
木調ルーバーなど随所に取り入れた木目により、モノトーンの外壁やサッシをベースとした建物に親しみやすさを与えている。また、避難時やイベント時の舞台としての利用を想定し、随所に大階段を設けている。

壁一面の全面鏡が広がりを感じさせる洗面コーナー。デザイン性に配慮したベッセル式洗面器がおしゃれ感を演出している。男性トイレ同様、視認性のよいトイレサイン。女性トイレの入口には手荷物の整理や休憩、連れの方を待つなど、多目的に利用できるベンチを設置している。ベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボードを完備した「ひろびろブース」。複数のお子様を連れての利用も可能なゆとりのある広さを確保した。ベビーカーごと入れる「ひろびろブース」を設置。出入がしやすい、開口が広い引戸を採用した。入口には、設置している設備がわかるサインを掲示している。

大きな色枠をとり、遠くからでもわかりやすい視認性のよいサイン。トイレ前には、トイレ内の配置や設備がわかる触知図を設置している。

すっきりとした印象のコンパクト多機能トイレパックを採用。車いす使用者のほか、オストメイト、大型ベッド使用者、乳幼児連れに配慮した設備を備えている。さまざまな利用者に配慮した多機能トイレ。利用対象を表すピクトとともに、「どなたでも利用できます」というメッセージが掲示されている。ベビーシート、ベビーチェア、フィッティングボードを完備した「ひろびろブース」。手荷物が置ける棚も用意している。大便器は、連続使用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採用し、混雑緩和に配慮している。また、洗浄ボタンは発電式のエコリモコンを採用し、電池交換などのメンテナンス軽減に配慮している。

小便器と大便器ブースの間はゆとりのある通路幅を確保しており、すれ違いもしやすくなっている。優しい木目とモザイクタイルが印象的な洗面コーナー。洗面カウンターの上に設けられたカウンターは、水はねがなく、手荷物が置けるようになっている。
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1F男性トイレ 
洗面コーナー

優しい木目とモザイクタイルが印象的
な洗面コーナー。洗面カウンターの上
に設けられたカウンターは、水はねがな
く、手荷物が置けるようになっている。

1F男性トイレ 
小便器・大便器コーナー

小便器と大便器ブースの間はゆとりの
ある通路幅を確保しており、すれ違い
もしやすくなっている。

1F女性トイレ 
大便器コーナー

大便器は、連続使用が可能なパブリッ
クコンパクト便器・フラッシュタンク式を
採用し、混雑緩和に配慮している。ま
た、洗浄ボタンは発電式のエコリモコ
ンを採用し、電池交換などのメンテナ
ンス軽減に配慮している。

1F女性トイレ 
ひろびろブース

ベビーシート、ベビーチェア、フィッティ
ングボードを完備した「ひろびろブー
ス」。手荷物が置ける棚も用意してい
る。

1F多機能トイレ 入口 さまざまな利用者に配慮した多機能
トイレ。利用対象を表すピクトとともに、
「どなたでも利用できます」というメッ
セージが掲示されている。

1F多機能トイレ すっきりとした印象のコンパクト多機能
トイレパックを採用。車いす使用者の
ほか、オストメイト、大型ベッド使用者、
乳幼児連れに配慮した設備を備えて
いる。

1F男性トイレ 入口 大きな色枠をとり、遠くからでもわかり
やすい視認性のよいサイン。トイレ前に
は、トイレ内の配置や設備がわかる触
知図を設置している。

1F男性トイレ 
ひろびろブース

ベビーカーごと入れる「ひろびろブー
ス」を設置。出入がしやすい、開口が
広い引戸を採用した。入口には、設置
している設備がわかるサインを掲示し
ている。

1F男性トイレ 
ひろびろブース

ベビーシート、ベビーチェア、フィッティ
ングボードを完備した「ひろびろブー
ス」。複数のお子様を連れての利用も
可能なゆとりのある広さを確保した。

1F女性トイレ 入口 男性トイレ同様、視認性のよいトイレサ
イン。女性トイレの入口には手荷物の
整理や休憩、連れの方を待つなど、多
目的に利用できるベンチを設置してい
る。

1F女性トイレ 
洗面コーナー

壁一面の全面鏡が広がりを感じさせ
る洗面コーナー。デザイン性に配慮し
たベッセル式洗面器がおしゃれ感を
演出している。

外観 木調ルーバーなど随所に取り入れた
木目により、モノトーンの外壁やサッシ
をベースとした建物に親しみやすさを
与えている。また、避難時やイベント時
の舞台としての利用を想定し、随所に
大階段を設けている。
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建築概要
名称 island eye（アイランド・アイ）
所在地 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6
施主 福岡アイランドシティ特定目的会社
設計 株式会社梓設計
施工 大和ハウス工業株式会社
竣工年月 2020年2月
敷地面積 75,131.08㎡
建築面積 9,607.83 ㎡（商業施設棟）
 1,135.85 ㎡（シアター棟）
延床面積 17,721.14 ㎡（商業施設棟）
 1,583.80㎡（シアター棟）
構造・階数 鉄骨造・地上2階（商業施設棟）、地下1階、地上3階（シアター棟）

おもなTOTO使用機器
パブリックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS497B系
ウォシュレットP：TCF586A系
ウォシュレットPS （温風乾燥付きエコリモコン）:TCF5553系
棚付二連紙巻器：YH702
自動洗浄小便器：UFS900系
ハイドロセラ・フロアPU：AB680系
洗面器：LS722CM，LS717CM
台付自動水栓：TENA41A
水石けん入れ：TLK0520*J
コンパクト多機能トイレパック：UADBK6系、UADAK21R系
収納式多目的シート：EWC520系
ベビーシート：YKA25R
ベビーチェア：YKA15R
フィッティングボード：YKA41
パブリック用手すり：T112CL10、T112CU2系

水まわりの特長
建物の特徴
九州とアジア・世界をつなぐ玄関口、博多湾の港湾機能の強化などを目的に、福岡市の将来をリードする先進的モデルとして都市づくりを進めているアイランドシティ。「island eye（アイランド アイ）」は、その中に新しくオープンした複合施設である。「いつ来ても、どこを歩いても『楽しい一日』と出会える」をコンセプトに、子供からお年寄り、地元住民、観光客など、幅広い方 を々ターゲットに、初めての体験・感動を提供する。ショッピングやグルメが楽しめる九州初出店を含む個性豊かなテナントが集う商業施設、九州が生んだ歌劇団「歌劇ザ・レビュー」の専用劇場、MICE（会議・イベント会場）施設、ホテル（2020（令和2）年秋開業予定）が集結した、ほかに例のない施設である。

トイレの特長
商業施設棟の4ヶ所のトイレは、建物のどの位置からもアクセスしやすいように、各階のエレベーターや階段などのコアまわりに配置し、利用者にとってわかりやすいよう配慮した。男女トイレそれぞれに、ベビーシートやベビーチェア・フィッテングボードを備えたベビーカーごと入れる広めのブースや授乳室を設置するなど、お子様連れにも安心して利用できる配慮を充実した。シアター棟のトイレは、歌劇団のロゴマークである「ブルーローズ」をあしらった優美な空間演出を施している。ローシルエットでシンプルデザインの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採用し、利用者の快適性はもちろんのこと、環境や清掃性にも配慮したトイレとなっている。

シアター棟は、九州が生んだ歌劇団「歌劇ザ・レビュー」の専用劇場。子どもからお年寄りまで気軽に楽しめ、ここにしかないエンターテインメントが体感できるショー空間を目指している。哺乳瓶の洗浄などができる流しを備えた授乳室。授乳室は、施錠ができる個室タイプで、安心して利用できる。施設全体で4ヶ所設けられた多機能トイレは、左右勝手を変えて設置。さまざまな使用者の状況や目的に応じた使いやすさに配慮している。

洗面コーナーとは別に身づくろいチェックができるスタイリングコーナーを設置。機能分散をはかることで、使いやすさと混雑緩和を実現している。 シンプルなデザインと節水性能を両立する自動洗浄小便器を採用。足元には、抗菌・抗ウイルス効果のあるハイドロセラ・フロアを組み合わせ、快適性・清掃性を高めている。

多機能トイレは、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した。1ヶ所は、幼児連れでも入りやすい広めのブースを設置。ウォシュレットは、ノズルの外側・内側まで洗浄・除菌する「ノズルきれい」を搭載したウォシュレットPSを採用し、清潔性を向上させている。歌劇団のロゴマークである「ブルーローズ」をモチーフにした壁面デザインのトイレ。観劇前後のワクワクする気持ちに華を添える空間を目指した。

大便器ブースの仕切りを天井まで立ち上げ、個室感がアップし、リラックスできるプライバシー配慮と防犯性を実現している。
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2F女性トイレ 
大便器コーナー

大便器ブースの仕切りを天井まで立
ち上げ、個室感がアップし、リラックスで
きるプライバシー配慮と防犯性を実現
している。

女性トイレ 歌劇団のロゴマークである「ブルー
ローズ」をモチーフにした壁面デザイ
ンのトイレ。観劇前後のワクワクする気
持ちに華を添える空間を目指した。

女性トイレ 
大便器コーナー

1ヶ所は、幼児連れでも入りやすい広
めのブースを設置。ウォシュレットは、ノ
ズルの外側・内側まで洗浄・除菌する

「ノズルきれい」を搭載したウォシュレッ
トPSを採用し、清潔性を向上させて
いる。

多機能トイレ 多機能トイレは、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した。

2F男性トイレ 
小便器コーナー

シンプルなデザインと節水性能を両立
する自動洗浄小便器を採用。足元に
は、抗菌・抗ウイルス効果のあるハイド
ロセラ・フロアを組み合わせ、快適性・
清掃性を高めている。

2F男性トイレ 
洗面コーナー

洗面コーナーとは別に身づくろい
チェックができるスタイリングコーナー
を設置。機能分散をはかることで、使
いやすさと混雑緩和を実現している。

2F多機能トイレ 施設全体で4ヶ所設けられた多機能ト
イレは、左右勝手を変えて設置。さまざ
まな使用者の状況や目的に応じた使
いやすさに配慮している。

2F授乳室 哺乳瓶の洗浄などができる流しを備
えた授乳室。授乳室は、施錠ができる
個室タイプで、安心して利用できる。

外観 シアター棟は、九州が生んだ歌劇団
「歌劇ザ・レビュー」の専用劇場。子ど
もからお年寄りまで気軽に楽しめ、ここ
にしかないエンターテインメントが体感
できるショー空間を目指している。

水まわりの特長
建物の特徴
九州とアジア・世界をつなぐ玄関口、博多湾の港湾機能の強化などを目的に、福岡
市の将来をリードする先進的モデルとして都市づくりを進めているアイランドシティ。

「island eye（アイランド アイ）」は、その中に新しくオープンした複合施設である。
「いつ来ても、どこを歩いても『楽しい一日』と出会える」をコンセプトに、子供から
お年寄り、地元住民、観光客など、幅広い方 を々ターゲットに、初めての体験・感動
を提供する。ショッピングやグルメが楽しめる九州初出店を含む個性豊かなテナン
トが集う商業施設、九州が生んだ歌劇団「歌劇ザ・レビュー」の専用劇場、MICE
（会議・イベント会場）施設、ホテル（2020（令和2）年秋開業予定）が集結した、ほ
かに例のない施設である。

トイレの特長
商業施設棟の4ヶ所のトイレは、建物のどの位置からもアクセスしやすいように、各
階のエレベーターや階段などのコアまわりに配置し、利用者にとってわかりやすい
よう配慮した。男女トイレそれぞれに、ベビーシートやベビーチェア・フィッテングボー
ドを備えたベビーカーごと入れる広めのブースや授乳室を設置するなど、お子様
連れにも安心して利用できる配慮を充実した。シアター棟のトイレは、歌劇団のロゴ
マークである「ブルーローズ」をあしらった優美な空間演出を施している。ローシル
エットでシンプルデザインの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
タンク式を採用し、利用者の快適性はもちろんのこと、環境や清掃性にも配慮した
トイレとなっている。

建築概要
名称 island eye（アイランド・アイ）
所在地 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6
施主 福岡アイランドシティ特定目的会社
設計 株式会社梓設計
施工 大和ハウス工業株式会社
竣工年月 2020年2月
敷地面積 75,131.08㎡
建築面積 9,607.83 ㎡（商業施設棟）
 1,135.85 ㎡（シアター棟）
延床面積 17,721.14 ㎡（商業施設棟）
 1,583.80㎡（シアター棟）
構造・階数 鉄骨造・地上2階（商業施設棟）、地下1階、地上3階（シアター棟）

おもなTOTO使用機器
パブリックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS497B系
ウォシュレットP：TCF586A系
ウォシュレットPS （温風乾燥付きエコリモコン）:TCF5553系
棚付二連紙巻器：YH702
自動洗浄小便器：UFS900系
ハイドロセラ・フロアPU：AB680系
洗面器：LS722CM，LS717CM
台付自動水栓：TENA41A
水石けん入れ：TLK0520*J
コンパクト多機能トイレパック：UADBK6系、UADAK21R系
収納式多目的シート：EWC520系
ベビーシート：YKA25R
ベビーチェア：YKA15R
フィッティングボード：YKA41
パブリック用手すり：T112CL10、T112CU2系
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