
バステック株式会社　-BETTE 総輸入代理店 -

2014 年より、ドイツ製であるBETTE 社製のホーロー浴槽を、日本の浴室環境や施工条件に
最適化し販売。国内ではハイアット、インターコンチネンタル、ザ・オークラ東京など、多くの
ラグジュアリーホテルやレジデンスへの納入の他、浴室空間のトータルプランニングや施工のご
相談を承っています。

ベッテ（ドイツ）

1952 年創業、年間 400,000 台以を生産し、多くのメジャーなラグジュアリーホテルブランド
で採用される、ヨーロッパを代表する浴槽メーカー。浴槽と同じ、鋼板ホーロー製の洗面器も
ラインナップしています。

大型ホーロー焼成窯



キズや UV に強い

高級ホテルでの定番
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ホテルにある洋バスは、オーバーフロー（あ
ふれ防止穴）があるため水位が低く肩まで
つかれないといった不満を感じる事があり
ます。バステックの洋バスでは、オーバー
フローをふさいで使用可能ですので、より
深い水位が確保でき、傾斜にそった姿勢を
とると、しっかりと肩までつかっていただけ
ます。

自動車のボディーのように鋼板を浴槽型にプレス加工し、釉薬をか
け高温で焼き上げた浴槽。ホーローが持つ陶磁器のような温かな
肌触りと様々な特性は、浴槽に最適な高級素材とされています。

なだらかな傾斜に沿ってゆったり寝そべって入浴する浴槽。リゾート
ホテルにいるようなリラックス感は洋バスならでは。当社では深さ
42cmと、少し深めの 45cmの２タイプをご用意しています。

BETTE製品の中には、Tesseraux +
Partnerや、Schmiddem Designなど
ヨーロッパで実績のあるデザイナーが
担当し、著名なデザイン賞を多数受賞
しています。

a. ジェット&ブローバス
b. 滑り止め加工
c. カラーモデル
d. グリップハンドル
ほかにも、水栓取付穴加工など様々な
オプションをご用意しています。詳しく
はお問い合わせください。

バステックでは国内の給湯設備に合わ
せ、自動給湯器用穴あけ加工済みモデ
ルをご用意しています。

100kg を超える非常に重い “鋳物”
ホーロー製に比べ、約 40~55kg と
軽量ですので、工事の際に取り扱いや
すくFRP浴槽と同様、木造2階部への
設置も特別な補強工事の必要がありま
せん。

湯船の形は大きく分けて 2 種類、入る
方向が決まっていない左右対称モデル
と、ゆるやかな傾斜が片方だけの左右
非対称モデル。左右対称モデルはお子
様とご一緒や、2 人での入浴にも快適。
身長 170cm の方がゆったり脚を伸ば
すには、左右対称モデルで 1700 サイ
ズ以上、非対称モデルでは1600 サイ
ズ以上がおすすめですが、それ以下で
も、日本の浴槽のように極端に脚を曲
げるなどの窮屈感はありませんので、
プランに合わせてご自由にお選びくだ
さい。小柄な方で脚が対面に届かず不
安な場合は、別売のバス用マルチクッ
ションをご使用いただくことで、安定し
た姿勢を確保できます。

深さ42～45cm なので、楽にまたげます。
また、浴槽底面と洗い場の段差なく設置で
きますので、姿勢も安定し安心です。

底に向かって絞りこまれた形状にデザイン
された洋バスは、同サイズの日本の従来型
浴槽に比べ、容量が半分から3分の2程度
と非常に節水型です。

表面がガラス質の為、もともと汚れのつき
にくいホーロー浴槽ですが、BETTE独自の
BETTEGLAZE   コーティングにより、普
段のお手入れは入浴後に洗い流して拭き取
るだけ。より強力に長時間、汚れの沈着を
防ぎます。

薄く滑らかな鋼板を素地とするBETTE の
ホーローは、欧州の厳しい EN 規格をクリ
アした硬い表面と鋼板のたわみで衝撃を吸
収し、鋳物ホーローにはない耐衝撃性能
を備え、樹脂製シャワーヘッドを落とした
程度ではびくともしません。

ガラス質の表面は、日々のお手入れによる
摩耗や紫外線に非常に強く、FRP や人工
大理石など樹脂系素材の浴槽に発生しや
すい擦りキズや退色、黄ばみなどが殆ど発
生しません。

高級ホテルでは標準仕様とされることの多
いホーロー浴槽。中でもBETTE の浴槽は
世界中の五つ星ホテルで採用され日本国内
でも多数採用されています。The Okura 
Tokyo・ANA インターコンチネンタルホテ
ル別府リゾート & スパ・石垣リゾートハイ
アットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

BETTE 鋼板ホーロー浴槽と洋バスの特徴



Bette Japan fit ベッテジャパンフィット

BetteStarlet ベッテスターレット

1500

1570

1600

1600

STR15080 #1210

STR15770 #2590

STR16065 #2540

STR16070 #1220

¥274,000（税別）*
¥329,000（税別）
¥274,000（税別）
¥274,000（税別）

×

×

×

×

800

700

650

700

洋バスでは珍しい、短め幅広モデル（1500x800）をラインナップ
その他、1650～ 1900サイズまで 8サイズあり
* 同サイズのオーバル型フリースタンドモデルあり

177

162

162

162

BetteForm ベッテフォルム

1400

1500

1600

1600

FRM14070 #2940

FRM15070 #2941

FRM16070 #2942

FRM16075 #2943

¥265,000（税別）
¥265,000（税別）
¥265,000（税別）
¥265,000（税別）

×

×

×

×

700

700

700

750

↑ベッテクラシックの深さ 42センチモデル
その他、1650～ 1900サイズまで 8サイズあり

144

159

173

183

BetteClassic ベッテクラシック

1400

1500

1600

1600

CLA14070 #1266

CLA15070 #1268

CLA16070 #1267

CLA16075 #1269

¥265,000（税別）
¥265,000（税別）
¥265,000（税別）
¥265,000（税別）

×

×

×

×

700

700

700

750

1400,1500 サイズはこちらの深さ 45cmがオススメ
その他、1650～ 1900サイズまで 10サイズあり

162

178

195

203

BetteOne ベッテワン

1600 NE16070 #3310 ¥369,000（税別）× 700

幅広いリムが特徴のスクエアモデル
その他、1700～ 1900サイズまで 4サイズあり

170

1400~1600

¥289,000（税別）
¥289,000（税別）
¥289,000（税別）

189

189

189

BetteSelect ベッテセレクト

1600 SEL16070

SEL16070-F

SEL16070-R

#3410

#3420

#3430

× 700

排水栓操作部

F

R

Fモデル 

×

×

1500

1600

BetteOcean ベッテオーシャン

CEA15070-R #8858

CEA15070-F #8859

CEA16070-R #8850

CEA16070-F #8851

¥369,000（税別）
¥369,000（税別）
¥369,000（税別）
¥369,000（税別）

700

700

209

209

218

218

和式風呂のような四角い側面も持つ深型モデル
排水栓操作部は 2ヶ所からセレクト
その他、1650～ 1800サイズまで 8サイズあり

Rモデル

排水栓操作部

F

R

片側傾斜のスクエアモデル
排水栓操作部は 3ヶ所からセレクト
その他、1700～ 1800サイズまで 3サイズあり

日本の狭いバスルームにフィットする、小さめのモデルをセレクト

長さは、1400 , 1500 , 1600

たっぷり浸かれる深めの
洋バス標準の深さは、

1600サイズは湯量が少なく
ゆったり寝そべられる 42cmもオススメです

上記以外のサイズバリエーションやその他モデルは
バステックWEBサイトでご紹介しています



断熱オプション

・据付用脚

標準付属品とオプションパーツ

・ポップアップ排水金具

浴室や建物自体の断熱が不足している寒冷地のリフォーム等で
より高い保温性をお求めの場合は、断熱材の吹付加工を承ります。
価格はモデル、サイズによりお見積りとなります。お問い合わせください。

追焚付自動給湯器対応モデル

・追焚付自動給湯器に対応した穴付モデルをご用意しています
・穴位置はオーバーフローの直下になります
・アダプター金具用パッキン付属

標準
付属品

オプション
パーツ追焚穴

※ スライド式（ホワイト色・縦型 / 横型）もしくは、回転式（クローム色）いずれかをお選びください
※ 直接、設備配管と接続してください：接続部品は、現場でお手配いただくか、右上のオプションパーツをご使用ください
※ オーバーフローは内部で栓止めすることにより機能させず、浴槽いっぱいお湯を溜めることが可能です

・・・ ＞

標準仕様

オーバーフロー穴
（開閉の設定が可能）

追焚穴
（Φ53）

約 150mm

断熱オプション仕様

高い熱伝導率の鋼板 :冷めた浴槽を給湯後すぐに温めます
低い熱伝導率のホーロー層 :お湯の温かさを封じ込めます

そのため、特に施工条件の悪い寒冷地での使用以外では
標準仕様のままご使用いただけます

ホーロー浴槽は保温性に優れています

閉 開回転式（クローム色）

G1.1/2

70

14090

100

65

65

33

62

閉 開スライド式（ホワイト色）

G1.1/2

80

G1.1/2

横型：VP30も直接接続可能です

縦型：オプションパーツをご使用の
　　　場合はこちらを選択ください

排水エルボ
DL33  ¥1,500（税別）

排水トラップ
DL65 ¥4,800（税別）

ふろ給湯器オプション価格　 ¥18,000（税別） オプション価格　 ¥49,000～（税別）



グリップハンドル付モデル

・入浴姿勢から体を起こす際に便利なグリップハンドル
・短辺側オーバーフローモデルは、両サイド2 箇所に
  長辺側オーバーフローモデルは、反対サイド1 箇所に
　取り付け可能です
・一部取付け不可モデルがあります

バス用マルチクッション

・優しい肌触りのBETTE オリジナルバス用クッション
・枕はもちろん、肘掛けや、脚、おしりの滑り止めにも
　使え安定した入浴姿勢をサポートします
・マグネット式で簡単にお好きな場所へ脱着可能です

風呂フタ

アルミ樹脂複合板／ホワイト／ 3枚組
抗菌・防カビタイプ

FTA1470：1400×700 用　 ¥19,000（税別）
FTA1570：1500×700 用 　¥20,000（税別）
FTA1580：1500×800 用 　¥21,000（税別）
FTA1670：1600×700 用 　¥21,000（税別）
FTA1775：1700×750 用 　¥23,000（税別）
FTA1780：1700×800 用 　¥25,000（税別）

上記以外のサイズ、オーバルモデル用も別注にて
承ります。当社までお問い合わせください。

カラーモデル

BETTEでは艶あり/艶なしの多彩なカラーモデルをご用意しています。
モデルにより選択可能なカラーが異なりますので詳しくはお問い合わせください。

短辺側オーバーフローモデル 長辺側オーバーフローモデル

ダブルグリップ
クローム：B080-901　¥79,000（税別）
ホワイト：B080-000　¥99,000（税別）

ダブルグリップ
クローム：B122-901　¥79,000（税別）

シングルグリップ
クローム：B120-901　¥59,000（税別）

シングルグリップ
クローム：B090-901　¥59,000（税別）
ホワイト：B090-000　¥79,000（税別）

ホワイト
B57-0211　¥20,000（1個入 税別）
B57-0210　¥36,000（2個入 税別）

ブラック
B57-0213　¥20,000（1個入 税別）
B57-0212　¥36,000（2個入 税別）

風呂フタフック

真鍮／クローム

HK39  ¥6,500（税別）

カラーオプション　¥109,000（税別） ～



お手入れについて
BETTE 鋼板ホーロー浴槽には BETTE とドイツ Bayer 社が共同開発した、汚れがつきにくい
BETTEGRAZE  コーティングが施されています。日頃から、下記のお手入れを続けていただく
事で末永くホーローの美しさを保てます。

＜日常のお手入れ＞
入浴後、浴槽についた湯アカを柔らかいスポンジでこすりながらシャワーで洗い流し、水滴が
残らないよう柔らかい布で拭き取ります。水分を残さないことがお手入れの一番のコツです。

＜水アカ・ザラザラした汚れ＞
水アカ（白い斑点状の汚れ）や金属石けん（ザラザラした汚れ）は中性洗剤を使い、柔らかい
スポンジで軽くこすり洗してください。洗浄後、洗剤が残らないようしっかり洗い流し、水分を
拭きとってください。日常のお手入れを行えば、これらの汚れの沈着を防ぐことができます。

＜もらいサビ＞
もらいサビとは、放置したヘアピンや水道水、給湯器配管に含まれる鉄分などが浴槽表面で錆
びついた茶色いシミのような汚れのこと。もらいサビには少量の浴室用クリームクレンザーでや
さしくこすり洗いしてください。非常に落としにくい汚れですので、日常のお手入れで、もらいサ
ビがつかないようご注意ください。

＜青緑色の汚れ＞
給湯器に銅配管が使用されている場合、銅イオンと脂肪分が反応した青緑色の汚れが銅石けん
です。中性洗剤をかけて2,3分放置後やさしくこすり洗いし、それでも取れない場合は、浴槽用
クリームクレンザーでやさしくこすり洗いしてください。銅石けんも、日常のお手入れを続けるこ
とで防ぐことが可能です。

使用禁止の洗剤とご注意
・カビ取り剤や酸性、アルカリ性の洗剤はホーロー層や排水金具を傷めますので使用しないでく
ださい。浴室用クリームクレンザーも、頑固な汚れのみに少量使用し、常用はしないでください。
・BETTE の鋼板ホーローはヨーロッパの厳しいEN規格をクリアしており、樹脂製シャワーヘッ
ドを落とした程度ではキズつきません。日常のご使用では、まず割れたり欠けたりすることはあり
ませんが、重く硬く尖ったもの（設置工事に使用する工具や香水の瓶など）を落としますと、ひ
び割れ等が発生する場合があります。万が一、ひび割れやカケが起こった場合、直ちに補修す
る必要がございますので、当社までお問い合わせください。
・硫黄分、塩分、鉄分を含む入浴剤や温泉水は浴槽や排水金具を傷めますので、使用しないで
ください。それら成分を含まない入浴剤につきましても、使用説明書をよくお読みになり、ユーザー
様の責任においてご使用ください。また入浴剤や温泉水のご使用による、浴槽の変色や劣化等
は製品保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ご購入について
・一般のお客様…ご依頼の工事業者様を通じ、当社までご依頼ください。
・工事業者様…当社ウェブサイト（www.bathtec.jp）事業者向けご購入案内をご参照いただ
きお手続きください。

納期について
国内在庫品については納期約7営業日、海外メーカー取寄せの場合は4～6ヶ月かかる場合があ
ります。詳しくは当社までお問合せください。

図面について
・当社ウェブサイト（www.bathtec.jp）の各商品ページよりダウンロードの上、ご使用ください。

バステック株式会社
東京都新宿区内藤町 1-7　Tel. 03-6274-8760　info@bathtec.jp

バステックでは、全ての BETTE 製品を取り扱っております。

＜ショールーム＞ 
BETTE ホーロー浴槽を多数展示し、もたれ心地やサイズ感などを実際にお試しいただけます。
またリノベーション向けなど、浴室空間デザイン・施工に関するご相談を承っております。
※完全予約制とさせていただいております。




