
「ところざわサクラタウン」は、 KADOKAWAと所沢市によるCOOL JAPAN FOREST構想の中核となる、文化・産業の複合施設。体験型ホテル（EJアニメホテル）はその本棟最上階にオープンした。

日本旅館のような趣のある「オルトジャパニーズ」の客室。水まわりは、ジュニアスイート同様に、浴室、洗面、トイレがセパレートになっており、複数人で宿泊の際も快適に利用できるよう配慮されている（定員6名）。浴室には、頭上からたっぷりとしたシャワー浴を楽しめるオーバヘッドシャワー搭載のシャワーバーを設置した、1416サイズのユニットバスを採用。セパレートされたトイレには、ネオレストAHを設置している。「ジュニアスイート」は最大3～4名まで宿泊できるため、スムーズな利用ができるよう、洗面はひろびろとした2ボウルタイプのカウンターを設置している。全5タイプ・33室の全客室には、大型画面プロジェクターと高音質サウンドバー、演出照明を備えている。「ジュニアスイート」の水まわりには、コスプレイヤーに配慮し、多数の衣装を収納できるクローゼットを完備。

離れのような特別なつくりの「スイート」には、寝室隣接の水まわりのほかに、客用トイレが設けられており、最高級のおもてなしを演出するネオレストNXを設置。個室内にて手洗いや身づくろいまで完結できる。

だれもが安心して使用できるように、大便器横にL型手すりを設置。洗面の水栓には、薄型でデザイン性が高く、カウンターの手前側でレバー操作が可能な機能を備えたZLシリーズを選定している。「ユニバーサルルーム」の浴室は、こだわりの器具を厳選した在来工法で造り上げている。手すりや非常呼び出しボタンがさりげなく完備され、車いすの転回スペースも考慮された充実の水まわりとなっている。ベッド横の引戸を開けるとビューバス仕様になるこだわりの客室。緑色のモザイクタイルやガラスを用い、非日常のバスタイムが満喫できる。さまざまな身体状況に関わらず宿泊したいと思える客室を目指している。「デラックス」タイプの客室は、定員3名。水まわりは浴室、洗面、トイレがセパレートになっており、ジュニアスイートやオルトジャパニーズと同様。1416サイズの洗い場付きの浴室でゆったりと入浴できる。

「スイート」の浴室は、こだわりの器具を厳選し、在来工法で造り上げている。洗面は、2人で同時利用できる2ボウルタイプで、間接照明付きの丸型の鏡が空間を華やかに彩っている。寝室の水まわりは、浴室、洗面、トイレをガラスで仕切った高級感あふれる空間。大便器は、客用トイレ同様にネオレストNXを採用し、気品に満ちた高級感を演出している。
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スイート 寝室・トイレ 寝室の水まわりは、浴室、洗面、トイレを
ガラスで仕切った高級感あふれる空
間。大便器は、客用トイレ同様にネオレ
ストNXを採用し、気品に満ちた高級
感を演出している。

スイート 浴室・洗面 「スイート」の浴室は、こだわりの器具
を厳選し、在来工法で造り上げてい
る。洗面は、2人で同時利用できる2ボ
ウルタイプで、間接照明付きの丸型の
鏡が空間を華やかに彩っている。

デラックス 客室 「デラックス」タイプの客室は、定員3
名。水まわりは浴室、洗面、トイレがセ
パレートになっており、ジュニアスイート
やオルトジャパニーズと同様。1416サイ
ズの洗い場付きの浴室でゆったりと入
浴できる。

ユニバーサルルーム ベッド横の引戸を開けるとビューバス
仕様になるこだわりの客室。緑色のモ
ザイクタイルやガラスを用い、非日常の
バスタイムが満喫できる。さまざまな身
体状況に関わらず宿泊したいと思え
る客室を目指している。

ユニバーサルルーム 
水まわり

「ユニバーサルルーム」の浴室は、こだ
わりの器具を厳選した在来工法で造
り上げている。手すりや非常呼び出し
ボタンがさりげなく完備され、車いすの
転回スペースも考慮された充実の水
まわりとなっている。

ユニバーサルルーム 
トイレ・洗面

だれもが安心して使用できるように、大
便器横にL型手すりを設置。洗面の
水栓には、薄型でデザイン性が高く、カ
ウンターの手前側でレバー操作が可
能な機能を備えたZLシリーズを選定
している。

スイート 客室 離れのような特別なつくりの「スイート」
には、寝室隣接の水まわりのほかに、
客用トイレが設けられており、最高級
のおもてなしを演出するネオレストNX
を設置。個室内にて手洗いや身づく
ろいまで完結できる。

ジュニアスイート 客室 全5タイプ・33室の全客室には、大型
画面プロジェクターと高音質サウンド
バー、演出照明を備えている。「ジュニ
アスイート」の水まわりには、コスプレイ
ヤーに配慮し、多数の衣装を収納でき
るクローゼットを完備。

ジュニアスイート 洗面 「ジュニアスイート」は最大3～4名まで
宿泊できるため、スムーズな利用がで
きるよう、洗面はひろびろとした2ボウル
タイプのカウンターを設置している。

ジュニアスイート 
浴室・トイレ

浴室には、頭上からたっぷりとしたシャ
ワー浴を楽しめるオーバヘッドシャ
ワー搭載のシャワーバーを設置した、
1416サイズのユニットバスを採用。セ
パレートされたトイレには、ネオレスト
AHを設置している。

オルトジャパニーズ 客室 日本旅館のような趣のある「オルトジャ
パニーズ」の客室。水まわりは、ジュニ
アスイート同様に、浴室、洗面、トイレが
セパレートになっており、複数人で宿
泊の際も快適に利用できるよう配慮さ
れている（定員6名）。

外観 「ところざ わ サクラタウン 」は 、 
K A D O K A W Aと所 沢 市による
COOL JAPAN FOREST構想の中
核となる、文化・産業の複合施設。体
験型ホテル（EJアニメホテル）はその
本棟最上階にオープンした。

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


建築概要
名称 ところざわサクラタウン（EJアニメホテル）
所在地 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3
施主 株式会社KADOKAWA
設計 株式会社隈研吾建築都市設計事務所（ホテル外装デザイン監修）
 建築　鹿島建設株式会社
 内装　株式会社イリア
設計・施工 FFE　株式会社丹青社
施工 鹿島建設株式会社
竣工年月 2020年4月
敷地面積 約40,000㎡
建築面積 約25,000㎡
延床面積 約84,000㎡（全体）
 約4,100㎡（ホテル部分）
構造・階数 コンクリート充填鋼管構造・地下2階、地上5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NX：CS900BR
ウォシュレット一体形便器 ネオレストAH：CES9788CR
ホテル向けウォシュレット一体形便器：CES922系
自動洗浄小便器：UFS900R
洗面器：L505、L620
水栓金具：TLG02302JA、TLG04302J系
台付自動水栓：TENA12C
コンパクト多機能トイレパック：UADA系
ホテル向けユニットバス ENシリーズ：ENV系
浴室用水栓金具：TMGG40系、TBW01403特

水まわりの特長
建物の特徴

「ところざわサクラタウン」は、KADOKAWAと埼玉県所沢市が共同で進める、みどり・文化・産業が調和した、誰もが「住んでみたい」「訪れてみたい」地域づくりを行う「COOL JAPAN FOREST 構想」の拠点施設。文化複合施設である角川武蔵野ミュージアムをはじめ、書籍製造・物流工場、イベントスペース、KADOKAWA新オフィス、ショップ、レストランなどで構成され、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点として日本のコンテンツの魅力を世界へ訴求していく。そのなかで体験型ホテル「EJアニメホテル」は、「好きな物語に、泊まる。」をコンセプトに、アニメをはじめ日本が世界に誇るあらゆるコンテンツの世界観を演出する体験型ホテルであり、EJとは「Entertainment Japan」のイニシャルである。

水まわりの特長
客室、フロント、ロビー、ホテル専用レストランは、ところざわサクラタウン本棟最上階に位置し、スイートルームやユニバーサルルーム、和室を含めた全5タイプ・33室の客室は、すべてコラボルームとして展開され、コンテンツの世界観に没頭できる特別な宿泊体験を提供する。華やかな客室の世界観を際立たせるために、水まわりはシンプルで清潔感、高級感が感じられる設えにこだわっている。スーペリア（10室）のみ、トイレ・洗面・浴室をひとつにまとめた３点ユニットバス。それ以外の客室（23室）は、複数人で宿泊の際にもスムーズに利用できるようトイレ・洗面・浴室を別々の空間で設えたセパレートタイプを採用。ロビーフロアのトイレは、煌びやかさの中に趣きのあるインテリア空間となっている。

「ジュニアスイート」では、水まわりの前室として、コスプレーヤーのために、たっぷりとしたクローゼットが設けられている。煌びやかさの中に重厚感が感じられるインテリアで、「好きな物語に、泊まる。」という、コンセプトを体現。男性トイレの小便器コーナーには、プライバシーに配慮して小便器の間に仕切りを設けている。フロントやホテル専用レストランの近くに設けられたロビーフロアのトイレは、多機能トイレ、男性トイレ、女性トイレを有する。多機能トイレには、必要な設備が完備されたコンパクト多機能トイレパックを採用。

定員は2名だが、KADOKAWAオフィスへの来訪など、1名でのビジネス利用も想定されている「スーペリア」の客室。 トイレ、洗面、バスタブが機能的に収まった1624サイズのゆとりある3点ユニットバスを設置。大便器の上にも細長いガラス棚を設けることで、アメニティーグッズや持ち込んだ小物を、余裕をもって置くことができる。

さまざまな身体状況の方のみならず一般ファミリーの利用も目指した「ユニバーサルルーム」とKADOKAWAオフィスを訪れるビジネスマンのシングルユース使用も考慮した広さと高級感を備えた「スーペリア」。男性、女性トイレの大便器ブースには、一般客室と同様のコンパクトでデザイン性の高いネオレストAHとスタイリッシュなスティックリモコンを設置。こだわりのインテリア空間。男性、女性トイレの洗面コーナーには、衛生性に配慮して、非接触で手が洗える自動水栓を採用している。

館内から独立した部屋となっており、91㎡の居住空間を誇る「スイート」。寝室サイドの水まわりとは別に、客用のトイレも用意されている。
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スイート 図面 館内から独立した部屋となっており、
91㎡の居住空間を誇る「スイート」。寝
室サイドの水まわりとは別に、客用のト
イレも用意されている。

ロビーフロア 
女性トイレ 全体

こだわりのインテリア空間。男性、女性
トイレの洗面コーナーには、衛生性に
配慮して、非接触で手が洗える自動
水栓を採用している。

ロビーフロア 
女性トイレ 
大便器ブース

男性、女性トイレの大便器ブースに
は、一般客室と同様のコンパクトでデ
ザイン性の高いネオレストAHとスタイ
リッシュなスティックリモコンを設置。

客室図面 さまざまな身体状況の方のみならず
一般ファミリーの利用も目指した「ユニ
バーサルルーム」とKADOKAWAオ
フィスを訪れるビジネスマンのシングル
ユース使用も考慮した広さと高級感
を備えた「スーペリア」。

スーペリア 水まわり トイレ、洗面、バスタブが機能的に収
まった1624サイズのゆとりある3点ユ
ニットバスを設置。大便器の上にも細
長いガラス棚を設けることで、アメニ
ティーグッズや持ち込んだ小物を、余
裕をもって置くことができる。

スーペリア 客室 定員は2名だが、KADOKAWAオ
フィスへの来訪など、1名でのビジネス
利用も想定されている「スーペリア」の
客室。

ロビーフロア 
多機能トイレ

フロントやホテル専用レストランの近く
に設けられたロビーフロアのトイレは、
多機能トイレ、男性トイレ、女性トイレを
有する。多機能トイレには、必要な設
備が完備されたコンパクト多機能トイ
レパックを採用。

ロビーフロア 
男性トイレ 全体

煌びやかさの中に重厚感が感じられ
るインテリアで、「好きな物語に、泊ま
る。」という、コンセプトを体現。男性ト
イレの小便器コーナーには、プライバ
シーに配慮して小便器の間に仕切り
を設けている。

ジュニアスイート 図面 「ジュニアスイート」では、水まわりの
前室として、コスプレーヤーのために、
たっぷりとしたクローゼットが設けられ
ている。

水まわりの特長
建物の特徴

「ところざわサクラタウン」は、KADOKAWAと埼玉県所沢市が共同で進める、
みどり・文化・産業が調和した、誰もが「住んでみたい」「訪れてみたい」地域づ
くりを行う「COOL JAPAN FOREST 構想」の拠点施設。文化複合施設で
ある角川武蔵野ミュージアムをはじめ、書籍製造・物流工場、イベントスペース、
KADOKAWA新オフィス、ショップ、レストランなどで構成され、日本最大級のポッ
プカルチャーの発信拠点として日本のコンテンツの魅力を世界へ訴求していく。そ
のなかで体験型ホテル「EJアニメホテル」は、「好きな物語に、泊まる。」をコンセプ
トに、アニメをはじめ日本が世界に誇るあらゆるコンテンツの世界観を演出する体
験型ホテルであり、EJとは「Entertainment Japan」のイニシャルである。

水まわりの特長
客室、フロント、ロビー、ホテル専用レストランは、ところざわサクラタウン本棟最上階
に位置し、スイートルームやユニバーサルルーム、和室を含めた全5タイプ・33室の
客室は、すべてコラボルームとして展開され、コンテンツの世界観に没頭できる特
別な宿泊体験を提供する。華やかな客室の世界観を際立たせるために、水まわ
りはシンプルで清潔感、高級感が感じられる設えにこだわっている。スーペリア（10
室）のみ、トイレ・洗面・浴室をひとつにまとめた３点ユニットバス。それ以外の客室

（23室）は、複数人で宿泊の際にもスムーズに利用できるようトイレ・洗面・浴室を
別々の空間で設えたセパレートタイプを採用。ロビーフロアのトイレは、煌びやかさ
の中に趣きのあるインテリア空間となっている。
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