
厳島神社へ向かう表参道商店街に面する。建替え前は、宮島のシンボルである大杓子の展示と公衆トイレを備えた施設であった。建替えに際しては、以前の外観デザインを踏襲しながら、趣きある雰囲気を演出している。

洗面コーナーの対面、トイレへの通路との仕切り壁に、化粧直しや身づくろいに配慮したスタイリングコーナーを設けた。個別鏡を採用することで、隣の人の映り込みに配慮している。清潔感に満ちた空間の設え。洗面器は、さりげなく空間を引き立てるハーフベッセル式洗面を採用。洗面器の間にはクリーンドライ設置し、荷物配慮として棚を設けている。明るい開放感の中で、和を感じさせる空間。大便器ブースが空くのを待つ間に「プレパウダーコーナー」として使用できるように、通路の壁に化粧鏡を設置。仕切りには棚とフックを設け、荷物整理などに配慮している。トイレ入口には、配慮対象者がわかるようにサインを掲示。トイレサインはすべて黒に統一していることから、男女トイレが判別しやすいように、女性トイレ入口正面には、赤のもみじを投影している。

トイレ入口には、廿日市市の象徴である市の木「さくら」を用いた表札が掲げられている。

グレーを基調とした、シックで落ち着いた雰囲気の男性トイレ。壁面には、光触媒作用で抗菌・防汚・防臭効果のある大型陶板ハイドロソリッドを採用している。すべてのトイレサインは黒で統一されているため、遠くからでも分かりやすいように、男性トイレの入口正面には、緑のもみじを投影している（写真中央）。右側は、だれでもトイレ入口。オストメイトに配慮して、男女トイレの大便器ブースに汚物流しを設置したブースを設け、機能分散を図っている。大便器は、床への清掃性に配慮した壁掛大便器セット･フラッシュタンク式を採用している。一部の大便器ブースには、手洗器を設けた個室完結型を採用。ブース内には、トイレの使い方や宮島の見所を紹介する5ヶ国語に対応したタブレットを設置している。

トイレ入口には、各トイレの配置をピクトサインで表した案内図を掲示している。正面の円柱が印象的なトイレ入口。各トイレへのアプローチがわかりやすいように、目立つように掲示されたピクトサインで誘導している。
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トイレ入口 正面の円柱が印象的なトイレ入口。各
トイレへのアプローチがわかりやすい
ように、目立つように掲示されたピクト
サインで誘導している。

案内図 トイレ入口には、各トイレの配置をピクト
サインで表した案内図を掲示してい
る。

女性トイレ 
大便器ブース

一部の大便器ブースには、手洗器を
設けた個室完結型を採用。ブース内
には、トイレの使い方や宮島の見所を
紹介する5ヶ国語に対応したタブレット
を設置している。

女性トイレ 
大便器ブース

（オストメイト配慮）

オストメイトに配慮して、男女トイレの
大便器ブースに汚物流しを設置した
ブースを設け、機能分散を図ってい
る。大便器は、床への清掃性に配慮
した壁掛大便器セット･フラッシュタン
ク式を採用している。

男性トイレ・
だれでもトイレ 入口

すべてのトイレサインは黒で統一され
ているため、遠くからでも分かりやすい
ように、男性トイレの入口正面には、緑
のもみじを投影している（写真中央）。
右側は、だれでもトイレ入口。

男性トイレ 洗面コーナー グレーを基調とした、シックで落ち着い
た雰囲気の男性トイレ。壁面には、光
触媒作用で抗菌・防汚・防臭効果のあ
る大型陶板ハイドロソリッドを採用して
いる。

入口表札 トイレ入口には、廿日市市の象徴であ
る市の木「さくら」を用いた表札が掲
げられている。

女性トイレ 入口 トイレ入口には、配慮対象者がわかる
ようにサインを掲示。トイレサインはす
べて黒に統一していることから、男女ト
イレが判別しやすいように、女性トイレ
入口正面には、赤のもみじを投影して
いる。

女性トイレ 全体 明るい開放感の中で、和を感じさせる
空間。大便器ブースが空くのを待つ間
に「プレパウダーコーナー」として使用
できるように、通路の壁に化粧鏡を設
置。仕切りには棚とフックを設け、荷物
整理などに配慮している。

女性トイレ 洗面コーナー 清潔感に満ちた空間の設え。洗面器
は、さりげなく空間を引き立てるハーフ
ベッセル式洗面を採用。洗面器の間
にはクリーンドライ設置し、荷物配慮と
して棚を設けている。

女性トイレ 
スタイリングコーナー

洗面コーナーの対面、トイレへの通路
との仕切り壁に、化粧直しや身づくろ
いに配慮したスタイリングコーナーを
設けた。個別鏡を採用することで、隣
の人の映り込みに配慮している。

外観 厳島神社へ向かう表参道商店街に
面する。建替え前は、宮島のシンボル
である大杓子の展示と公衆トイレを
備えた施設であった。建替えに際して
は、以前の外観デザインを踏襲しなが
ら、趣きある雰囲気を演出している。
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トイレ入口に位置する円柱の裏側は、円形の空間が特徴的なキッズトイレとなっている。家族で安心して利用できる「ファミリートイレ」。お子様連れに配慮して、幼児用小便器や大便器、ベビーシート・ベビーチェア・フィッティングボードを設置。内装カラーは、春をイメージした「桃色」を採用している。家族で使用できる「ファミリートイレ」。トイレ入口には、だれでもわかりやすいように、ピクトサインを掲示している。車いす使用者や大型ベット使用者に配慮した「車いす優先トイレ」。内装カラーは、夏をイメージした「緑色」を採用している。

小便器の間には、障子をイメージした間仕切りを設け、落ち着いて用が足せるようプライバシーに配慮。さらに、小便器横にフックを設けることで、荷物配慮をしている。 性的マイノリティの方など、多様な方に配慮した個室完結型の「だれでもトイレ」を1ヶ所設置。男女トイレ以外の機能を持たせたトイレは、内装カラーで宮島の四季を表現。だれでもトイレは、冬をイメージした「白」。

落ち着いた雰囲気のベビールーム。防犯に配慮し、呼び出しボタンを設置している。おむつ替えや授乳が行えるベビールーム。奥にはベビールーム2を配置している。（右奥）お子様がひとりで利用できるように、手すりを設置。手洗器を設けることで、ブース内で用足しから手洗いまで完結できる。使いやすさに配慮した幼児用小便器。足元には、立ち位置の目印となり、抗菌効果のあるハイドロセラ・フロアキッズを採用している。

車いす使用者やオストメイトに配慮した「車いす優先トイレ」。内装カラーは、秋をイメージした「黄色」をテーマ色に採用している。それぞれのトイレ入口には、配慮対象者がわかりやすいように、ピクトサインを掲示している。
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車いす優先トイレ 入口 それぞれのトイレ入口には、配慮対象
者がわかりやすいように、ピクトサイン
を掲示している。

車いす優先トイレ 車いす使用者やオストメイトに配慮した
「車いす優先トイレ」。内装カラーは、
秋をイメージした「黄色」をテーマ色に
採用している。

キッズトイレ 
小便器コーナー

使いやすさに配慮した幼児用小便
器。足元には、立ち位置の目印となり、
抗菌効果のあるハイドロセラ・フロア
キッズを採用している。

キッズトイレ 
大便器ブース

お子様がひとりで利用できるように、手
すりを設置。手洗器を設けることで、
ブース内で用足しから手洗いまで完
結できる。

ベビールーム1 おむつ替えや授乳が行えるベビー
ルーム。奥にはベビールーム2を配置し
ている。（右奥）

ベビールーム2 落ち着いた雰囲気のベビールーム。
防犯に配慮し、呼び出しボタンを設置
している。

だれでもトイレ 性的マイノリティの方など、多様な方
に配慮した個室完結型の「だれでもト
イレ」を1ヶ所設置。男女トイレ以外の
機能を持たせたトイレは、内装カラー
で宮島の四季を表現。だれでもトイレ
は、冬をイメージした「白」。

男性トイレ 
小便器コーナー

小便器の間には、障子をイメージした
間仕切りを設け、落ち着いて用が足
せるようプライバシーに配慮。さらに、
小便器横にフックを設けることで、荷
物配慮をしている。

車いす優先トイレ 車いす使用者や大型ベット使用者に
配慮した「車いす優先トイレ」。内装カ
ラーは、夏をイメージした「緑色」を採
用している。

ファミリートイレ 入口 家族で使用できる「ファミリートイレ」。ト
イレ入口には、だれでもわかりやすいよ
うに、ピクトサインを掲示している。

ファミリートイレ 家族で安心して利用できる「ファミリー
トイレ」。お子様連れに配慮して、幼
児用小便器や大便器、ベビーシート・
ベビーチェア・フィッティングボードを
設置。内装カラーは、春をイメージした

「桃色」を採用している。

キッズトイレ 入口 トイレ入口に位置する円柱の裏側は、
円形の空間が特徴的なキッズトイレと
なっている。
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建築概要
名称 TOTO宮島おもてなしトイレ
所在地 広島県廿日市市宮島町536-1
施主 廿日市市
設計 株式会社あい設計
施工 株式会社増岡組
竣工年月 2019年7月
敷地面積 462.92㎡
建築面積 317.60㎡
延床面積 509.87㎡
構造・階数 木造・地上2階

おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット･フラッシュタンク式：UAXC3CR2B1
パブリックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS497B
ウォシュレット アプリコットP（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF5830系
スペア付紙巻器：YH150
自動洗浄小便器：UFS900JS
洗面器：LS703、LS716
壁掛洗面器：LSE704AAPMWR、LSE90BAPR
手洗器：L712
台付自動水栓：TENA12AL、TENA12EL
フラットカウンター多機能トイレパック：XPDA系
コンパクト多機能トイレパック：UADAY21L1A1ADD
コンパクトオストメイトパック：UAS81RDB2NW
幼児用大便器：CS300B
幼児用小便器：U310GY
ハイドロセラ・フロアキッズ：AB545
ベビーチェア：YKA15R
ベビーシート：YKA25R
フィッティングボード：YKA41
内装用大型陶板ハイドロソリッド：ARA300

水まわりの特長
建物の特徴

「TOTO宮島おもてなしトイレ」は、トイレを中心とした観光客の利便性向上のための複合施設。宮島の玄関口であるフェリー乗場と厳島神社の中間に位置、多くの観光客が行き交う表参道商店街に面する日本一の大杓子が展示されていた跡地に開設された。観光客の受入環境の充実および満足度の向上をめざしている廿日市市と、｢日本を世界のショールームに｣を合言葉に日本のトイレ文化の世界への発信を目指しているTOTOがパートナーシップ協定に基づき、官民協働で設置。世界遺産・宮島の魅力と共に、日本のトイレの魅力、そしてTOTOの技術力を国内外に広く発信していく。1Fには、観光案内とトイレ、2Fには、休憩スペースとトイレを配置している。

トイレの特長
1Fトイレは、訪れるさまざまな方に配慮し、男女トイレ以外に、車いす優先トイレ・だれでもトイレ・ファミリートイレ・キッズトイレ・ベビールームを配置。さらに、男女トイレにもオストメイトに配慮した大便器ブースを配置し、機能分散を図っている。大便器は、床への清掃性に配慮した壁掛大便器セット･フラッシュタンク式を採用。利用者の快適性に配慮し、すべての大便器にウォシュレットを設置している。小便器は、節水性と清掃性、メンテナンス性に優れた自動洗浄小便器を採用。大便器ブース内や洗面コーナーの壁面には、光触媒技術で防臭・防汚性能がある大型陶板ハイドロソリッドを採用。最新鋭のトイレ機器を用い、これからの観光地トイレのひとつの指標となるトイレが完成した。

車いす使用者やオストメイトに配慮した多機能トイレ。コンパクトな空間でも設置可能な、コンパクト多機能トイレパックを採用している。 訪れるさまざまな方にとって使いやすいトイレを目指し、男女トイレ以外に、車いす優先トイレ・だれでもトイレ・ファミリートイレ・キッズトイレ・ベビールームを配置している。

だれでもわかりやすいように、配慮対象者をピクトサインで掲示している。休憩スペースが設けられている2Fには、個室完結型の男女共用トイレを2ヶ所と多機能トイレ1ヶ所が設置されている。

2Fは、明るく開放的な休憩スペース。壁には、モニターを設置。カウンターコーナーでは、観光案内サイネージ･充電コンセントを利用できる。 2F休憩スペースには、個室完結型の男女共用トイレと多機能トイレを配置している。

1F表参道商店街に面した側は、宮島のおすすめ観光スポットを紹介する、観光案内。自動販売機・ダストボックスも完備している。

大便器は、連続洗浄が可能なパブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式を設置。トイレ内に手洗器を設け、個室完結型を採用している。

休憩スペースには、廿日市市の高校生が作成した厳島神社の鳥居の仕組みがわかるレプリカが展示されている。
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2F 休憩スペース 休憩スペースには、廿日市市の高校
生が作成した厳島神社の鳥居の仕
組みがわかるレプリカが展示されてい
る。

2F トイレ 大便器は、連続洗浄が可能なパブリッ
クコンパクト便器・フラッシュタンク式を
設置。トイレ内に手洗器を設け、個室
完結型を採用している。

1F 観光案内 1F表参道商店街に面した側は、宮島
のおすすめ観光スポットを紹介する、
観光案内。自動販売機・ダストボックス
も完備している。

2F 図面 2F休憩スペースには、個室完結型の
男女共用トイレと多機能トイレを配置し
ている。

2F 休憩スペース 2Fは、明るく開放的な休憩スペース。
壁には、モニターを設置。カウンター
コーナーでは、観光案内サイネージ･
充電コンセントを利用できる。

2F トイレ入口 休憩スペースが設けられている2Fに
は、個室完結型の男女共用トイレを
2ヶ所と多機能トイレ1ヶ所が設置され
ている。

2F 多機能トイレ 入口 だれでもわかりやすいように、配慮対
象者をピクトサインで掲示している。

1F 図面 訪れるさまざまな方にとって使いやす
いトイレを目指し、男女トイレ以外に、
車いす優先トイレ・だれでもトイレ・ファミ
リートイレ・キッズトイレ・ベビールームを
配置している。

2F 多機能トイレ 車いす使用者やオストメイトに配慮し
た多機能トイレ。コンパクトな空間でも
設置可能な、コンパクト多機能トイレ
パックを採用している。

水まわりの特長
建物の特徴

「TOTO宮島おもてなしトイレ」は、トイレを中心とした観光客の利便性向上のた
めの複合施設。宮島の玄関口であるフェリー乗場と厳島神社の中間に位置、多く
の観光客が行き交う表参道商店街に面する日本一の大杓子が展示されていた
跡地に開設された。観光客の受入環境の充実および満足度の向上をめざしてい
る廿日市市と、｢日本を世界のショールームに｣を合言葉に日本のトイレ文化の世界
への発信を目指しているTOTOがパートナーシップ協定に基づき、官民協働で設
置。世界遺産・宮島の魅力と共に、日本のトイレの魅力、そしてTOTOの技術力を
国内外に広く発信していく。1Fには、観光案内とトイレ、2Fには、休憩スペースとトイ
レを配置している。

トイレの特長
1Fトイレは、訪れるさまざまな方に配慮し、男女トイレ以外に、車いす優先トイレ・だ
れでもトイレ・ファミリートイレ・キッズトイレ・ベビールームを配置。さらに、男女トイレにも
オストメイトに配慮した大便器ブースを配置し、機能分散を図っている。大便器は、
床への清掃性に配慮した壁掛大便器セット･フラッシュタンク式を採用。利用者の
快適性に配慮し、すべての大便器にウォシュレットを設置している。小便器は、節
水性と清掃性、メンテナンス性に優れた自動洗浄小便器を採用。大便器ブース内
や洗面コーナーの壁面には、光触媒技術で防臭・防汚性能がある大型陶板ハイ
ドロソリッドを採用。最新鋭のトイレ機器を用い、これからの観光地トイレのひとつの
指標となるトイレが完成した。
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竣工年月 2019年7月
敷地面積 462.92㎡
建築面積 317.60㎡
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おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット･フラッシュタンク式：UAXC3CR2B1
パブリックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS497B
ウォシュレット アプリコットP（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF5830系
スペア付紙巻器：YH150
自動洗浄小便器：UFS900JS
洗面器：LS703、LS716
壁掛洗面器：LSE704AAPMWR、LSE90BAPR
手洗器：L712
台付自動水栓：TENA12AL、TENA12EL
フラットカウンター多機能トイレパック：XPDA系
コンパクト多機能トイレパック：UADAY21L1A1ADD
コンパクトオストメイトパック：UAS81RDB2NW
幼児用大便器：CS300B
幼児用小便器：U310GY
ハイドロセラ・フロアキッズ：AB545
ベビーチェア：YKA15R
ベビーシート：YKA25R
フィッティングボード：YKA41
内装用大型陶板ハイドロソリッド：ARA300
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