
国内線旅客ターミナルビル2F保安検査場通過後のエリアに、新たに整備された「ラウンジTIME／サウス」。エントランスは、木目とホワイトのコントラストが、清 し々く明るい印象を演出している。

お客様に配慮し、洗浄やウォシュレット機能の使い方などを4ヶ国語で記載したガイドを掲示。また、停電時にも使用できるよう停電時洗浄レバーを備えている。

すべてのブースには、さまざまな利用者を想定し、着替えなどに使用するフィッティングボードと手すりを設置。フックは、コート類と手荷物と分けてかけることを考慮し、高さ違い（1000mm、1600mm）で設置。大便器ブースの壁を天井まで立ち上げることで、上質な個室感を高めかつプライバシーに配慮。大便器は、床の清掃に優れた壁掛式を採用している。洗面カウンター奥には広めのドライスペースを設け、手荷物に配慮している。清掃担当者の負担軽減を図るため、手洗い器下に水石けん補給口を設置。ラクな姿勢で水石けんの補給ができる。

出発時刻までの時間を過ごすお客様のさまざまなニーズに応えられるよう、豊富な形状の椅子を準備。またすべての席にコンセントとUSBポートがあり、充実した時間を過ごすことができる。

性的マイノリティ配慮として、男性トイレブースのすべてにチャームボックスを設置。尿パットなどの廃棄も可能。また、着替えや大きな荷物を置く際に活用できるよう、全ブースにフィッティングボードを設置した。小便器間の間仕切りを天井まで立ち上げ、隣の人の視線を遮ることで、快適に使用できるようプライバシーに配慮。小便器は、床の清掃性に優れた低リップタイプの壁掛式を設置している。女性トイレ同様、洗面カウンター奥には広めのドライスペースを設け手荷物に配慮。さらに男性トイレの大便器ブースの壁も天井まで立ち上げ、プライバシーの配慮と上質な空間を演出している。

トイレの出入口には、身だしなみをチェックできるよう全身鏡を設置。

お化粧直しの際、顔に影がでないように、両サイドに照明が付いた化粧鏡を設置。隣の人の視線が気にならないように個別鏡を採用している。

廊下面に突出しされたトイレサイン。施設内の設備への誘導サインと色や形状・デザインを統一することで、
わかりやすく利用できるよう工夫している。
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トイレサイン 廊下面に突出しされたトイレサイン。施
設内の設備への誘導サインと色や形
状・デザインを統一することで、
わかりやすく利用できるよう工夫してい
る。

女性トイレ 
スタイリングコーナー

お化粧直しの際、顔に影がでないよう
に、両サイドに照明が付いた化粧鏡を
設置。隣の人の視線が気にならないよ
うに個別鏡を採用している。

女性トイレ
スタイリングコーナー

トイレの出入口には、身だしなみを
チェックできるよう全身鏡を設置。

男性トイレ 全体 女性トイレ同様、洗面カウンター奥には
広めのドライスペースを設け手荷物に
配慮。さらに男性トイレの大便器ブー
スの壁も天井まで立ち上げ、プライバ
シーの配慮と上質な空間を演出して
いる。

男性トイレ 
小便器コーナー

小便器間の間仕切りを天井まで立ち
上げ、隣の人の視線を遮ることで、快
適に使用できるようプライバシーに配
慮。小便器は、床の清掃性に優れた
低リップタイプの壁掛式を設置してい
る。

男性トイレ 大便器ブース 性的マイノリティ配慮として、男性トイ
レブースのすべてにチャームボックス
を設置。尿パットなどの廃棄も可能。ま
た、着替えや大きな荷物を置く際に活
用できるよう、全ブースにフィッティング
ボードを設置した。

内観 出発時刻までの時間を過ごすお客様
のさまざまなニーズに応えられるよう、
豊富な形状の椅子を準備。またすべ
ての席にコンセントとUSBポートがあ
り、充実した時間を過ごすことができ
る。

女性トイレ 洗面コーナー 洗面カウンター奥には広めのドライス
ペースを設け、手荷物に配慮してい
る。清掃担当者の負担軽減を図るた
め、手洗い器下に水石けん補給口を
設置。ラクな姿勢で水石けんの補給
ができる。

女性トイレ 
大便器ブース

大便器ブースの壁を天井まで立ち上
げることで、上質な個室感を高めか
つプライバシーに配慮。大便器は、床
の清掃に優れた壁掛式を採用してい
る。

女性トイレ 
大便器ブース

すべてのブースには、さまざまな利
用者を想定し、着替えなどに使用
するフィッティングボードと手すりを
設置。フックは、コート類と手荷物と
分けてかけることを考慮し、高さ違い

（1000mm、1600mm）で設置。

女性トイレ 
大便器ブース

お客様に配慮し、洗浄やウォシュレット
機能の使い方などを4ヶ国語で記載し
たガイドを掲示。また、停電時にも使用
できるよう停電時洗浄レバーを備えて
いる。

ラウンジ入口 国内線旅客ターミナルビル2F保安検
査場通過後のエリアに、新たに整備さ
れた「ラウンジTIME／サウス」。エント
ランスは、木目とホワイトのコントラスト
が、清 し々く明るい印象を演出してい
る。
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建築概要
名称 福岡空港 国内線旅客ターミナルビル2F
 「ラウンジ TIME／サウス」
所在地 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1　
施主 福岡国際空港株式会社 
設計・監理 福岡空港エンジニアリング株式会社*　一級建築士事務所
施工 福岡空港エンジニアリング株式会社*
竣工年月 2020年6月
敷地面積 112,284.48㎡
建築面積 41,346.12㎡
延床面積 126,954.94㎡（対象室面積：712.35㎡）
構造・階数 鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）・地下2階、地上6階
 *福岡空港エンジニアリング株式会社は2020（令和2）年7月

  親会社である福岡国際空港株式会社へ吸収合併されています。

おもなTOTO使用機器
大便器ユニット：UTNCAA
棚付二連紙巻器：YH702
小便器ユニット：XPUTNUFN
洗面器ユニット：UTNLBC
洗面器：LS715
台付自動水栓：TENA12AL
LED照明付鏡（化粧照明タイプ）：EL80017
多機能ユニット：UTNDAA
手すり：YHR800W
チャームボックス（汚物入れ）：YKB104
フィッティングボード：YKA41
フック：YKH52AR、YKH22
ベビーチェア：YKA15R

水まわりの特長
施設の特徴
福岡の都心から地下鉄で5分～10分程と、抜群のアクセスを誇る都市型空港。その国内線旅客ターミナルビルが、2020（令和2）年リニューアルオープンし、2021（令和3）年、その2Fに新たなラウンジがオープンした。お客様のニーズにあわせ、リビング席・テーブル席・ビジネス席・レストスペース（有料）を用意している。大面積の窓からは、飛行機の離着陸から誘導までを、抜群のロケーションで楽しむことができる空間で、出発までのお時間を快適に過ごしていただけるよう、さまざまな工夫を凝らしている。また、センターテーブルには、福岡県在住の芸術家の作品が展示してあり、その空間と調和しつつ放たれる存在感は見事である。

トイレの特長
改修されたトイレは、利用されるお客様はもとより、清掃担当者作業負担軽減へも配慮。さまざまな利用者を想定し、多機能トイレには、オストメイトに配慮した汚物流しや乳幼児連れに配慮したベビーチェアなどを完備。また、男女トイレすべてのブースにフィッティングボードを設置し、着替えや大きな荷物を置ける配慮をしている。さらに、性的マイノリティ配慮として、男性トイレの大便器ブースに、チャームボックスを完備。小便器間に間仕切り壁を天井まで設け、隣の人の視線を遮る工夫をしている。また、清掃担当者の負荷軽減のため、清掃性に優れた機器の選定をはじめ、洗面コーナーでは水石けん補給口を設置し、ラクな姿勢で水石けんの補給ができるなどの配慮がなされている。

テレフォンスペース内部にはコンセントやUSBポートが設置され、ビジネスなどでパソコンを操作したり、スマートフォンの充電が可能になっている。ラウンジ施設内には、トイレ以外にも洗面コーナーを設置。自動水栓により、非接触で手洗いができる。さまざまな利用者を想定。オストメイトに配慮した汚物流しや乳幼児連れに配慮したベビーチェアなどを完備している。

多機能トイレの入口には車イスマークと、オストメイトマークのサインを設置。設備内容がひと目でわかるように配慮している。 扉は車イス使用者の開閉に配慮し、下部にも取っ手を設置している。

トイレスペースは、開放感あるゆったりとした空間。女性トイレはトイレ内で1列に並んで待てるスペースを確保している。ほかのエリアより照明を落とし、出発までの時間をよりリラックスして過ごせる空間。椅子は、スイッチ操作により、自動でリクライニングとオットマンが出てくる仕様。ラウンジの入口隣に、ロッカースペースを設置。キャリーケースなどの大型荷物を、一時保管するロッキング装置が設置されている。

他のラウンジ利用者に気兼ねなく携帯電話をかけることが可能なテレフォンスペースを3ブース用意している。
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テレフォンスペース 他のラウンジ利用者に気兼ねなく携帯
電話をかけることが可能なテレフォン
スペースを3ブース用意している。

ロッカースペース ラウンジの入口隣に、ロッカースペース
を設置。キャリーケースなどの大型荷
物を、一時保管するロッキング装置が
設置されている。

REST SPACE ほかのエリアより照明を落とし、出発ま
での時間をよりリラックスして過ごせる
空間。椅子は、スイッチ操作により、自
動でリクライニングとオットマンが出てく
る仕様。

トイレ図面 トイレスペースは、開放感あるゆったり
とした空間。女性トイレはトイレ内で1
列に並んで待てるスペースを確保し
ている。

多機能トイレ 入口 扉は車イス使用者の開閉に配慮し、
下部にも取っ手を設置している。

多機能トイレ 入口 多機能トイレの入口には車イスマーク
と、オストメイトマークのサインを設置。
設備内容がひと目でわかるように配慮
している。

多機能トイレ さまざまな利用者を想定。オストメイト
に配慮した汚物流しや乳幼児連れに
配慮したベビーチェアなどを完備して
いる。

洗面コーナー ラウンジ施設内には、トイレ以外にも洗
面コーナーを設置。自動水栓により、
非接触で手洗いができる。

テレフォンスペース テレフォンスペース内部にはコンセン
トやUSBポートが設置され、ビジネス
などでパソコンを操作したり、スマート
フォンの充電が可能になっている。

水まわりの特長
施設の特徴
福岡の都心から地下鉄で5分～10分程と、抜群のアクセスを誇る都市型空港。そ
の国内線旅客ターミナルビルが、2020（令和2）年リニューアルオープンし、2021（令
和3）年、その2Fに新たなラウンジがオープンした。お客様のニーズにあわせ、リビン
グ席・テーブル席・ビジネス席・レストスペース（有料）を用意している。大面積の窓
からは、飛行機の離着陸から誘導までを、抜群のロケーションで楽しむことができ
る空間で、出発までのお時間を快適に過ごしていただけるよう、さまざまな工夫を
凝らしている。また、センターテーブルには、福岡県在住の芸術家の作品が展示し
てあり、その空間と調和しつつ放たれる存在感は見事である。

トイレの特長
改修されたトイレは、利用されるお客様はもとより、清掃担当者作業負担軽減へも
配慮。さまざまな利用者を想定し、多機能トイレには、オストメイトに配慮した汚物
流しや乳幼児連れに配慮したベビーチェアなどを完備。また、男女トイレすべての
ブースにフィッティングボードを設置し、着替えや大きな荷物を置ける配慮をしてい
る。さらに、性的マイノリティ配慮として、男性トイレの大便器ブースに、チャームボッ
クスを完備。小便器間に間仕切り壁を天井まで設け、隣の人の視線を遮る工夫を
している。また、清掃担当者の負荷軽減のため、清掃性に優れた機器の選定をは
じめ、洗面コーナーでは水石けん補給口を設置し、ラクな姿勢で水石けんの補給
ができるなどの配慮がなされている。
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