
Osaka Metro堺筋本町駅から徒歩約２分と好立地に位置する新しい生活様式に適応したホテル。建築コンセプト｢ボタニカル｣にふさわしく、低層階に木や緑をふんだんに取り入れた外観デザイン。

ゆったりと快適に過ごせるように、全室洗い場付きのバスルームを配置している。サイズは、1416サイズを採用。すべての客室の水まわりは、浴室とトイレ・洗面をセパレートに配置し、利用者の快適性に配慮。洗い場付バスルームとすることで、くつろぎのバスタイムを提供している。床から天井までガラス面とし、角部屋ならではの2面に広がる景観を堪能できるワイドビュー仕様の客室。バルコニーにアプローチ可能で、客室に居ながら、自然の風を体感できる。本格的な中華料理はもとより、モダンチャイニーズの魅力を堪能できるレストラン。朝食からディナータイムまで、時間帯やシーンにあわせて楽しめる。

外光をたっぷりと取り入れた、明るく開放感あるフロント。カウンターの背面アートは、樹齢200年を超えるジャワ島のチークを採用し、ボタニカルのテーマのもと大自然の癒しの力を感じることができる。

小物やアメニティが置けるように配慮された広 と々したカウンターが特徴。家具調の洗面カウンターが高級感を演出している。ハンドシャワーは、3つの吐水を楽しめるコンフォートウエーブシャワーを採用し、多彩な浴び心地を体感することができる。サイズは、1416サイズを採用。天然木をふんだんに活用したインテリアが特徴。ベットボードは無垢材を採用することで、木の温もりのもと癒しの空間を演出している。充実したアメニティで快適な水まわりを実現している洗面コーナー。洗面器は、スクエア形のベッセル式洗面器を採用。大便器は、快適性と節水性の高いパブリック向けウォシュレット一体形便器を設置している。

贅沢にあしらわれた木々や緑の中で、リラックスできる宿泊者専用のラウンジ。都市にいることを忘れるような雰囲気の中でくつろぎの時を育む。ホテルコンセプト｢都市のオアシス｣を体感できるロビー。明るく開放感ある空間に、天然木の一枚板を使用したテーブルや緑をふんだんに配置することで、ボタニカルなムードの中、くつろぎを体感できる。
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ロビー ホテルコンセプト｢都市のオアシス｣を
体感できるロビー。明るく開放感ある
空間に、天然木の一枚板を使用した
テーブルや緑をふんだんに配置するこ
とで、ボタニカルなムードの中、くつろぎ
を体感できる。

ラウンジ BLOOM 贅沢にあしらわれた木々や緑の中で、
リラックスできる宿泊者専用のラウン
ジ。都市にいることを忘れるような雰囲
気の中でくつろぎの時を育む。

ワイドビューコーナー
ツイン 洗面コーナー

充実したアメニティで快適な水まわり
を実現している洗面コーナー。洗面器
は、スクエア形のベッセル式洗面器を
採用。大便器は、快適性と節水性の
高いパブリック向けウォシュレット一体
形便器を設置している。

スーペリアツイン 客室 天然木をふんだんに活用したインテリ
アが特徴。ベットボードは無垢材を採
用することで、木の温もりのもと癒しの
空間を演出している。

スーペリアツイン
バスルーム

ハンドシャワーは、3つの吐水を楽しめ
るコンフォートウエーブシャワーを採用
し、多彩な浴び心地を体感することが
できる。サイズは、1416サイズを採用。

スーペリアツイン
洗面コーナー

小物やアメニティが置けるように配慮
された広 と々したカウンターが特徴。
家具調の洗面カウンターが高級感を
演出している。

フロント 外光をたっぷりと取り入れた、明るく
開放感あるフロント。カウンターの背面
アートは、樹齢200年を超えるジャワ島
のチークを採用し、ボタニカルのテー
マのもと大自然の癒しの力を感じるこ
とができる。

レストラン HALOW 本格的な中華料理はもとより、モダン
チャイニーズの魅力を堪能できるレスト
ラン。朝食からディナータイムまで、時
間帯やシーンにあわせて楽しめる。

ワイドビューコーナー
ツイン 客室

床から天井までガラス面とし、角部屋
ならではの2面に広がる景観を堪能で
きるワイドビュー仕様の客室。バルコ
ニーにアプローチ可能で、客室に居な
がら、自然の風を体感できる。

ワイドビューコーナー
ツイン 水まわり

すべての客室の水まわりは、浴室とトイ
レ・洗面をセパレートに配置し、利用者
の快適性に配慮。洗い場付バスルー
ムとすることで、くつろぎのバスタイムを
提供している。

ワイドビューコーナー
ツイン バスルーム

ゆったりと快適に過ごせるように、全室
洗い場付きのバスルームを配置してい
る。サイズは、1416サイズを採用。

外観

Osaka Metro堺筋
本町駅から徒歩約
２分と好立地に位
置する新しい生活
様式に適応したホ
テル。建築コンセプ
ト｢ボタニカル｣にふ
さわしく、低層階に
木や緑をふんだん
に取り入れた外観
デザイン。
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建築概要
名称 都シティ 大阪本町
所在地 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-8-7
建築主 三菱UFJ信託銀行株式会社
運営 株式会社近鉄・都ホテルズ
設計 株式会社大林組
施工 株式会社大林組
竣工年月 2020年1月
敷地面積 1,594㎡
建築面積 1,193㎡
延床面積 14,253㎡
構造・階数 鉄骨造（地下）、鉄筋鉄鋼コンクリート造（地上）・
 地下1階、地上16階

おもなTOTO使用機器
パブリック向けウォシュレット一体形便器：CES957系
ウォシュレット一体形便器ネオレストDH：CES9565系
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式：CFS497系
二連紙巻器：YH63
自動洗浄小便器：UFS900系
洗面器：LS716
水栓金具：TLC系
台付自動水栓：TENA22系
コンパクトオストメイトパック：UAS81LDB1NW
ホテル向けユニットバス EDシリーズ：EDV1418系
ホテル向けユニットバス ENシリーズ：ENV系

水まわりの特長
建物の特徴

「都シティ 大阪本町」は、Osaka Metro堺筋本町駅から徒歩約２分と利便性に優れた、全308室の新しい生活様式に適応したホテル。｢都市のオアシスになる。」をホテルコンセプトとし、建築空間意匠のテーマモチーフ｢ボタニカル｣のもと、ホテル全体に天然木を使用し、館内を彩るアートや客室ドアノブにオリーブの木を採用するなど、穏やかで癒しの場となる空間を提供している。さらに、全室にバルコニーと洗い場付きバスルームを採用し、広がりある空間を実現。「都シティオリジナルベッド」や天井埋込型ナノイー発生機「エアイー」を完備するなど、こころとからだを休める「都市のオアシス」にふさわしいホテルを目指している。

水まわりの特長
水まわりも、ホテルコンセプトに則り、快適性とグレード感を体現する仕様・設備となっている。全客室の水まわりは、利用者の快適性に配慮して、バスルームと洗面・トイレをセパレートに配置。大便器は、快適性と節水性の高いパブリック向けウォシュレット一体形便器を採用。洗面器は、デザイン性にこだわり、ベッセル式洗面器を設置している。さらにユニットバスルームは、すべての客室でゆったりとした入浴を楽しむことができる、洗い場付きタイプを採用。ハンドシャワーは、3つの吐水を楽しめるコンフォートウエーブシャワーを採用し、多彩な浴び心地を体感することができるなど、快適な滞在のための水まわりが追求されている。

2面に広がる眺望を特色とするワイドビュー仕様。全客室の水まわりは、利用者の快適性に配慮して、バスルームと洗面・トイレをセパレートに配置している。ダークブラウンを基調とした、共用部トイレ。落ち着いた高級感ある雰囲気を醸し出している。ユニバーサルルームでは、バスルーム出入口は、広い開口幅に車いすでの出入りがしやすい3枚引き戸とし、手すりや背もたれを設置。サイズは1628サイズを採用。トイレ洗面とはカーテンで仕切られる仕様。

外光をたっぷりと取り入れた、明るく開放的な客室。大きな窓とバルコニーが、心解き放つ憩いの空間を演出している。 車いす使用者やさまざまな身体状況のお客様が利用できるユニバーサルルームを設定している。

基本タイプのツインルーム。全客室の水まわりは、利用者の快適性に配慮して、バスルームと洗面・トイレをセパレートに配置している。小便器は、節水性と清掃性に優れた、壁掛自動洗浄小便器を採用。たっぷりと外光を取り入れた、明るく開放的なトイレ。大便器は、デザイン性や清掃性が高いウォシュレット一体形便器ネオレストDタイプを採用している。

車いす使用者やオストメイト、大型ベット使用者など、さまざまな身体状況の方に配慮した設備を設置している。
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共用部トイレ
多機能トイレ

車いす使用者やオストメイト、大型ベッ
ト使用者など、さまざまな身体状況の
方に配慮した設備を設置している。

共用部トイレ
洗面・大便器コーナー

たっぷりと外光を取り入れた、明るく開
放的なトイレ。大便器は、デザイン性や
清掃性が高いウォシュレット一体形便
器ネオレストDタイプを採用している。

共用部トイレ
小便器コーナー

小便器は、節水性と清掃性に優れた、
壁掛自動洗浄小便器を採用。

スーペリアツイン 図面 基本タイプのツインルーム。全客室の
水まわりは、利用者の快適性に配慮し
て、バスルームと洗面・トイレをセパレー
トに配置している。

ユニバーサルルーム
客室

車いす使用者やさまざまな身体状況
のお客様が利用できるユニバーサル
ルームを設定している。

モデレートダブル 客室 外光をたっぷりと取り入れた、明るく
開放的な客室。大きな窓とバルコニー
が、心解き放つ憩いの空間を演出し
ている。

ユニバーサルルーム
バスルーム

ユニバーサルルームでは、バスルーム
出入口は、広い開口幅に車いすでの
出入りがしやすい3枚引き戸とし、手す
りや背もたれを設置。サイズは1628サ
イズを採用。トイレ洗面とはカーテンで
仕切られる仕様。

共用部トイレ 入口 ダークブラウンを基調とした、共用部ト
イレ。落ち着いた高級感ある雰囲気
を醸し出している。

ワイドビューコーナー
ツイン 図面

2面に広がる眺望を特色とするワイド
ビュー仕様。全客室の水まわりは、利
用者の快適性に配慮して、バスルーム
と洗面・トイレをセパレートに配置して
いる。

水まわりの特長
建物の特徴

「都シティ 大阪本町」は、Osaka Metro堺筋本町駅から徒歩約２分と利便性に
優れた、全308室の新しい生活様式に適応したホテル。｢都市のオアシスになる。」
をホテルコンセプトとし、建築空間意匠のテーマモチーフ｢ボタニカル｣のもと、ホテ
ル全体に天然木を使用し、館内を彩るアートや客室ドアノブにオリーブの木を採用
するなど、穏やかで癒しの場となる空間を提供している。さらに、全室にバルコニー
と洗い場付きバスルームを採用し、広がりある空間を実現。「都シティオリジナルベッ
ド」や天井埋込型ナノイー発生機「エアイー」を完備するなど、こころとからだを休
める「都市のオアシス」にふさわしいホテルを目指している。

水まわりの特長
水まわりも、ホテルコンセプトに則り、快適性とグレード感を体現する仕様・設備と
なっている。全客室の水まわりは、利用者の快適性に配慮して、バスルームと洗面・
トイレをセパレートに配置。大便器は、快適性と節水性の高いパブリック向けウォ
シュレット一体形便器を採用。洗面器は、デザイン性にこだわり、ベッセル式洗面器
を設置している。さらにユニットバスルームは、すべての客室でゆったりとした入浴
を楽しむことができる、洗い場付きタイプを採用。ハンドシャワーは、3つの吐水を楽
しめるコンフォートウエーブシャワーを採用し、多彩な浴び心地を体感することがで
きるなど、快適な滞在のための水まわりが追求されている。

建築概要
名称 都シティ 大阪本町
所在地 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-8-7
建築主 三菱UFJ信託銀行株式会社
運営 株式会社近鉄・都ホテルズ
設計 株式会社大林組
施工 株式会社大林組
竣工年月 2020年1月
敷地面積 1,594㎡
建築面積 1,193㎡
延床面積 14,253㎡
構造・階数 鉄骨造（地下）、鉄筋鉄鋼コンクリート造（地上）・
 地下1階、地上16階

おもなTOTO使用機器
パブリック向けウォシュレット一体形便器：CES957系
ウォシュレット一体形便器ネオレストDH：CES9565系
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式：CFS497系
二連紙巻器：YH63
自動洗浄小便器：UFS900系
洗面器：LS716
水栓金具：TLC系
台付自動水栓：TENA22系
コンパクトオストメイトパック：UAS81LDB1NW
ホテル向けユニットバス EDシリーズ：EDV1418系
ホテル向けユニットバス ENシリーズ：ENV系
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