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株式会社 アステック

今 話題の『 和 WABURO 』（ワブロ）の 最新シリーズ ！

「和モダン石貼り浴槽」と「最上質 Hi-Ceramics タイル」の融合

ラグジュアリーユニットバス コラボ VALS モデル 発表

2022年6月13日発売、本体価格 300 万円台より。

PRESS RELEASE
Ref :  UJPR-220512

日本で有数の和デザイン浴槽浴室メーカーである株式会社 アステック（本社:東京都港区白金、
代表取締役:内山 繁) は「和モダン石貼り浴槽」が 標準の「和 WABURO」UB シリーズで、
建築文化への貢献を理念にタイルと水まわりで豊かな暮らしを創出する株式会社 平田タイル
（本社:大阪府大阪市西区 代表取締役 德田 祥恭）と第2弾となるコラボモデルを開発しました。

【 和 WABURO 物語 】 第 5 章
コロナ禍の今、浴室は住まいの癒しと寛ぎの中心へ! 「和 WABURO」のある住まい !

平田タイルとの 第2弾 コラボモデル ＜＜＜ Superior VALS スペリアバルス ＞＞＞

「石貼り浴槽」内装に 紺碧AZUR（アジュール）の十和田石、浴槽框には 森林浴成分フィトンチッドを
放つ「檜」の天然素材、壁面と床面に採用の最上質セラミックタイ ル Hi-Ceramics、 風合いと色調で
人気の「VALS Stone」で「癒し・寛ぎ・安らぎ」の「湯浴み美空間」を創造します。 両社共通の
こだわりと言える最上質デザインと癒しの美空間の追求は、この「和 WABURO」 Superior VALS に
結実しました。 選べる ６サイズ、規格型UBで業界初*の TWIN Bath 広々浴槽付仕様も発売します。

Superior VALS
Model :  SPV1822 ※上記は完成予想CGで、実際とは多少異なります。



■ 「和 WABURO」 上質風合いと色調を誇る「VALS」仕様とは?
「和 WABURO」は『心も癒すひと時 「湯浴み」の美空間へ 』を
Visionにシリーズ化、2021年 3社コラボで発売し大好評の
「Premier SH collection」（400万円から）に続き、平田タイルと
第2弾のコラボ商品「SP-Line Superior VALS」（300万円から）が
開発されました。 アステック 「和モダン石貼り浴槽」は 平田タイル
のスイスアルプスの希少高級石の風合いと色調をもつHi-Ceramics

タイル「VALS Stone」との出会いにより誕生しました。
VALSには Values & Lifestyleという意味合いもあり、
「至高の価値」と「非日常の空間と時間」を提供します。

■ プレミア住宅仕様「 Superior VALS 」特徴

１．VALUES 「石」:アステック「和モダン石貼り浴槽」
⾧年、旅館・ホテルの業務用浴槽で培った匠技術を結集、浴槽内部に耐久性と防水性、耐震性に優れた
FRP製防水層使用、そこに職人が匠の技で希少石「紺碧AZUR（アジュール）」の十和田石を貼って仕上げ
た圧倒的質感・ラグジュアリー感のWABURO ERN デザイン浴槽（2015年 Cool Japan Award受賞）を
標準仕様としています。また、温泉地域にも対応、アステック独自の温泉泉質による劣化を軽減する

「温泉ACR工法」を採用。今、ご自宅・別荘に「和モダン石貼り浴槽」を実現、最上級の湯浴み空間を
ご提供できるようになりました。

２．LIFESTYLE「VALS」: 浴室全体を纏うVALSの 風合いと色調のタイル
スイス・アルプスの希少高級石バルスストーンの風合いを再現した
タイルを壁面・床面の全面に採用。色褪せない高級感が浴室を落ち
着きある寛ぎの空間へ昇華させます。お好みに応じ、QUARTZタイル
３種もお選びいただきけます。

業界初* 石貼り浴槽 広々・ゆったり「TWIN Bath」選択可
多くのお客様よりの「2人用浴槽」のご要望にお応えし、
業界初、規格型「石貼り浴槽」 WABURO ERN浴槽に
横幅1100ｍｍモデルを開発し、WABURO UBとしても
初の導入モデルとしました。TWINは UB1624/1822の
２サイズに対応、SOLO比較 約120-140%の広々浴槽と
なります。お二人で、お子様と、ご家族で、
湯浴み時間をお楽しみいただけます。
＊ 規格型浴槽・浴室で（当社調べ）

宿の佇まいを思わせる 天然素材紺碧 AZUR
「十和田石ｘ檜」WELLNESS 融合の「石貼り浴槽」

最上質風合いと色調のタイルをまとう浴室。
「癒し・寛ぎ・安らぎの湯浴み」のある毎日。

和モダン ｘ 至高の美空間

選べる浴槽サイズ

TOPIC

VALS



■ 商品概要
名称 : WABURO SP-Line Superior VALS

発売日 :   2022年6月13日（月）
商品種類 : 全６ サイズ ８モデル

(1616・1618・1620・1624・1820・1822）

本体価格 :   税抜 300-440万円 (税込330-484万円）
WABURO SP-LINE SPV1616 

サイズ : W1600 x D1600 x H2200 mm
本体価格 : 税抜 300万円（税込330万円）

WABURO SP-LINE SPV1822TW （★Twin Bath)
サイズ : W1800 x D2200 x H2200 mm

本体価格: 税抜 440万円（税込484万円）

■ 平田タイル 会社概要
株式会社平田タイルは、創業100年を超え、建築文化への貢献を企業理念に、タイルと水まわりの総合プロデュース企業として時代の
変化に豊かな暮らしを創出しています。 創設30年を超える「Hi-Ceramics(ハイセラミクス)」や「BISCUIT(ビスケット)」
「sunclay(サンクレイ)」など3つのタイルブランドと、水まわりの「AQUAPiA (アクアピア)」を展開、インテリアの本場イタリアを
はじめ、世界各国からデザインと品質に優れたタイルを厳選、ファブレスメーカーとして日本国内でも自社企画商品も製造し、新しい
タイル文化を紹介。また、「タイルの特性を活かしながら時代を先駆ける提案」、をブランドスピリッツにしています。

商号 : 株式会社平田タイル
代表者 : 代表取締役社⾧ 德田 祥恭
所在地 : 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-1-10
設立 : 1919年4月

事業内容 : 住宅設備機器事業、タイル・エクステリア建材事業、
住宅建材事業、及び タイル開発事業

資本金 : 271,500,000円
URL : http://www.hiratatile.co.jp/

Superior VALS
Model :  SPV1822

＊価格に、運送費、施工費は含まれておりません。

■ アステック 会社概要
株式会社アステックは、和モダン「石貼り浴槽」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、新開発

WABURO ラグジュアリーユニットバスなど、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「和 WABURO」ブランド商品で「湯浴みの世界」をトータルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。 現在、
年約1,000槽の浴槽・浴室の生産製造能力を保有しており、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。2020年、創立30周年を迎えました。30周年記念の集大成として、建築家 隈研吾氏とのコラボで、隈氏のお名前をいただいた
新概念「拡張する」最上級ユニットバス『WABURO KUMA』を発売しました。アステック東京ショールームにて展示中。
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 : 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 

白金高輪ステーションビル5F

創立 : 1990年4月

■ 本件に関するお問い合わせ先 株式会社 アステック 広報担当: 経営企画室 須藤 直以 電話: 03-6450-3126

10:00 ▶ 18:00
(休/日曜日）

※上記は完成予想CGで、実際とは多少異なります。洗面室およびFIX部はオプションとなります。

事業内容 :  和デザイン高級浴槽浴室製造販売 及び
USA CAMBRIAクォーツストーン総販売代理

資本金 : 12,000,000円
URL :    https://www.ustech-jp.com

★ 特別展示発表会WEEK 2022 6.13 Mon▶ 6.25 Sat

会場 アステック東京南麻布ショールーム
東京都港区南麻布2-11-10 Tel : 03-6435-4726
東京メトロ南北線「白金高輪駅」4番出口より徒歩6分
10:00-18:00  日・祝定休 新型コロナ感染症対策完全予約制

お気軽に簡単予約、HP又はお電話でお問い合わせください。

簡単予約お問い合わせ

NEWS

予約制 : 入場無料


