
福岡ソフトバンクホークスが展開する新施設「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」。福岡PayPayドームに隣接し、日本初の話題店が集うフードホールや絶景アトラクションなど、多彩なコンテンツが集まる。

５Fは、アート集団チームラボによる常設ミュージアムのフロア。小さなお子様を連れたご家族連れの来場も多いことから授乳室を設けている。大型ベッドを設置した多機能トイレ。コンパクト多機能トイレパックは、停電時でも大便器と汚物流しの洗浄ができる手動レバー付きの仕様が採用されている。小便器コーナーは、隣の人の視線が気にならないよう間仕切りを設置し、プライバシーに配慮している。大便器は、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、混雑緩和に配慮している。コンパクトデザインの壁掛ハイバック洗面器を採用。冬場でも快適に利用できるよう、電気温水器をセットしている。

7Fは、吉本興業の新たな常設劇場であり九州出身のお笑い芸人の舞台となる「よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場」と、さまざまな最新バーチャルコンテンツが体験できる「V-world AREA」のフロア。

女性トイレと同様、白を基調とした清潔感のあるトイレ空間。シンプルで清潔感があり、木目調の扉がアクセントとなっている大便器コーナー。大便器は、コンパクトですっきりしたデザインにより、空間にゆとりを与えるパブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式を採用。洗面器は、壁付水栓で水じまいのよい壁掛ハイバック洗面器を採用。自動水栓の機能部や水石けんのタンクなどをライニング内に納め、すっきりと美しい空間を創出している。4Fは「王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタンD」のフロア。王貞治氏の魅力を伝え、実際に体を動かす体験型アトラクションなどが楽しめる、未来志向のスポーツミュージアムとなっている。

洗面・スタイリングコーナーとは対照的に、落ち着いた雰囲気の大便器コーナー。乳幼児連れに配慮した「ひろびろブース」も備え、さまざまなお客様の利用に配慮している。トイレ内に一歩入ると、大きく開口をとった開放感のある明るい洗面・スタイリングコーナーの空間が広がる。施設内のさまざまなコンテンツにふさわしく、お客様に驚きとワクワク感を与える。
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7F女性トイレ 全体 トイレ内に一歩入ると、大きく開口を
とった開放感のある明るい洗面・スタ
イリングコーナーの空間が広がる。施
設内のさまざまなコンテンツにふさわ
しく、お客様に驚きとワクワク感を与え
る。

7F女性トイレ 
大便器コーナー

洗面・スタイリングコーナーとは対照的
に、落ち着いた雰囲気の大便器コー
ナー。乳幼児連れに配慮した「ひろび
ろブース」も備え、さまざまなお客様の
利用に配慮している。

4F王貞治ベースボール
ミュージアム

4Fは「王貞治ベースボールミュージア
ム Supported by リポビタンD」のフロ
ア。王貞治氏の魅力を伝え、実際に体
を動かす体験型アトラクションなどが
楽しめる、未来志向のスポーツミュー
ジアムとなっている。

4F女性トイレ 
洗面コーナー

洗面器は、壁付水栓で水じまいのよ
い壁掛ハイバック洗面器を採用。自動
水栓の機能部や水石けんのタンクな
どをライニング内に納め、すっきりと美
しい空間を創出している。

4F女性トイレ 
大便器コーナー

シンプルで清潔感があり、木目調の扉
がアクセントとなっている大便器コー
ナー。大便器は、コンパクトですっきりし
たデザインにより、空間にゆとりを与え
るパブリックコンパクト便器・フラッシュタ
ンク式を採用。

4F男性トイレ 
洗面コーナー

女性トイレと同様、白を基調とした清潔
感のあるトイレ空間。

7Fトイレ入口 7Fは、吉本興業の新たな常設劇場
であり九州出身のお笑い芸人の舞
台となる「よしもと福岡 大和証券／
CONNECT劇場」と、さまざまな最
新バーチャルコンテンツが体験できる

「V-world AREA」のフロア。

7F男性トイレ 
洗面コーナー

コンパクトデザインの壁掛ハイバック洗
面器を採用。冬場でも快適に利用でき
るよう、電気温水器をセットしている。

7F男性トイレ 
小便器・大便器コーナー

小便器コーナーは、隣の人の視線が
気にならないよう間仕切りを設置し、
プライバシーに配慮している。大便器
は、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、混雑緩和に配慮している。

7F多機能トイレ 大型ベッドを設置した多機能トイレ。コ
ンパクト多機能トイレパックは、停電時
でも大便器と汚物流しの洗浄ができ
る手動レバー付きの仕様が採用され
ている。

5F授乳室 ５Fは、アート集団チームラボによる常
設ミュージアムのフロア。小さなお子様
を連れたご家族連れの来場も多いこ
とから授乳室を設けている。

外観 福岡ソフトバンクホークスが展開する
新施設「BOSS E・ZO FUKUOKA

（ボス イーゾ フクオカ）」。福岡PayPay
ドームに隣接し、日本初の話題店が集
うフードホールや絶景アトラクションな
ど、多彩なコンテンツが集まる。

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


建築概要
名称 BOSS  E・ZO FUKUOKA
所在地  福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6
施主  福岡ソフトバンクホークス株式会社
設計 三菱地所設計・竹中工務店設計共同体
施工  株式会社竹中工務店
竣工年月 2020年6月
敷地面積 114,500㎡
延床面積 20,400㎡
構造・階数 鉄骨造・地上9階

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
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF5533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
壁掛ハイバック洗面器：LSE125系
コンパクト多機能トイレパック：UADAK2系
パブリック用折りたたみシート：EWC500RR
ベビーチェア：YKA15R
ベビーシート：YKA24R
パブリック用手すり：T113B6、T113BL10、T113BU22

水まわりの特長
建物の特徴

「BOSS E･ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」は、福岡ソフトバンクホークス株式会社が手掛ける次世代型複合エンターテイメント施設。「Exciting Entertainment Zone」を意味し、エキサイティングなエンターテインメントが満喫できる。福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるPayPayドームに隣接し、日本初の屋外アトラクションや話題のアート集団「チームラボ」の常設ミュージアム、お笑い芸人などを多く輩出する吉本興業の常設劇場「よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場」、「王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタンD」、食のエンタメを満喫する「フードホール」など、最新かつ魅力あるコンテンツが多数集結、世界に誇る福岡の新名所としてオープンされた。

トイレの特長
フロアの特性にあわせたトイレ設備を整え、授乳室や乳幼児連れのお客様に配慮した「ひろびろブース」を用意。全フロアに多機能トイレを完備して、さまざまな身体状況のお客様が、安心・快適に利用できるよう配慮している。エンターテインメント施設の特性を考慮、混雑時への対応も見据えて、大便器は連続洗浄ができる節水タイプのパブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式を採用。小便器は、子供から大人まで使いやすい壁掛式低リップタイプの自動洗浄小便器とした。さらに大便器とウォシュレットのリモコンは、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採用。利用者の快適性はもちろん、環境や維持管理にも配慮したトイレとなっている。

大便器ブースの間仕切りは天井まで立ち上げて個室感を高め、仕事の合間にリラックス＆リフレッシュができるよう配慮している。動線を導くように配置されたダウンライトが印象的なトイレ入口まわり。お客様用トイレと同様、白を基調にした清潔感のある空間。

小便器コーナーは、一部間仕切りを設け、隣の人の視線が気になる方など、利用者の状況によって選べるように配慮している さまざまな身体状況の方々の利用に配慮した多機能トイレ。車いす使用者、オストメイト、乳幼児連れなどに配慮した設備を備えている。

洗面コーナーの鏡は、隣の人の映り込みが気にならない個別鏡を採用。出入口近くには、全身の身づくろいチェックができる全身鏡も設置している。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・快適性に配慮している。

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・抗ウィルス効果のあるハイドロセラ・フロアを採用。快適性・清掃性を高めている。
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2F従業員用 男性トイレ 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・抗ウィルス効果のあるハイド
ロセラ・フロアを採用。快適性・清掃性
を高めている。

2F従業員用 女性トイレ 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・快適性に配慮している。

2F従業員用 男性トイレ 洗面コーナーの鏡は、隣の人の映り込
みが気にならない個別鏡を採用。出
入口近くには、全身の身づくろいチェッ
クができる全身鏡も設置している。

2F従業員用トイレ図面

4F多機能トイレ さまざまな身体状況の方々の利用に
配慮した多機能トイレ。車いす使用
者、オストメイト、乳幼児連れなどに配
慮した設備を備えている。

4F男性トイレ 
小便器・大便器コーナー

小便器コーナーは、一部間仕切りを設
け、隣の人の視線が気になる方など、
利用者の状況によって選べるように配
慮している

2F従業員用 トイレ入口 動線を導くように配置されたダウンライ
トが印象的なトイレ入口まわり。お客
様用トイレと同様、白を基調にした清
潔感のある空間。

2F従業員用 女性トイレ 大便器ブースの間仕切りは天井まで
立ち上げて個室感を高め、仕事の合
間にリラックス＆リフレッシュができるよ
う配慮している。

7Fトイレ図面

水まわりの特長
建物の特徴

「BOSS E･ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」は、福岡ソフトバンクホー
クス株式会社が手掛ける次世代型複合エンターテイメント施設。「Exciting 
Entertainment Zone」を意味し、エキサイティングなエンターテインメントが満喫
できる。福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるPayPayドームに隣接し、日本
初の屋外アトラクションや話題のアート集団「チームラボ」の常設ミュージアム、お
笑い芸人などを多く輩出する吉本興業の常設劇場「よしもと福岡 大和証券／
CONNECT劇場」、「王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタン
D」、食のエンタメを満喫する「フードホール」など、最新かつ魅力あるコンテンツが
多数集結、世界に誇る福岡の新名所としてオープンされた。

トイレの特長
フロアの特性にあわせたトイレ設備を整え、授乳室や乳幼児連れのお客様に配慮
した「ひろびろブース」を用意。全フロアに多機能トイレを完備して、さまざまな身体
状況のお客様が、安心・快適に利用できるよう配慮している。エンターテインメント
施設の特性を考慮、混雑時への対応も見据えて、大便器は連続洗浄ができる節
水タイプのパブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式を採用。小便器は、子供から
大人まで使いやすい壁掛式低リップタイプの自動洗浄小便器とした。さらに大便
器とウォシュレットのリモコンは、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採用。利用者の快適性はもちろん、環境や維持管理
にも配慮したトイレとなっている。

建築概要
名称 BOSS  E・ZO FUKUOKA
所在地  福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6
施主  福岡ソフトバンクホークス株式会社
設計 三菱地所設計・竹中工務店設計共同体
施工  株式会社竹中工務店
竣工年月 2020年6月
敷地面積 114,500㎡
延床面積 20,400㎡
構造・階数 鉄骨造・地上9階

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
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：TCF5533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
壁掛ハイバック洗面器：LSE125系
コンパクト多機能トイレパック：UADAK2系
パブリック用折りたたみシート：EWC500RR
ベビーチェア：YKA15R
ベビーシート：YKA24R
パブリック用手すり：T113B6、T113BL10、T113BU22
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