グランベリー
グランベリーパク
パ ーク

外観

東急田園都市線「南町グランベリーパク駅」に直結。約83,0㎡の敷地に、アウトレッをはじめ飲食・物販、アウトドやエンターテイメなど個性豊か店舗が軒を連ねる。 急田園 都 市 線「 南 町田グランベ
東
リーパーク駅」に直結。約83,000㎡の
敷地に、
アウトレットをはじめ飲食・物
販、
アウトドアやエンターテイメントなど
個性豊かな店舗が軒を連ねる。

2Fボタニカルトイレ
トイレ入口

6つあるパビリオンのひと「グービ」は毎日の暮らしをより豊かにするためのヒントやアイデが見つかる場所。トイレ入口には待ち合わせ用のベンチを設置。
6つあるパビ
リオンのひとつ「グリーンリ
ビング」は毎日の暮らしをより豊かにす
るためのヒントやアイデアが見つかる
場所。
トイレ入口には待ち合わせ用の
ベンチを設置。

2Fボタニカルトイレ
女性トイレ 全体

「ボタニカルハウス」
「ボタニカルハウス」をテーマに、グリン随所配置し、ナチュラルな雰囲気でまとめている。アイランド型に配置した洗面カウンターは、各ボルの間に一段高い荷物置き台を設している。
をテーマに、
グリー
ンを随所に配置し、
ナチュラルな雰囲
気でまとめている。
アイランド型に配置
した洗面カウンターは、各洗面ボウル
の間に一段高い荷物置き台を設置し
ている。

2Fボタニカルトイレ
女性トイレ
パウダーコーナー

パウダーコーナーは、
パウダーコナは、大型鏡を設置したスタンディグイプと、個別鏡を設置したシッティングタイプの2を用意。シッティングタイプは仕切りを設けてお、隣気にせず化粧ができる。
大型鏡を設置し
たスタンディングタイプと、個別鏡を設
置したシッティングタイプの2タイプを用
意。
シッティングタイプは仕切りを設け
ており、隣を気にせずにお化粧ができ
る。

2Fボタニカルトイレ
男性トイレ

床の清掃性や節水に優れた壁掛自動洗浄小便器を採用。男性の身づくろい行為に配慮して、パウダーコナを設置。
床の清掃性や節水性に優れた壁掛
自動洗浄小便器を採用。男性の身づ
くろい行為に配慮して、パウダーコー
ナーを設置。

2Fボタニカルトイレ
多機能トイレ

車いす使用者やお子さま連れ、オストメイなどざま使用者に対応できる設備を完。必要ながパッケージされたコンクト多機能イレパッを採用。
車いす使用者やお子さ
ま連れ、
オスト
メイトなどさまざまな使用者に対応でき
る設備を完備。必要な設備がパッケー
ジされたコンパクト多機能トイレパック
を採用。

2Fリフレッシュラウンジ
トイレ入口

買い物の途中で休憩できるよ
買い物の途中で休憩きるよう、トイレ以外にソファやパウダーコナ、ィッテングルームを完備した女性専用のリフレッシュラウンジを設置。
う、
トイ
レ以外にソファやパウダーコーナー、
フィッティングルームを完備した女性専
用のリフレッシュラウンジを設置。

2Fリフレッシュラウンジ
パウダーコーナー

個別に仕切られたシッティングタイプのパウダーコナ。鏡裏照明により、顔影ができくい。左奥にはフィッテングルームも完備している。
個別に仕切られたシ
ッティングタイプの
パウダーコーナー。鏡裏照明により、
顔
に影ができにくい。左奥にはフィッティ
ングルームも完備している。

2Fリフレッシュラウンジ
洗面コーナー

手洗い後の床へ水垂れを抑えるため、洗面器の間にクリーンドライ（ハ ヤ）を設置。手触れずに衛生的使える自動水栓とオートソプディスペンサをセット。
手洗い後の床への水垂れを抑えるた
め、
洗面器の間にクリーンドライ
（ハンド
ドライヤー）
を設置。手を触れずに衛
生的に使える自動水栓とオートソープ
ディスペンサーをセット。

1Fベビーラウンジ
トイレ入口

乳幼児を連れたお客さ
乳幼児を連れたお客さまが、より便利で快適にご用いただけるよう、専のレストペーとラウンジを用意している。
まが、
より便利
で快適にご利用いただけるよう、専用
のレストスペースとラウンジを用意して
いる。

2Fリフレッシュラウンジ
リフレッシュスペース

「エキゾチッ
「エキゾチックバカンス」をテーマに、非日常特別感をじる空間。リフレッシュスペーにはモニタを設置し、旅行関係の情報提供をっている。
クバカンス」をテーマに、
非日常、特別感を感じる空間。
リフレッ
シュスペースにはモニターを設置し、
旅行関係の情報提供を行っている。

jp.toto.com/com-et/jirei/

2Fボタニカルトイレ
女性トイレ
大便器ブース

2020.06 作成

床まわ
床まわりの清掃性に優れた壁掛大便器、ウォシュレットをセ。リモコンは電源工事が不要な発タイプを採用。お子さまのいたずら防止め、鍵を上下2ヶ所に設置している。
りの清掃性に優れた壁掛大便
器に、
ウォシュレットをセット。
リモコンは
電源工事が不要な発電タイプを採
用。お子さまのいたずら防止のため、
鍵を上下2ヶ所に設置している。
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グランベリー
グランベリーパク
パ ーク
水水まわ
まわりの特長
りの特長
施施設の特徴
設の特徴
東東急田園都市線
急田園都市線「南町グランベリーパク駅」直結の商業施設。隣接する鶴間公園と2017（平成9）年に閉館した「グランベリーモル」の跡地を中心に、町田市と共同で一体的に再整備するプロジェクトの一環。「生活遊園地～くらしの『楽い』があふれるエンターテイメトパク」をコンセプに、地域の方々買い物だけでなく、体験する「楽しさ」を提供、充実た時間過ごすことができるエンターテイメトパクが誕生した。ー内は多様な楽しみ方ができる7つの屋外広場と、6パビリオンで構成され、アウトドやエンターテイメなど個性豊か店舗が軒を連ねている。また、国際的な環境認証制度「LEDN（まちづくり部門）」においてゴールド予備認証を取得している。
「南町田グランベリーパーク駅」直結の商業施設。隣接する鶴
間公園と2017（平成29）年に閉館した「グランベリーモール」の跡地を中心に、町
水まわりの特長
田市と共同で一体的に再整備するプロジェクトの一環。
「生活遊園地～くらしの
施設内のトイレ（ボタニカル・リフッシュラウンジベビー・ィズキットイレ）は、テーマごとに明確なイメジを設定しており、楽みながら快適に過ごせる空間となってい。大便器は清掃性に配慮して、壁掛式の大便器ユニットを採用。環境にやさしい大6L洗浄で、最台が同時に洗浄できるため、混雑時にも安心して使える。また、乾電池交換や壁裏の源工事が不要な「エコリモン」は、管理の手間を大幅に削減。パウダーコナをはじめ、お子さま連れにうしいキッズトイレも充実てる。さらに、ペット専用イレや礼拝室を完備。家族連れから外国人まで、さざな利用者に配慮した水まわりとなっている。 があふれるエンターテインメントパーク」
『楽しい』
をコンセプトに、地域の方々に買
い物だけでなく、体験する
「楽しさ」
を提供し、充実した時間を過ごすことができる
エンターテインメントパークが誕生した。
パーク内は多様な楽しみ方ができる7つの
屋外広場と、6つのパビリオンで構成され、
アウトドアやエンターテイメントなど個性
豊かな店舗が軒を連ねている。
また、
国際的な環境認証制度「LEED ND
（まちづ
くり部門）」においてゴールド予備認証を取得している。

水まわりの特長

1Fベビーラウンジ
内観

「SORA
「SORAPK」をテーマに、空と雲モチフした優い雰囲気の内装でまとめている。おむつ替え室、個の授乳おむつ自販機も完備している。
PARK」
をテーマに、空と雲
をモチーフとした優しい雰囲気の内
装でまとめている。おむつ替え室、個
室の授乳室、おむつ自販機も完備し
ている。

1Fベビーラウンジ
女性トイレ

手手洗い後の床への水垂れを抑える
洗い後の床へ水垂れを抑えるため、壁掛ハイバック洗面器の間にリーンドライを設置。パウダコーナには荷物配慮として棚やフックを設置いる。
ため、壁掛ハイバック洗面器の間にク
リーンドライを設置。パウダーコーナー
には荷物配慮として棚やフックを設置
している。

施設内のトイレ
（ボタニカルトイレ・
リフレッシュラウンジ・ベビーラウンジ・ウィズキッズト
イレ）
は、
テーマごとに明確なイメージを設定しており、楽しみながら快適に過ごせ
る空間となっている。大便器は清掃性に配慮して、壁掛式の大便器ユニットを採
用。環境にやさしい大6L洗浄で、最大6台が同時に洗浄ができるため、混雑時に
も安心して使える。
また、
乾電池交換や壁裏の電源工事が不要な「エコリモコン」
は、管理の手間を大幅に削減。
パウダーコーナーをはじめ、
お子さま連れにうれし
いキッズトイレも充実している。
さらに、
ペット専用トイレや、
礼拝室を完備。家族連れ
から外国人まで、
さまざまな利用者に配慮した水まわりとなっている。

2Fボタニカルトイレ
トイレ図面

建建築概要
築概要
名名称
称
所所在地
在地
施施主
主
設設計
計
施施工
工

1Fベビーラウンジ
男性トイレ

男男性
性トイレは夜空をメージした落ち着いダクな色調としてる。器具は清掃性に配慮して、大便器小ともに壁掛タイプを採用。 トイレは夜空をイメージした落ち
着いたダークな色調としている。器具
は清掃性に配慮して、
大便器、
小便器
ともに壁掛タイプを採用。

1Fウィズキッズトイレ
キッズトイレ

礼拝室

ムス
ムスリなどの、お祈りを必要とする方のために礼拝室を設置。内部は男女にわかれており、天井はメッカの方角を示す「キブラ」がある。身を清めたの洗い場も完備してる。（は男女共用） リムなどの、
お祈りを必要とする方
のために礼拝室を設置。内部は男女
にわかれており、天井にはメッカの方
角を示す「キブラ」がある。
身を清める
ための洗い場も完備している。
（ 洗い
場は男女共用）

ペットトイレ

体験型キッズエンターテイメト空間「キッズディスカバリー」内にあるキッズトイレ。「秘密基地」をテーマに、スタトからゴルまでお子さが楽しみならひとりで用足がきるような仕掛けを施している。
体験型キッズエンターテイメ
ント空間
「キッズディスカバリー」内にあるキッ
ズトイレ。「秘密基地」をテーマに、
ス
タートからゴールまで、
お子さまが楽し
みながらひとりで用足しができるような
仕掛けを施している。

鶴間公園に隣接しており、ペットを連れた利用者が多いことから、ペット用のイレ足洗い場をパーク内の3ヶ所に設置している。
鶴間公園に隣接しており、
ペットを連
れた利用者が多いことから、ペット用
のトイレと足洗い場をパーク内の3ヶ所
に設置している。

竣竣工年月
工年月
敷敷地面積
地面積
建建築面積
築面積
延延床面積
床面積

2Fリフレッシュラウンジ
トイレ図面

グランベリーパク ンベリーパーク
グラ
東京都町田市鶴間3-1、4ほか
東京都町田市鶴間3-3-1、
3-4-1ほか
東急株式会社、
東急株式会社、 東急レクリエーション
株式会社東急レクリエーション
株式会社東急設計コンサルタト
株式会社東急設計コ
ンサルタント
株式会社丹青（セントラルコー）
株式会社丹青社
（セントラルコート）
建築東急・鉄京王リニューアルJV（セントラコ）
建築
東急・鉄建・京王・東急リニューアルJV
（セントラルコート）
内装株式会社丹青（セントラルコー）
内装
株式会社丹青社（セントラルコート）
衛生設備
衛生設備斎久工業株式会社（セントラルコー）
斎久工業株式会社
（セントラルコート）
2019年月（まちびらき）
2019年10月
（11月まちびらき）
約83,0㎡
約83,000㎡
約53,0㎡（店舗面積）
約53,000㎡
（店舗面積）
約15,0㎡
約151,000㎡

おもなTO使用機器 もなTOTO使用機器
お

大大便器ユニ
便器ユニット：UTNCA
ット
：UTNCAA
ウォシュレットPS（擬音装置「姫」付きエコリモン）：TCF53YR ォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）
ウ
：TCF5533YR
小小便器ユニ
便器ユニット：UTNA
ット
：UTNUAN
洗洗面器ユニ
面器ユニット：UTNMB
ット
：UTNMBB
ク
クリーンドライ（ハ ヤ）：TYC420W リーンドライ
（ハンドドライヤー）
：TYC420W
多多機能ユニ
機能ユニット：UTNDA、B
ット
：UTNDAA、
UTNDBA
幼幼児用大便器
児用大便器：CS30B
：CS300B
幼幼児用便座
児用便座：TCF40
：TCF40
幼幼児用小便器
児用小便器：U310GY
：U310GY
幼幼児用マルチシ
児用マルチシンク：SKL30MAPR
ンク
：SKL300LMAPR
フ
フィッテングボード：YKA41 ィッティングボード：YKA41

1Fウィズキッズトイレ
トイレ図面
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