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業界初*  規格型石貼り浴槽『湯ったり TWIN 』仕様 9月1日発売

希少石「十和田石」と「天然檜」でつくる『贅』

WABURO (ワブロ）ERN SOLO & TWIN  全10モデル

PRESS RELEASE
Ref :  UJPR-220901R

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

締役社長：内山 雅揮) は、20年以上に渡り、和デザインにこだわった浴槽・浴室をご提供してきました。

2015年 第1回 COOL JAPAN AWARDを受賞した 「和デザイン浴槽 ERNシリーズ」を刷新し「和

WABURO」新ブランドの ERN SOLO仕様6モデルとともに、2人用・ご家族用に最適な「湯ったり、

ゆとりの TWIN仕様」4モデルを 9月1日より発売いたします。 全12モデル 85-130万円（税抜）。

*当社調べ

【 和 WABURO 物語 】 第 8 章

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！
高施工性、高汎用性 ラグジュアリー規格デザイン浴槽「ERN」シリーズ

規格型WABURO「石貼り浴槽」 ERN SOLO & TWIN浴室施工事例

業界初*

■ 「和 WABURO」(ワブロ）石貼り浴槽 ERN（イーアルエヌ）とは？

「和 WABURO」は『心も癒すひと時 「湯浴み」の美空間へ』を

ビジョンにブランド化、 アステックの「和モダン石貼り浴槽 」とその

浴槽を標準とするラグジュアリーユニットバスの総称となり、お客様

よりの「ホテルライクな浴槽を自宅に」というご要望を具現化する

のがこの「和モダン 石貼り浴槽 ERNシリーズ」となります。

Revised

ERN TWIN浴槽
十和田石（内装）
天然檜（框）



■ 規格型「石貼り浴槽」高汎用性 10 仕様 85 万円より
お客様視点で、デザイン・サイズと価格で「簡単選べる」「高品質」、建築士様へ

「高施工性」「高汎用性」と、満足度の高い「選べる規格型石貼り浴槽」をご用意

しました。ERN SOLOタイプ 6 仕様に加え、業界初*  2人用・ご家族仕様となる

「湯ったり、ゆとりの」 ERN TWIN タイプ 4 仕様追加発売、全10仕様となります。

85-130万円（税込 93.5-143万円）。

■ 建築士・デザイナーの皆様へ

<TWIN 浴槽によるメリット>

従来、2人用浴槽のご要望には、防水性・軽量化用

特注ステンレスを内装し、そこに石貼り対応でご提

供してきました。 新発売の2人用の規格型ERN 

TWIN浴槽は、FRP内装と石貼り対応でさらなる機

能性、大幅な時短とコスト削減を実現しました。

ぜひ「湯ったり、ゆとりの」 ERN TWIN タイプ

4 仕様をご活用ください。

「湯ったり」TWIN Bath

SOLO TWIN

800/900mm 1100mm



■ これが 「石貼り浴槽」ERN ! 

ホテル・旅館で人気の「石造り」浴槽。 石造り風ながら、

在来工法（石造り）には難しい軽量化、高防水性、高耐震

性、温泉対応などの高機能性をもち、宿の湯浴み空間を

ご自宅・別荘へも導入できるようにしたのが、アステック

独自の WABURO 「石貼り浴槽」規格型 ERNシリーズで

す。 今、ご自宅・別荘に「和モダン石貼り浴槽」が選択

肢になりました。 ぜひ、WABURO「石貼り浴槽」の

ある最上級の湯浴み空間をお愉しみください。

■ 防水性、防震性、温泉対応安心の性能と品質

耐久性、重量、使いやすさを考慮し、FRPをベースに、十和田石の内装石貼り、框には天

然檜または本御影石を使用した本格的な天然素材浴槽となっています。FRPの躯体による

漏水対策・耐震対策ほか、独自の工法により温泉泉質による劣化低減も実現しています。

■ 天然素材が醸す 至高の「湯浴み」空間と時間

遠赤外線やマイナスイオンを発生し、癒やし効果を高める「十和田石」を浴槽内部に採用。

天然が織りなすブルーとグリーンの石色は水に濡れると「鮮やかなな青」に色づき、心を

ほぐす癒やしを演出します。浴槽の顔になる框には心地よい香りと美しい木目をもつ天然

素材「檜」を採用。森林浴効能で知られるフィトンチッドを放つ檜特有の奉公に加え、野

菜い木目、手触り・・・五感に響く癒やしが空間に広がります。

心をほどく檜の框
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。

「和WABURO」ブランドプレート
確かなブランドの証

発売以来ロングセラーを誇る
規格デザイン「石貼り浴槽」

施工事例 ERN浴槽構造



■ アステック 会社概要

株式会社アステックは、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、単体デザイン浴槽など、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。 現在、年約1,000槽の浴槽・浴室を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 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」ラグジュアリーユニットバス『WABURO KUMA』を発売しました。天然檜と自然石融合の粋を、アステッ

ク東京ショールームでご覧ください。

商号 : 株式会社 アステック
代表者 : 代表取締役社長 内山 雅揮
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
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
URL :       https://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

広報担当： 経営企画室 須藤 直以

Email :   publicrelations@ustech-jp.com

電話： 03-6450-3126

★「和 WABURO」最新モデル展示発表中！

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実施中

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
入場無料

■ 商品概要
1.  名称 ： WABURO ERN シリーズ

(ワブロ イーアールエヌ）

2.  発売日 ： 2022年9月1日
3.  モデル数 ： 全10モデル (5サイズ各2タイプ）

★ SOLO Type                 サイズ 本体価格
ERN-1709 (RW)  :    1694×910×H557-581 mm (内部深さ 455H) 100万円（税込 110万円）
ERN-1609 (RW)  :      1594×910×H557-581 mm (内部深さ 455H)     90万円（税込 99万円）
ERN-1608 (RW)  :      1594×810×H557-581 mm (内部深さ 455H)     85万円（税込 93.5万円）
ERN-1709 (S) :      1694×910×H557-581 mm (内部深さ 455H) 100万円（税込 110万円）
ERN-1609 (S)     :      1594×910×H557-581 mm (内部深さ 455H)      90万円（税込 99万円）
ERN-1608 (S)     :      1594×810×H557-581 mm (内部深さ 455H)      85万円（税込 93.5万円）

★ TWIN Type
ERN-1711TW (RW) :  1694×1110×H557-581 mm (内部深さ 455H)  130万円（税込 143万円）
ERN-1611TW (RW) :  1594×1110×H557-581 mm (内部深さ 455H)  120万円（税込 132万円）
ERN-1711TW (S) :  1694×1110×H557-581 mm (内部深さ 455H)  130万円（税込 143万円）
ERN-1611TW (S)   :   1594×1110×H557-581 mm (内部深さ 455H)  120万円（税込 132万円）

■ TW=TWIN仕様 (RW)= ロックウッドタイプ (S)=グラナイトストーンタイプ

■ 納期 : 受注後約60日、配送料別、 追い炊き別途対応可能

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