＝Exquisite 絶妙な・優雅な」、「R＝Refined 洗練した・上品な」、
「N＝Natural 自然・天然の」の意味を包含しており、精緻な匠の技術と優雅で洗練された美しさの
融合による最高品質の自然素材商品で和の「湯浴み」体験を多くのお客様にお届けいたします。

■ 和デザイン浴槽 ERN Series ： コンセプトと特徴

本物の素材感、修練されたデザイン、贅沢を手に入れる喜び、ERNシリーズ

1.   シンプルフォルムデザインと自然上質素材が織りなす深い安らぎの創造
シンプルにして圧倒的な存在感をもつ和デザイン性。心地よい芳香とフィトンチッドを放つ
「ヒノキ」を框（かまち）へ採用、浴室には芳しい香りが漂い、気分はまさに森林浴。
浴槽内側には見た目にも落ち着く国産天然石の十和田石を使用。 水に濡れると色味が
「鮮やかな青」に色づき、水の屈折との相乗効果によりいっそう鮮やかな湯の色が癒しを
演出します。 ここには、入浴という日本の大切な文化を継承するに相応しい、静かな
落ち着きと深い安らぎがあります。

２． 隅々にまでこだわった、妥協のないアステック独自の「ものづくり」
素材選びから生産工程に至るまで一切の妥協を排除しました。上質空間を実現する、圧倒的
な製造品質を誇ります。浴槽内部には耐久性と防水性に優れたFRP樹脂（繊維強化プラ
スティック）を採用。そこに職人が匠の技で十和田石を貼って仕上げています。

3. ERNデザイン浴槽 初回「クールジャパンアワード2015」受賞！
過去20年以上にわたり、ホテルや旅館で高く評価、親しまれてきたアステックオーダー
メイド浴槽から、昨今のインバウンド需要、さらには高品質住宅需要の高まりを受け、
初めて規格商品化したのが「和デザイン浴槽 ERN Series 」。発売後、初回の「クールジャ
パンアワード2015」の受賞になりました。 経産省後援による「クールジャパン協議会」
にて、世界各国の外国人審査人により世界が共感する「COOL JAPAN」を発掘・認定し、
海外展開・インバウンドにつなげることを目的に隔年実施されています。

■ ミラノデザインウィーク 2020「Tokyo Award 2020 in Milano」とは？
2020年4月、世界最大級の見本市「ミラノサローネ／MILAN DESIGN WEEK」の期間中、
イタリア・ミラノ市内トルトーナ地区「SUPERSTUDIO（スーパースタジオ）」を会場に
したエキシビション「Tokyo Award 2020 in Milano」が開催されます。ミラノサローネ
国際家具見本市の期間である2020年4月21日（火）‐26日（日）に合わせて、世界から
集うインテリア・アート・メディア・クリエイターなどの関係者に向けての展示となります。
（１）展示新日程 ：

2020年 6 月 16 日（火）- 21 日（日） 10:00‐21:00 （21 日のみ 18:00 終了）
（２）会場 :   Superstudio Area 16, Via Tortona 27, 20144 Milan
（３）主催者： DESIGN ASSOCIATION npo

プロダクトコンセプト



■ 商品概要
1.  名称 ： ERN Series (イーアールエヌ シリーズ)
2.  発売日 ： 日本国内で発売中
3.  モデル数 ： 4モデル (各2タイプ、ロックウッドタイプ or ストーンタイプ)

サイズ 本体価格

ERN-1709 RW :   1700×910×H529-546 mm (内部深さ 460H)  84万円（税別）
ERN-1609 RW :   1600×910×H529-546 mm (内部深さ 460H)   74万円（税別）
ERN-1608 RW :   1600×810×H529-546 mm (内部深さ 460H)   68万円（税別）
ERN-1508 RW :   1500×810×H529-546 mm (内部深さ 460H)   65万円（税別）

* RW= ロックウッドタイプ ST=ストーンタイプ
納期 : 受注後約2ヶ月、配送料別、 追い炊き対応可能

4.  日本での商品展示 ：
アステック東京ショールーム
〒106-0047 東京都港区南麻布2-11-10
Tel：03-6435-4726 (月-土 10:00-18:00 日祭定休)

５．商品カタログご用命 ：
ホームページよりダウンロードもしくはお問い合わせよりご依頼ください
http://www.ustech-jp.com/products/ern.html

https://ustech-jp-s.cms2.jp/contact.html

アステック東京ショールーム＠南麻布

ERN-1709 ST   :    1700×870×H532-549 mm (内部深さ 463H)  88万円（税別）
ERN-1609 ST   :    1600×870×H532-549 mm (内部深さ 463H) 78万円（税別）
ERN-1608 ST   :    1600×770×H532-549 mm (内部深さ 463H) 72万円（税別）
ERN-1508 ST   :    1500×770×H532-549 mm (内部深さ 463H) 69万円（税別）

■ 会社概要

株式会社 アステックは、2020年、設立30周年を迎えます。 和デザイン浴槽・浴室に特化し、客室風呂、露天

風呂、大浴場におけるオーダー浴槽をはじめ、ユニットバス、シャワーブースなど、独自の開発に基づくオリ

ジナルな設計思想をもとに、旅館・ホテルなどのビジネスユースから個人のお客様まで、お風呂まわりをトー

タルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。約20年にわたり、約6,000槽の浴槽・浴室をご提供し、日本の

旅館のみならず、インターナショナルホテル・リゾートクラブホテル、個人邸宅など多く採用されております。

主な実績としては、The Okura Tokyo、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ、富士マリオットホ

テル山中湖、アマン東京、エクシブ湯河原離宮、東急ハーヴェストクラブ熱海、フォーシーズンズホテル京都

などがあります。

商号 : 株式会社 アステック

代表者 : 代表取締役 内山 繁

所在地 : 〒224－0001 神奈川県横浜市都筑区中川1－4－1

創立 : 1990年

事業内容 : 和デザイン高級浴槽製造販売及びUSA「カンブリア」クォーツストーン販売代理

資本金 : 1,200万円

URL : http://www.ustech-jp.com

http://www.ustech-jp.com/


■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アステック

〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1

広報関連： 経営企画室 須藤 営業関連 :   ソリューション営業部 久保田・小出・杉窪

電話： 045-914-0026

■ 施工事例（ホテル・個人住宅）

■ クールジャパンアワード受賞情報

渾身の匠の技で作られる浴槽
浴槽内部には耐久性と防水性に
優れたFRPを採用。そこに職人
が匠の技で十和田石を貼って仕
上げていきます。「手」が作り
上げた浴槽です。

心をほどく、桧の框
和の情緒に溢れ、独特の存在感
を放つ桧の框。浴室には芳しい
香りが広がります。心を解き放
ち飾らない時間を演出します。

目に肌にやさしい、十和田石
浴槽の内側には国産の天然石、
十和田石を採用。水に濡れると
青く色づき、見た目にも癒やさ
れます。滑りにくく保温性も高
く、機能的にも優れています。

オプション湯出口「自湯口」（じゆうぐち）
WS-SN1 SS-SN1

クールジャパン協会情報より

選考理由
取り付けや維持に手間とコス
トがかかる檜風呂を、改良を
重ねることにより、一般家庭
への導入を容易にしました。
さらに国産の材木、特に木曽
檜を使ってバスタブをつくる
ことに取り組み、その地域資
源の活用による、地域への貢
献と、世界から評価されるデ
ザイン性の高さを称え、表彰

いたします。


