
岐阜ファミリーパークに隣接、スマートインターチェンジが併設されたパーキングエリア。濃い茶色と縦格子を用いた外観デザインで、シンプルでありながら和の雰囲気も感じさせる。

あえて鏡を設置せず、大便器ブースの空き状況を見渡せるように配慮。洗面器の上面の棚は、水濡れしないため、ゆったりと安心して荷物を置くことができる。杖を一時置きできるフックも用意。清掃時には、入口と小便器コーナーを中央で大きく二つに分けることができる。アイランド型の洗面コーナーは鏡を設けないことで全体を見渡すことができ、空き状況をランプで示した大便器ブースに誘導している。男女トイレとも入口通路突き当りに、混雑時お知らせチャイムボタンと案内を試行的に設置。混雑時にチャイムが鳴ることで、ブースを利用している人に混雑状況を知らせることができる。幼児用大便器、小便器、手洗器と共に、おむつ替えができるようベビーシートを設置。明るいカラーリングと動物柄の扉や壁紙を採用。便器の足元にキッズ専用の薄型防汚陶板を配置して、楽しい雰囲気を演出している。

わかりやすいカラーと、各トイレの機能・設備を示すサインで利用者を誘導。床面は、複数の床タイルを用いたランダムなデザインを採用。汚れ発生後の交換時に床タイルが廃盤になってしまった経験が生かされている。

ひろびろブースに、コンパクトオストメイトパックを設置。多機能トイレを、車いす使用者が優先的に使用できるよう機能分散している。また、ベビーシートとフィッティングボードを備え、ベビーカーでの入室も可能。大便器に座って目に入る場所に、待ち列ができた場合に鳴る「満室お知らせチャイム」についての説明を掲示。トイレの使い方については、イラストと多言語で表記し、外国人の利用者にも配慮している。観光活性化策として、信長と岐阜城などのイラストを壁にラッピング。音姫（トイレ用擬音装置）に手をかざすと「ほら貝」の音色が聞こえる（1年間の予定）。お子様連れ配慮として、ベビーチェアと幼児用便座も設置。プライバシー配慮から仕切りを設けた小便器コーナー。清掃時、トイレ内を中央で分け、半分づつ清掃することを考慮し、両側に手すり付きの小便器を設置。背面にはベビーチェアを設置、お子様連れに配慮している。

手すりは、視認性に配慮して、壁とのコントラストのある配色。さらに大型ベッドも設置し、障がい者や成人のおむつ替えに配慮。また、便器に逆向きに座って排泄する方に配慮し、後方にも紙巻器を設置している。多機能トイレの内部、大便器と大型ベッドが設置されたエリアは、カーテンで仕切れ、介助者が一時的に退出するといった際のプライバシーに配慮している。子供コーナーは、動物柄の扉をはじめ、楽しい雰囲気を演出。
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多機能トイレ・
子供コーナー

多機能トイレの内部、大便器と大型
ベッドが設置されたエリアは、カーテン
で仕切れ、介助者が一時的に退出す
るといった際のプライバシーに配慮し
ている。子供コーナーは、動物柄の扉
をはじめ、楽しい雰囲気を演出。

多機能トイレ 手すりは、視認性に配慮して、壁との
コントラストのある配色。さらに大型ベッ
ドも設置し、障がい者や成人のおむ
つ替えに配慮。また、便器に逆向きに
座って排泄する方に配慮し、後方にも
紙巻器を設置している。

男性トイレ 
小便器コーナー

プライバシー配慮から仕切りを設けた
小便器コーナー。清掃時、トイレ内を中
央で分け、半分づつ清掃することを考
慮し、両側に手すり付きの小便器を設
置。背面にはベビーチェアを設置、お
子様連れに配慮している。

男性トイレ 大便器ブース 観光活性化策として、信長と岐阜城な
どのイラストを壁にラッピング。音姫（ト
イレ用擬音装置）に手をかざすと「ほ
ら貝」の音色が聞こえる（1年間の予
定）。お子様連れ配慮として、ベビー
チェアと幼児用便座も設置。

男性トイレ 大便器ブース 大便器に座って目に入る場所に、待ち
列ができた場合に鳴る「満室お知ら
せチャイム」についての説明を掲示。ト
イレの使い方については、イラストと多
言語で表記し、外国人の利用者にも
配慮している。

男性トイレ 
ひろびろブース

ひろびろブースに、コンパクトオストメイ
トパックを設置。多機能トイレを、車い
す使用者が優先的に使用できるよう
機能分散している。また、ベビーシー
トとフィッティングボードを備え、ベビー
カーでの入室も可能。

トイレ入口 わかりやすいカラーと、各トイレの機能・
設備を示すサインで利用者を誘導。
床面は、複数の床タイルを用いたラン
ダムなデザインを採用。汚れ発生後
の交換時に床タイルが廃盤になってし
まった経験が生かされている。

子供コーナー 幼児用大便器、小便器、手洗器と共
に、おむつ替えができるようベビーシー
トを設置。明るいカラーリングと動物
柄の扉や壁紙を採用。便器の足元に
キッズ専用の薄型防汚陶板を配置し
て、楽しい雰囲気を演出している。

男性トイレ 入口 男女トイレとも入口通路突き当りに、混
雑時お知らせチャイムボタンと案内を
試行的に設置。混雑時にチャイムが
鳴ることで、ブースを利用している人
に混雑状況を知らせることができる。

男性トイレ 全体 清掃時には、入口と小便器コーナーを
中央で大きく二つに分けることができ
る。アイランド型の洗面コーナーは鏡を
設けないことで全体を見渡すことがで
き、空き状況をランプで示した大便器
ブースに誘導している。

男性トイレ 洗面コーナー あえて鏡を設置せず、大便器ブース
の空き状況を見渡せるように配慮。洗
面器の上面の棚は、水濡れしないた
め、ゆったりと安心して荷物を置くこと
ができる。杖を一時置きできるフックも
用意。

外観 岐阜ファミリーパークに隣接、スマート
インターチェンジが併設されたパーキ
ングエリア。濃い茶色と縦格子を用い
た外観デザインで、シンプルでありなが
ら和の雰囲気も感じさせる。
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建築概要
名称 東海環状自動車道 岐阜三輪パーキングエリア
所在地 岐阜県岐阜市北野北
施主 中日本高速道路株式会社
設計 中日本高速道路株式会社
施工 株式会社 市川工務店
竣工年月 2020年3月
敷地面積 11,604㎡
建築面積 397㎡（内、外回り）
延床面積 248㎡（内、外回り）
構造・階数 鉄骨造・地上1階

おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット･フラッシュバルブ式：UAXC1CS1AN
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF5533AYR特
幼児用補助便座：TC51
自動洗浄小便器：UFS900R
壁掛ハイバック洗面器：LS135DM、LS125DM
壁付自動水栓：TENA125A
クリーンドライ（ハンドドライヤー）：TYC420W
コンパクトオストメイトパック：UAS8特
収納式多目的シート：EWC520ARR
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：AB545KA
幼児用手すり：YYB10P2S
ベビーチェア：YKA15R、YKA16R
ベビーシート：YKA24R
フィッテイングボード：YKA41
LED照明付鏡：EL80017
パブリック用手すり：T112HK7R、T112CU22、T112CP31

水まわりの特長
建物の特徴

「岐阜三輪パーキングエリア」は、岐阜県岐阜市にある東海環状自動車道にあり、ETC専用のスマートインターチェンジを併設する。昨今、高速道路の休憩施設で整備が進められているダブル連結トラック用の優先駐車マスを内回り、外回りともに用意している。建物施設には、トイレとハイウェイ情報ターミナル、自動販売機がある。また、内回りと外回りをつなぐ屋外のエリアは、高台から展望ができる憩いのスペース。ベンチでの休憩も可能な「恋人の丘」や地場産品販売などが可能なイベントスペースが設けられ、イベント開催時などには、キッチンカーを並べて屋外で飲食が楽しめるよう考えられている。

トイレの特長
新たな試みとして、トイレの混雑対策に「満室お知らせ『チャイム』ボタン」を試行設置。これは、混雑している際、待ち行列の先頭の人がボタンを押すことでチャイムを鳴らし、トイレの個室内にいる人に満室であることを知らせる仕組み。また、男女ともに洗面器をトイレ空間の中央に配置したアイランド型とし、あえて鏡を設けないことで大便器ブース大便器の空き状況がひと目でわかるようにするとともに、身だしなみを整える人をスタイリングコーナーに誘導し、混雑を解消するよう配慮している。また、男女トイレ内にコンパクトオストメイトパックや乳幼児連れ配慮の器具を設置することで、多機能トイレを、車いす使用者が優先的に使用できるよう配慮されている。

お化粧直しがしやすいように、LED照明付き鏡を設置。入口脇には全身鏡も設置している。入口床の足のマークの位置に、混雑時お知らせチャイムボタンが設置されているため、入る人と出る人の動線も床に示している。大河ドラマを契機とした観光活性化策として、濃姫と桜のイラストを壁にラッピング。扉の裏には「いざ、舞いらん」の文字。ブース内の音姫（トイレ用擬音装置）に手をかざすと琴の音色が流れる（1年間の予定）。鏡を設けず、お化粧直しをする人は右奥にあるスタイリングコーナーへ誘導し、洗面コーナーの混雑解消を図る。洗面コーナー上面の棚は水濡れを気にせずに、荷物を置くことができる。

身だしなみを整えられるスタイリングコーナー。洗面コーナーに鏡を設置しないことで、身だしなみを整える人をこちらへ誘導。洗面コーナーの混雑緩和につなげている。 シャンデリア照明が印象的な華やかな雰囲気。男性トイレ同様、洗面コーナーには鏡を設けず全体を見渡せる配置。各ブースには、それぞれの設備や配慮を示すサインがあり、使いたいブースを判断することができる。

トイレ手前のスペースにはコンセント付のカウンターとハイウエイ情報を発信する大型モニターを設置。トイレのレイアウトは、利用者に対する細やかな配慮はもとより、清掃スタッフの効率的な動線も考慮されている。乳幼児連れ配慮がされた「ひろびろブース」。ベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボード、幼児用便座を設置している。また、車いす使用者も使用できるよう、手すりを設置し、入口を引き戸にしている。お子様連れに配慮し、幼児用便座とベビーチェアを設置。ブースの鍵は、お子様のいたずら防止仕様になっており、保護者が安心して用が足せるよう配慮している。

幼児用小便器と手洗いコーナーの奥には、更衣室を完備。大人の着替えはもちろんのこと、乳幼児の着替えにも対応するよう、つかまり立ちできる幼児用の手すりが設置されている。
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女性トイレ 
キッズコーナー・更衣室

幼児用小便器と手洗いコーナーの奥
には、更衣室を完備。大人の着替えは
もちろんのこと、乳幼児の着替えにも
対応するよう、つかまり立ちできる幼児
用の手すりが設置されている。

女性トイレ 
大便器ブース

お子様連れに配慮し、幼児用便座と
ベビーチェアを設置。ブースの鍵は、
お子様のいたずら防止仕様になって
おり、保護者が安心して用が足せるよ
う配慮している。

女性トイレ 
ひろびろブース

乳幼児連れ配慮がされた「ひろびろ
ブース」。ベビーシート、ベビーチェア、
フィッティングボード、幼児用便座を設
置している。また、車いす使用者も使
用できるよう、手すりを設置し、入口を
引き戸にしている。

トイレ図面（内回り） トイレ手前のスペースにはコンセント付
のカウンターとハイウエイ情報を発信
する大型モニターを設置。トイレのレイ
アウトは、利用者に対する細やかな配
慮はもとより、清掃スタッフの効率的な
動線も考慮されている。

女性トイレ 全体 シャンデリア照明が印象的な華やか
な雰囲気。男性トイレ同様、洗面コー
ナーには鏡を設けず全体を見渡せる
配置。各ブースには、それぞれの設備
や配慮を示すサインがあり、使いたい
ブースを判断することができる。

男性トイレ 
スタイリングコーナー

身だしなみを整えられるスタイリング
コーナー。洗面コーナーに鏡を設置し
ないことで、身だしなみを整える人をこ
ちらへ誘導。洗面コーナーの混雑緩
和につなげている。

女性トイレ 洗面コーナー 鏡を設けず、お化粧直しをする人は
右奥にあるスタイリングコーナーへ誘
導し、洗面コーナーの混雑解消を図
る。洗面コーナー上面の棚は水濡れ
を気にせずに、荷物を置くことができ
る。

女性トイレ 
大便器ブース

大河ドラマを契機とした観光活性化
策として、濃姫と桜のイラストを壁にラッ
ピング。扉の裏には「いざ、舞いらん」
の文字。ブース内の音姫（トイレ用擬
音装置）に手をかざすと琴の音色が
流れる（1年間の予定）。

女性トイレ 
パウダーコーナー

お化粧直しがしやすいように、LED照
明付き鏡を設置。入口脇には全身鏡
も設置している。入口床の足のマーク
の位置に、混雑時お知らせチャイムボ
タンが設置されているため、入る人と
出る人の動線も床に示している。

水まわりの特長
建物の特徴

「岐阜三輪パーキングエリア」は、岐阜県岐阜市にある東海環状自動車道にあり、
ETC専用のスマートインターチェンジを併設する。昨今、高速道路の休憩施設で
整備が進められているダブル連結トラック用の優先駐車マスを内回り、外回りとも
に用意している。建物施設には、トイレとハイウェイ情報ターミナル、自動販売機が
ある。また、内回りと外回りをつなぐ屋外のエリアは、高台から展望ができる憩いの
スペース。ベンチでの休憩も可能な「恋人の丘」や地場産品販売などが可能なイ
ベントスペースが設けられ、イベント開催時などには、キッチンカーを並べて屋外で
飲食が楽しめるよう考えられている。

トイレの特長
新たな試みとして、トイレの混雑対策に「満室お知らせ『チャイム』ボタン」を試行
設置。これは、混雑している際、待ち行列の先頭の人がボタンを押すことでチャイ
ムを鳴らし、トイレの個室内にいる人に満室であることを知らせる仕組み。また、男
女ともに洗面器をトイレ空間の中央に配置したアイランド型とし、あえて鏡を設けな
いことで大便器ブース大便器の空き状況がひと目でわかるようにするとともに、身だ
しなみを整える人をスタイリングコーナーに誘導し、混雑を解消するよう配慮してい
る。また、男女トイレ内にコンパクトオストメイトパックや乳幼児連れ配慮の器具を設
置することで、多機能トイレを、車いす使用者が優先的に使用できるよう配慮され
ている。

建築概要
名称 東海環状自動車道 岐阜三輪パーキングエリア
所在地 岐阜県岐阜市北野北
施主 中日本高速道路株式会社
設計 中日本高速道路株式会社
施工 株式会社 市川工務店
竣工年月 2020年3月
敷地面積 11,604㎡
建築面積 397㎡（内、外回り）
延床面積 248㎡（内、外回り）
構造・階数 鉄骨造・地上1階

おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット･フラッシュバルブ式：UAXC1CS1AN
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF5533AYR特
幼児用補助便座：TC51
自動洗浄小便器：UFS900R
壁掛ハイバック洗面器：LS135DM、LS125DM
壁付自動水栓：TENA125A
クリーンドライ（ハンドドライヤー）：TYC420W
コンパクトオストメイトパック：UAS8特
収納式多目的シート：EWC520ARR
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：AB545KA
幼児用手すり：YYB10P2S
ベビーチェア：YKA15R、YKA16R
ベビーシート：YKA24R
フィッテイングボード：YKA41
LED照明付鏡：EL80017
パブリック用手すり：T112HK7R、T112CU22、T112CP31
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