
2020（令和2）年6月、熊本市北区に竣工された新本社工場。本社部分は、エントランスホールや商談スペースのほか、総務部などが入るオフィススペース、役員室、休息エリアなどを整備。

デザイン性と節水性に優れたウォシュレット一体形便器ネオレストRHを採用。大空を壁一面に採り入れ、ダイナミックで爽快感あふれるトイレ。スタンドアローンの小便器を並列させた印象的な空間となっている。車いす使用者やオストメイトに配慮して、汚物流しを備えたコンパクト多機能トイレパックを設置している。水じまいのよいインセットタイプのベッセル式洗面器。きめ細やかな配慮として、ポーチや歯みがきセットを収納できる小物入れも設置している。

開放的な空間には、ボックスタイプやオープンタイプ、個室など、使用目的に応じたバリエーション豊かなスペースが設けられている。

シンプルなデザインで、清掃性にも優れたマイクロ波センサー壁掛小便器セットを採用。大便器は、優美なデザインと最先端の機能が融合したウォシュレット一体形便器ネオレストNXを設置。存在感のあるオーバル形状のベッセル式洗面器と間接照明で、上質な雰囲気を湛えた、ゆったりと心地よい手洗い空間を演出している。入口には自動ドアを設置。多様な文化にも配慮し、男性トイレ、多機能トイレに加え、個室完結型のオールジェンダートイレも用意された、最上級のおもてなし空間となっている。執務室の一角には、オンとオフのメリハリをつけられるリフレッシュコーナーを設置。コミュニケーション促進の場ともなり、生産性向上につながっている。

ウォシュレット一体形大便器にはボタンを押すたびに発電し、電源工事や乾電池の交換が不要なエコリモコンを設置。小便器の足元には、尿の飛散によるにおいや汚れを軽減するハイドロセラ・フロアPUを設置。オリジナルデザインのピクトサインでトイレを識別、案内している。すべてのトイレに空調設備が完備されており、季節を問わず快適に利用できる。
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オフィス トイレ入口 オリジナルデザインのピクトサインでトイ
レを識別、案内している。すべてのトイ
レに空調設備が完備されており、季節
を問わず快適に利用できる。

オフィス 男性トイレ①
大便器ブース・
小便器コーナー

ウォシュレット一体形大便器にはボタン
を押すたびに発電し、電源工事や乾
電池の交換が不要なエコリモコンを
設置。小便器の足元には、尿の飛散
によるにおいや汚れを軽減するハイド
ロセラ・フロアPUを設置。

オフィス
リフレッシュコーナー

執務室の一角には、オンとオフのメリハ
リをつけられるリフレッシュコーナーを
設置。コミュニケーション促進の場とも
なり、生産性向上につながっている。

来客用 トイレ入口 入口には自動ドアを設置。多様な文化
にも配慮し、男性トイレ、多機能トイレに
加え、個室完結型のオールジェンダー
トイレも用意された、最上級のおもてな
し空間となっている。

来客用 男性トイレ
洗面コーナー

存在感のあるオーバル形状のベッセ
ル式洗面器と間接照明で、上質な雰
囲気を湛えた、ゆったりと心地よい手
洗い空間を演出している。

来客用 男性トイレ
小便器コーナー・
大便器ブース

シンプルなデザインで、清掃性にも優
れたマイクロ波センサー壁掛小便器
セットを採用。大便器は、優美なデザイ
ンと最先端の機能が融合したウォシュ
レット一体形便器ネオレストNXを設
置。

商談スペース 開放的な空間には、ボックスタイプや
オープンタイプ、個室など、使用目的に
応じたバリエーション豊かなスペース
が設けられている。

オフィス 女性トイレ 
洗面コーナー

水じまいのよいインセットタイプのベッ
セル式洗面器。きめ細やかな配慮とし
て、ポーチや歯みがきセットを収納でき
る小物入れも設置している。

オフィス 多機能トイレ 車いす使用者やオストメイトに配慮し
て、汚物流しを備えたコンパクト多機能
トイレパックを設置している。

オフィス 男性トイレ②
全体

大空を壁一面に採り入れ、ダイナミッ
クで爽快感あふれるトイレ。スタンドア
ローンの小便器を並列させた印象的
な空間となっている。

オフィス 男性トイレ②
大便器ブース

デザイン性と節水性に優れたウォシュ
レット一体形便器ネオレストRHを採
用。

外観 2020（令和2）年6月、熊本市北区に
竣工された新本社工場。本社部分
は、エントランスホールや商談スペース
のほか、総務部などが入るオフィスス
ペース、役員室、休息エリアなどを整
備。
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建築概要
名称 平田機工株式会社 本社
所在地 熊本市北区植木町一木111
施主 平田機工株式会社
設計 株式会社太宏設計事務所
施工 建築　株式会社熊谷組・株式会社岩永組・株式会社増永組JV
 設備　タイヘイテクノス株式会社
竣工年月 （増築）2020年6月
敷地面積  49,995.53㎡
建築面積  10,939.44㎡
延床面積  22,397.80㎡
構造・階数 鉄骨造・地上4階

おもなTOTO使用機器
ウォシュレット一体形便器 ネオレストDH：CES9768FWR
ウォシュレット一体形便器 ネオレストNX：CS900BR
パブリック向けウォシュレット一体形便器（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：
CES959S
ウォシュレットアプリコットP（温風乾燥付きエコリモコン）：TCF5840AUPR
棚付二連紙巻器：YH702
紙巻器：YH63SD
マイクロ波センサー壁掛小便器セット：XPU21A
自動洗浄小便器：UFS900R
洗面器：LS717C、LS902
自動水栓：TENA12A
自動水栓一体形電気温水器：REAH03B11S12ALK
クリーンドライ（ハンドドライヤー）：TYC420W、TYC320W
コンパクト多機能トイレパック：UADAK21L2A1ASD1WA
フラットカウンター多機能トイレパック：XPDAARS5211WWW
マルチシンク：SK510
シャワールーム：JSV0808UTW1

水まわりの特長
建物の特徴
平田機工株式会社は、自動車、半導体、家電など、さまざまな産業分野の生産設備とエンジニアリングを提供する世界最高水準の技術力を誇る、ものづくり企業である。2016（平成28）年の熊本地震を機に、創業の地である熊本に貢献したいという想いから、本社を東京品川から、熊本へ移転。2020（令和2）年、新本社工場を竣工した。新社屋は、社長自ら世界各国の企業を訪問した際に受けた、おもてなしやワーキング環境のノウハウを学んだ経験を生かし、企業理念をもとに計画。働く人の健康と成長を育み新しい価値を創造し続ける「オフィス空間」、世界各国からの来客へ高い生産技術を想起させる最上級の「おもてなし空間」、豊かな自然に恵まれた地域との共生といった「企業姿勢を体現した空間」を創出した。

水まわりの特長
「来客用のトイレ」は、海外からのVIPのお客様をお迎えすることを考慮した高級感のある空間。オールジェンダートイレや多機能トイレなどを配置し、世界の文化や風習、体格差に配慮。大便器は、優美なデザインと最先端の機能が融合した「ネオレストNX」を採用。オーバル型の洗面器を組み合わせて空間をトータルコーディネイトしている。「オフィストイレ」は、ウォシュレット一体形大便器や自動洗浄小便器など、デザインと高機能を両立させた器具を採用。さらに、全トイレに空調設備を完備し、女性トイレには小物入れを設置するなど、快適性に配慮した。そのほか、ジムやシャワールーム、リフレッシュルームなど、従業員の健康をサポートし心身ともにウェルネス向上を図れる工夫が随所に込められている。

社員の健康増進を目的に最新マシンを備えたジムを設置。トレーナーが定期的に訪問し、安心して利用できる。手洗いや清掃に利用でるマルチシンクが設置されており、清潔をキープできる。休憩や打合せなど多用途に利用できるリフレッシュルーム。外にはガーデンオフィスが設置されている。

ウォシュレット一体形便器ネオレストNXとオーバル型の洗面器を組み合わせ空間をトータルコーディネート。個室完結型のオールジェンダートイレとして、気品に満ちた上質なおもてなし空間を実現している。 使いやすさと同時に空間としての統一感のあるデザインを実現した、RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレパックを採用。

ロッカールームには、鍵付きのロッカーと椅子、トイレも完備されている。ユニットシャワールームには椅子がついており、安全に利用できる。また、シャンプーなどのアメニティも充実。男性専用、女性専用のシャワールームを完備。

工場トイレは、スタッフが室内外からアプローチできるよう配慮されている。
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工場トイレ 工場トイレは、スタッフが室内外からア
プローチできるよう配慮されている。

シャワールーム 男性専用、女性専用のシャワールーム
を完備。

シャワールーム ユニットシャワールームには椅子がつ
いており、安全に利用できる。また、シャ
ンプーなどのアメニティも充実。

ロッカールーム ロッカールームには、鍵付きのロッカー
と椅子、トイレも完備されている。

来客用 多機能トイレ 使いやすさと同時に空間としての
統一感のあるデザインを実現した、
RESTROOM ITEM 01 フラットカウ
ンター多機能トイレパックを採用。

来客用 男女共用トイレ ウォシュレット一体形便器ネオレストNX
とオーバル型の洗面器を組み合わせ
空間をトータルコーディネート。個室完
結型のオールジェンダートイレとして、
気品に満ちた上質なおもてなし空間
を実現している。

リフレッシュルーム 休憩や打合せなど多用途に利用でき
るリフレッシュルーム。外にはガーデン
オフィスが設置されている。

リフレッシュルーム 手洗いや清掃に利用でるマルチシン
クが設置されており、清潔をキープで
きる。

ジム 社員の健康増進を目的に最新マシン
を備えたジムを設置。トレーナーが定
期的に訪問し、安心して利用できる。

水まわりの特長
建物の特徴
平田機工株式会社は、自動車、半導体、家電など、さまざまな産業分野の生産設
備とエンジニアリングを提供する世界最高水準の技術力を誇る、ものづくり企業で
ある。2016（平成28）年の熊本地震を機に、創業の地である熊本に貢献したいと
いう想いから、本社を東京品川から、熊本へ移転。2020（令和2）年、新本社工場
を竣工した。新社屋は、社長自ら世界各国の企業を訪問した際に受けた、おもて
なしやワーキング環境のノウハウを学んだ経験を生かし、企業理念をもとに計画。
働く人の健康と成長を育み新しい価値を創造し続ける「オフィス空間」、世界各国
からの来客へ高い生産技術を想起させる最上級の「おもてなし空間」、豊かな自
然に恵まれた地域との共生といった「企業姿勢を体現した空間」を創出した。

水まわりの特長
「来客用のトイレ」は、海外からのVIPのお客様をお迎えすることを考慮した高級
感のある空間。オールジェンダートイレや多機能トイレなどを配置し、世界の文化や
風習、体格差に配慮。大便器は、優美なデザインと最先端の機能が融合した「ネ
オレストNX」を採用。オーバル型の洗面器を組み合わせて空間をトータルコーディ
ネイトしている。「オフィストイレ」は、ウォシュレット一体形大便器や自動洗浄小便器
など、デザインと高機能を両立させた器具を採用。さらに、全トイレに空調設備を完
備し、女性トイレには小物入れを設置するなど、快適性に配慮した。そのほか、ジ
ムやシャワールーム、リフレッシュルームなど、従業員の健康をサポートし心身ともに
ウェルネス向上を図れる工夫が随所に込められている。
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