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スパイスは、「Good Restaurants ～食べたいものが必ず見つかる池袋の
メインダイニング～」をコンセプトにした、都内百貨店で 大級のレストラン街。
池袋東武百貨店の11Fから15Fで構成される。

15Fのフロアデザインコンセプトは「PENTHOUSE」。ハレの日や接待にも使える
プレミアムダイニング。トイレ入口には、内部のレイアウトと各階に備えられた
トイレの設備が分かるサインを掲示している。

14Fのフロアデザインコンセプトは「STREET」。女性が気軽にお酒が飲める
デパレスを新設したフロア。トイレ入口には内部レイアウトと各階のトイレ
設備が分かるサインを掲示している。

レストルームコンセプトは「A secret atelier」。STREETを抜けた先にある秘密
の隠れ家。古くからある味わいのある建築の内部をリノベーションをした
ような、感性を刺激する特別な場所をイメージ。

　15F 女性トイレ パウダーコーナー 　15F 女性トイレ 大便器コーナー 　14F 女性トイレ パウダーコーナー 　14F 女性トイレ 洗面・大便器コーナー

レストルームコンセプトは「My closet & library」。大切な人との食事の時間の
前に、より満ち足りた気分を高められる大人のクローゼットをイメージ。
パウダーコーナーはシッティングとスタンディングの両方を用意。

洗面・パウダーコーナーの出入り口には、身だしなみチェックのために大きな
全身鏡を設置。大便器ブースの扉も、空間全体のデザインコンセプトに
合わせたテイストとなっている。

静かにたたずむ秘密の隠れ家の演出として、ブロックや木材を用い、外と内
との曖昧な境界を表現。中央に配置された、ほっと一息つけるベンチは
休憩や荷物の整理などに活用できる。

洗面器の間にクリーンドライを設置することで、手洗い後の床への水垂れを
抑えている。落ち着いた木目調でまとめた、空間に趣きを感じさせる大便器
コーナー。

　15F 男性トイレ 全体 　15F 多機能トイレ 　14F 男性トイレ 全体 　14F 多機能トイレ

大人のライブラリーをイメージした、ほっと一息つける知的な空間。男性トイレ
も身だしな 配慮とし パウダ ナ を洗面 ナ 横 設置し

車いす使用者やオストメイトなどさまざまな利用者に配慮して、汚物流しを
備えた パクト多機能トイ パ クを採用

男性トイレも同様にブロックと木材を用いた味わいのある空間。男性トイレにも
身だしな 配慮とし パウダ ナ を 洗面 ナ 横 設置し る

多機能トイレも同様にブロックと木材を用いながら、明るい色調で清潔感の
ある空間 設え る から は すべ ベビ シ ト ベビにも身だしなみ配慮としてパウダーコーナーを洗面コーナー横に設置して

いる。
備えたコンパクト多機能トイレパックを採用。
大型ベッドやベビーチェアも完備している。

身だしなみ配慮としてパウダーコーナーを、洗面コーナー横に設置している。 ある空間に設えている。11Fから14Fは、すべてベビーシート、ベビーチェア、
フィッティングボードと手すりを完備している。
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　13F サイン 　13F 女性トイレ 洗面・パウダーコーナー 　12F サイン 　12F 女性トイレ 洗面・パウダーコーナー
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12F・13Fのフロアデザインコンセプトは「LIVING&DINING」。幅広い店舗が充実
し、吹き抜けを新設し見通しがよく分かりやすいフロア構成。
トイレ入口には内部レイアウトと各階の設備が分かるサインを掲示。

レストルームコンセプトは「Tea room」。仲の良い友人や特別なお客様を
おもてなしするティールームをイメージ。R状の壁にストライプを加えることで、
スタイリッシュな大人の女性らしさを演出している。

12F・13Fのフロアデザインコンセプトは「LIVING&DINING」。幅広い店舗が
充実し、吹き抜けを新設し見通しがよく分かりやすいフロア構成。
トイレ入口には内部レイアウトと各階の設備が分かるサインを掲示。

レストルームコンセプトは「Relax time」。季節の移ろいを感じながら、窓際で、
ゆったりした時間を楽しむお気に入りのリビング空間を表現。白を基調に、
木材を組み合わせた清潔感のあるプライベート空間。

　13F 女性トイレ 大便器コーナー 　13F 女性トイレ 大便器ブース 　12F 女性トイレ 大便器コーナー 　12F 男性トイレ 全体

鮮やかなピンクが印象的なブース扉。ブース材のホワイトとの対比でブースの
空き状況が分かりやすくなっている。

小さなお子様連れやご高齢者に配慮して、すべての大便器ブースに
ベビーチェアと手すりを完備。そのほかフィッティングボードやベビーシート、
補助便座を備えたひろびろブースも男女に各1ヶ所用意している。

大便器ブースの扉も、全体デザインコンセプトに合わせたテイストとなって
いる。大便器とウォシュレットのリモコンは、乾電池の交換や電源工事が
不要な、ボタンを押すたびに発電するエコリモコンを採用。

男性トイレも女性トイレ同様のこだわりを感じさせる、清潔感のある空間と
なっている。

　13F 男性トイレ 全体 　13F 多機能トイレ 　12F 男性トイレ 洗面コーナー 　12F 多機能トイレ

男性トイレは、縦ストライプをアクセントにシックなインテリアでまとめられた、
落ち着 た印象 空間 男性トイ も身だしな 配慮とし

多機能トイレも同様にストライプを用いたスタイリッシュな空間。11Fから14F
ま 多機能トイ は すべ ベビ シ ト ベビ

男性トイレにも身だしなみ配慮として、パウダーコーナーを洗面コーナー横に
設置し る

多機能トイレも白を基調とし、扉面は木目調を用いた清潔感のある空間。
から は すべ ベビ シ ト ベビ グボ ドと落ち着いた印象の空間。男性トイレにも身だしなみ配慮として

パウダーコーナーを洗面コーナー横に設置している。
までの多機能トイレは、すべてベビーシート、ベビーチェア、
フィッティングボードと手すりを完備している。

設置している。 11Fから14Fは、すべてベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボードと
手すりを完備している。
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　11F サイン 　11F 女性トイレ 入口 　11F ベビー休憩室　入口 　11F ベビー休憩室　全体
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11Fのフロアデザインコンセプトは「PARK」。カフェだけでも気軽に立ち寄れる
開放的なフロア。トイレ入口には内部レイアウトと各階のトイレの設備が分かる
サインを掲示。

レストルームコンセプトは「Sun terrace」。パーゴラをイメージした天井から
優しい光が差し込む。入口正面の鏡は、空間にゆとりを感じさせると共に、
混雑時には身だしなみをチェックしながら待つことができる。

授乳室・おむつ交換台・休憩スペースなど、さまざまな設備を備えた
ベビー休憩室。男性も入りやすいように配慮したオープンな入口。

ゆったりとしたソファを設置した休憩スペース。正面にはおむつ替えコーナーを
設置。おむつ替えを行うシート部分には、休憩スペースからの視線に配慮した
すりガラスの仕切りが設けられている。

　11F 女性トイレ 洗面・パウダーコーナー 　11F 女性トイレ 洗面・大便器コーナー 　11F ベビー休憩室　休憩スペース 　11F ベビー休憩室　授乳室

明るい木目調を基調とした空間。石畳を模した床と、植物をイメージさせる
洗面コーナーのモザイクタイルが、気持ちをリフレッシュできる癒しの
スペースを演出。

入口から奥まで連なる白と木目の層が、奥行きの広がりとともに、お客様に、
清々しい気持ちを抱かせる空間となっている。

休憩スペースには、手洗器とその左にクリーンドライを設置。
その他、調乳用温水器や電子レンジ、シンクを備え、お客様が持参したミルク
や離乳食を準備できるコーナーを設けている。

授乳室は女性専用。個室タイプと数人で利用できるタイプの2種類を用意。
出入り口には、身だしなみをチェックできる姿見を設置している。

　11F 男性トイレ 全体 　11F 多機能トイレ 建築概要

＜改修の経緯＞

水まわりの特長

女性トイレと同様に、木のパーゴラに包まれた癒しのテラス空間を演出して
いる

多機能トイレも白を基調とし、扉面は木目調と緑のモザイクタイルを用いた
癒しの空間 11Fから14Fは すべてベビ シ ト ベビ チ ア

ダイニングシティ「スパイス」
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各フロアのトイレ空間は、レストラン街の各フロアイメージやグレードにあわ
せたデザインを採用し、売り場とトイレ空間に連続性を持たせている。基本
設備としては、小さなお子様連れやご高齢者に配慮して、すべての大便器
ブースにベビーチェアと手すりを完備。さらに、多機能トイレの混雑緩和を
図るため、各フロアの男女トイレにベビーカーごと入れるひろびろブースも
用意している。大便器とウォシュレットのリモコンは、ボタンを押すたびに発
電する電源不要のエコリモコンを採用。配線や乾電池も不要のため施工や
管理者への負荷を軽減させるとともに、利用客には発電させるボタンの操
作感の確かさが好評を得ている。百貨店として、また「食」を楽しむレストラ
ン街として、こだわりあるおもてなしが表現されたトイレである。

＜トイレの特長＞

東武百貨店池袋本店のダイニングシティ「スパイス」が、25年ぶりに全面改
装し、 2016年2月に全館グランドオープンを迎えた。「Good Restaurants 
～食べたいものが必ず見つかる池袋のメインダイニング～」をリニューアル
コンセプトとして、レストラン街「スパイス」を構成する11Fから15Fまでの全5
フロアを一新。新たに地域初出店や新業態のレストランを含め、都内百貨
店で 大級となる46店舗が集まるレストラン街として生れ変わった。

＜改修の経緯＞

いる。 癒しの空間。11Fから14Fは、すべてベビーシート、ベビーチェア、
フィッティングボードと手すりを完備している。
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