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和デザイン浴槽のアステックより、
業界初、ビジネスホテル施設用 「大浴槽分割リエゾン工法*」採用
自然素材「ヒノキ」ｘ天然石「御影石」ラグジュアリー大浴槽「選美槽

BL LINE」を新発売！

えら び そう

ビジネスホテル施設、特にリニューアルに最適の新企画の大浴場仕様開発！
アステック独自の「大浴槽分割リエゾン工法*」による小スペース搬入設置課題解決！

日本で有数の和デザイン浴槽ブランドメーカーである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、
創立30周年(2020年)記念モデルの第２弾として、宿泊施設業界にて、国内観光ビジネス需要復活が期待されるポストコロナ需要
回復期にむけて、旅の癒しとひとときの湯浴み空間作り、 9,200超の施設となる国内ビジネスホテル＆シティホテル市場に向け、
「どこでも大浴場」をスローガンに「ヒノキ」と「御影石」という自然素材の高級自由設計、和デザイン大浴槽の新シリーズ、
「選美槽 BL LINE」を、2020年7月1日より、発売いたします（工法適用の基準参考価格一槽あたり

500万円*より） 。

アステック「選美槽（えらびそう）」は、漏水対策、軽量化、工期短縮の自由設計「和」デザイン浴槽ですが、今回、「魅せるビジ
ネスホテル」「どこでも大浴場」をコンセプトとしたビジネスホテルリニューアルに最適な「選美槽」の新商品となります。
現在、新型コロナ感染症パンデミック状況にはありますが、コロナ回復期にむけて、すべてのビジネスホテル施設の皆さまへ
今こそ「本物志向の和デザイン大浴槽」導入をご提案します。

*商品概要参照ください

発売日 : 2020年7月1日

大浴槽分割リエゾン工法採用
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■ 「どこでも大浴場」！ 「和」デザイン浴槽を多くの旅のお客様へ！
現在、新型コロナ感染症パンデミックの中にありますが、ポストコロナ時代には国内観光・ビジネス

選美槽

BL - LINE

需要喚起 キャンペーンも予定されております。 日本国内で、2020年1月現在、約9,200超あると言わ
れるビジネスホテル・シティホテルの皆さまは、早期事業回復が急務となろうかと思います。 国内旅行
者の回復時に「勝てるホテル」になるには、日本人をターゲットとして本物志向こだわりの差異戦略が

Baignoire Liaison Line

必要になります。日本の自然木素材「ヒノキ」、天然石の「御影石」による自由設計オーダー浴槽
「選美槽」をベースに、「選美槽 BL LINE」は、すべてのビジネスホテル・シティホテル施設に
「どこでも大浴場」をテーマに、 ’Luxury, 和Modern, Healing’

「選美槽 BL LINE」 ロゴマーク

を コンセプトとして開発されました。

BLは「Baignoire ベニョアール＝浴槽」と「Liaison リエゾン＝連結・連携」で「連結浴槽」の意味を包含しており、この「選美槽BL LINE」は 後述の
アステック独自の「大浴槽分割リエゾン工法*」を採用した大浴槽となり、精緻な匠の技術による高品質大浴場設置にて多くの旅のお客様にご提供します。
今回初めて、同工法を、選美槽 新シリーズに正式採用し、「選美槽 BL LINE」として新発売いたします。

■ 「選美槽 ERABISO

BL LINE」と「大浴槽分割リエゾン工法*」とは？

１． アステック主力浴槽「和」デザイン浴槽の粋「選美槽」とは？
「選美槽」は、不朽不滅の和風呂文化を訴求する自由設計型和デザイン浴槽で、自然素材と匠技術の融合が生み出す上質で繊細なディテールをもつ
贅沢質感浴槽で、アステックの主力浴槽となります。「選美槽」は、浴槽の顔となる框には心地よい香りと美しい木目をもつ「ヒノキ」、 浴槽
内部には漏水対策のステンレス構造、耐圧強度にも優れ、低吸収率の御影石」他、自然天然素材を採用しています。 主な特徴は、以下の通りとなります。
（１）温泉対応も可能な自由設計

（２）自然素材と高精細を追求する匠技術による「和デザインと機能美」追求

（３）現場効率を追求する短工期工法採用

（４）高耐久性ステンレス使用による漏水対策と長期メンテナンス対策

２． 大好評の独自工法を今回正式に新規採用する新製品「選美槽 BL LINE」が誕生！
アステックは、旅館・ホテルの業務用浴槽で培った技術力を結集した「選美槽」に、拡大するビジネスホテル・シティホテル向けの新企画大浴場設置に
対応し、スペースに限りのあるホテル内へも施工が可能な大浴槽分割リエゾン工法」を採用した大浴槽をのべ15年以上提供してきており、大変好評を
いただいております。

現在、多くのビジネスホテル・シティホテルは、魅力的な付加価値作りと商品力アップとして、大浴場の設置要望が強いものの

限られたスペースでの施工問題、耐荷重問題、適切な解決策を相談できるところも限られている状況です。同工法採用の「選美槽 BL LINE」を発売します。

３. *「大浴槽分割リエゾン工法」とは？

大浴槽分割リエゾン工法イメージ

アステック独自開発で、ビジネスホテルリニューアル用大浴場を上層階設置の

（基準浴槽ステンレスベース3分割例）

場合に対応する工法で、新商品「選美槽 BL LINE」に採用します。
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対象施設にて、既存客室数部屋を解体、狭い窓開口、足場設置困難への対応とし、
浴槽筐体を工場で2-3分割パーツで製造、仮組みによる水圧検査を経て、分割・
最終検査後搬入。現場では分割状態でエレベーター搬入、現場にてリエゾン
連結し、最終溶接施工にて完成する工法。ステンレス構造による軽量化で耐荷重も
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解決、また工場にて事前製造組立で工期短縮も実現。 右は、基準参考サイズ、

外寸 W3500xD2000xH600mmの大浴槽を同工法で 施工し、高層階に
大浴場を設置した例となります。
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*「大浴槽 分割リエゾン工法」ステップ
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製造 : アステック伊東工場

施工 : 現場
基準サイズ仕様

■

ビジネスホテル・シティホテルでの「大浴場」需要が急上昇中！

1.

ホテル施設のご要望と課題
同工法施工事例

（１）魅力的な付加価値作りと商品力アップ として、 大浴場の設置要望急増。
（２）大浴場設置検討の際、ホテル内スペースが限られる、搬入問題、耐荷重問題など

基準サイズ仕様

課題が多く、在来工法での施工、大浴槽の持ち込み等が困難なケースが多い。

２． アステック「選美槽 BL LINE」によるご提案

独自の「大浴槽分割リエゾン工法」採用
（１） 大浴場スペースがない! ⇒

客室3-4部屋解体でのスペース作りをご提案

（２） 窓開口が狭く窓搬入は困難、また足場設置も困難!
⇒

大浴槽筐体を基準2-3分割する事により、既存エレベーターで搬入
大型特注仕様

（３） 高層階へ大浴場設置の際のに耐過重問題及び漏水リスク
⇒ 浴槽筐体にステンレス構造採用により、コンクリートによる在来
工法の1/3の重量での施工と漏水リスクの大幅削減
（４） リニューアル商品力アップの為の高デザイン性が必要
⇒

自然天然素材（ヒノキ・御影石等）を使用した「和」モダン
デザインをご提案

■

商品概要
名称 :

選美槽 BL LINE

発売日 :

2020年6月1日（月） 受注開始

基準仕様 :
基準素材 :

(えらびそう BL ライン)

ロックウッドタイプ 又は ストーンタイプ 四角型 2-3分割
自然天然素材、ヒノキ・御影石（その他天然石対応可）

基準参考サイズ :

W3500 x D2000 x H600 mm（最大Wサイズ10m程度まで変更可能）

基準予定価格（本体+基準工法適用込み）： 一槽あたり

500万円より（税別）

オプション対応 : サイズ・形状・素材変更、浴槽外装エプロン、ステップ、湯出口など
●価格に、サイズ・素材変更追加、オプション、配送料、設置料は含まれておりません。

★ 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

■

会社概要

（東京メトロ南北線「白金高輪駅」より徒歩8分）
Tel : 03-6435-4726

月－土 10:00-18:00 日祭定休

★ 新型コロナ対策上、現在予約制となっております。
アステック東京ショールーム＠南麻布

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、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、 アステック
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 :
URL :

12,000,000円
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

営業担当:

ソリューション営業部

広報担当：

経営企画室

電話：

045-914-0026

須藤

久保田・小出・杉窪

