
軒庇や縦格子等の日本の伝統様式を取り入れるとともに、外壁や屋上を積極的に緑化壁面緑化し、近接する神社の豊かな緑とのつながりを意識して、街並みとの調和を図った。

オーバル形状で繊細なデザインのベッセル式洗面器とスパウトの薄さが際立つシングルレバー水栓が、贅沢な空間を演出。2名が同時に使用してもゆったりと使える広さを確保している。客室と同様に「TRAD」を体現したデザインの水まわり。家具のようなしつらえの引き出し付洗面キャビネットには、タオルやバスローブなどの備品を収納。家具の材質やファブリックの素材感、照明デザインなど細部にまでこだわって厳選。上質な心地よい空間は、一般的なビジネスホテルとは一線を画した、本物の品格に満ちている。ホテルの名称にもなっている「TRAD（伝統・定番）」を体現した英国洋式のデラックスツインA。格式高い家具やしつらえにファブリックの素材感やアートで色彩を加え、重厚感と心地よさを両立している。

世界的な景観アーティスト・石原和幸氏による「チェルシー・ガーデン」。イングリッシュガーデンをベースに100種類以上の植物を贅沢に使用し、四季折々の草木・花々でお客様をもてなす。

家具やファブリックをはじめ、デラックスツインBのインテリアコンセプトである「オリエンタルリゾート」を体現するデザインが随所に施されている。緑に囲まれた「オリエンタルリゾート」のような、タイムレスな雰囲気が広がるデラックスツインB。部屋の中心に広 と々したリビングスペースを設け、都会の喧騒を忘れさせる、優雅なひとときを提供する。ローシルエットでデザイン性の高いウォシュレット一体形大便器ネオレストとスティックリモコンが、スタイリッシュ＆シックな空間を創出。多機能なオーバーヘッドシャワーや自動お湯はり機能付きの水栓金具を採用した、こだわり抜いたバスルーム。内装タイルには、機能とデザインを両立した大型陶板「ハイドロソリッド」を採用。

ガラス一面に広がる庭園の眺めを楽しむことができるレストラン。昼夜問わず庭園が美しく見えるように考慮された照明計画。微細に調整された光のバランスで居心地の良さとラグジュアリー感を演出している。エントランスロビーとレストランは、ひとつながりで広がりと開放感のある空間。オリジナル家具や色彩計画など細部にわたってこだわり、ゆったりとくつろげる「福岡の別邸」となる雰囲気づくりを行っている。

ホテルトラッド博 多
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ロビー エントランスロビーとレストランは、ひと
つながりで広がりと開放感のある空
間。オリジナル家具や色彩計画など細
部にわたってこだわり、ゆったりとくつろ
げる「福岡の別邸」となる雰囲気づくり
を行っている。

レストラン ガラス一面に広がる庭園の眺めを楽
しむことができるレストラン。昼夜問わ
ず庭園が美しく見えるように考慮され
た照明計画。微細に調整された光の
バランスで居心地の良さとラグジュア
リー感を演出している。

デラックスツインA 
バスルーム

多機能なオーバーヘッドシャワーや自
動お湯はり機能付きの水栓金具を採
用した、こだわり抜いたバスルーム。内
装タイルには、機能とデザインを両立
した大型陶板「ハイドロソリッド」を採
用。

デラックスツインA トイレ ローシルエットでデザイン性の高いウォ
シュレット一体形大便器ネオレストとス
ティックリモコンが、スタイリッシュ＆シッ
クな空間を創出。

デラックスツインB 客室 緑に囲まれた「オリエンタルリゾート」
のような、タイムレスな雰囲気が広がる
デラックスツインB。部屋の中心に広々
としたリビングスペースを設け、都会の
喧騒を忘れさせる、優雅なひとときを
提供する。

デラックスツインB 客室 家具やファブリックをはじめ、デラック
スツインBのインテリアコンセプトである

「オリエンタルリゾート」を体現するデ
ザインが随所に施されている。

庭園 世界的な景観アーティスト・石原和幸
氏による「チェルシー・ガーデン」。イン
グリッシュガーデンをベースに100種
類以上の植物を贅沢に使用し、四季
折々の草木・花々でお客様をもてな
す。

デラックスツインA 客室 ホテルの名称にもなっている「TRAD
（伝統・定番）」を体現した英国洋式
のデラックスツインA。格式高い家具や
しつらえにファブリックの素材感やアー
トで色彩を加え、重厚感と心地よさを
両立している。

デラックスツインA 客室 家具の材質やファブリックの素材感、
照明デザインなど細部にまでこだわっ
て厳選。上質な心地よい空間は、一
般的なビジネスホテルとは一線を画し
た、本物の品格に満ちている。

デラックスツインA 
水まわり

客室と同様に「TRAD」を体現したデ
ザインの水まわり。家具のようなしつら
えの引き出し付洗面キャビネットには、
タオルやバスローブなどの備品を収
納。

デラックスツインA 
洗面コーナー

オーバル形状で繊細なデザインのベッ
セル式洗面器とスパウトの薄さが際立
つシングルレバー水栓が、贅沢な空間
を演出。2名が同時に使用してもゆっ
たりと使える広さを確保している。

外観 軒庇や縦格子等の日本の伝統様式
を取り入れるとともに、外壁や屋上を
積極的に緑化壁面緑化し、近接する
神社の豊かな緑とのつながりを意識し
て、街並みとの調和を図った。

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


バスルームは1628サイズのユニットバス。出入口は、広い開口幅で車いすでの出入りがしやすい3枚引き戸を採用。随所に手すりや背もたれを設置。洗面カウンターの下には、車いす使用者の膝が入るスペースを確保した。車いす使用者やさまざまな身体状況のお客様が利用できるユニバーサルツイン。車いすでの移動に配慮した広めのスペース・レイアウトを実現している。それぞれの客室ごとに異なる表情をみせるデラックスツインルームの個性ある水まわりは、季節や気分などによって選び、何度も訪れたくなるような演出でもある。デザイン性のある鏡とヘリンボーン張りのタイルで、モダンな和のテイストを感じさせる、洗面コーナー。

空間の広がりを感じさせる横長の間接照明付き鏡が印象的な洗面コーナー。3室あるデラックスツインの水まわりは、客室のインテリアコンセプトとあわせてすべて仕上げを変えている。 ベージュを基調とした、柔らかで落ち着いた印象のバスルームとトイレ。

ローシルエットタイプのウォシュレット一体形便器とスティックリモコンを採用し、デザイン性の高い空間に仕上げている。バスルームは、ゆったりと入浴が楽しめる洗い場付きユニットバス（1418サイズ）を採用。オーバーヘッドシャワーや手元で吐水モードを切り替えられるハンドシャワーも備え、くつろぎの時を演出する。包まれる感覚で落ち着ける、スポット照明やアイアンのフレームをしつらえたソファスペース。落ち着きのあるスモーキーな色合いと、洗練されたデザインを融合、日常の延長にある上質な日常を体感できるスーペリアツイン。広 と々した落ち着きのある空間で、素敵な時間が過ごせる。

和のしつらえの中に北欧の名作家具を組み合わせるなど、「HOTEL TRADの和」を体感できるラグジュアリールームとなっている。和とモダンを融合したデラックスツインC。唯一、入口で靴を脱ぐ日本式のスタイルで、畳の感触に癒される。窓に面した“縁側”にベンチをしつらえ、障子を開ければ博多の街の景色を愉しむことができる。

ホテルトラッド博 多
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デラックスツインC 客室 和とモダンを融合したデラックスツイン
C。唯一、入口で靴を脱ぐ日本式のスタ
イルで、畳の感触に癒される。窓に面
した“縁側”にベンチをしつらえ、障子
を開ければ博多の街の景色を愉しむ
ことができる。

デラックスツインC 客室 和のしつらえの中に北欧の名作家
具を組み合わせるなど、「HOTEL 
TRADの和」を体感できるラグジュア
リールームとなっている。

スーペリアツイン 客室 落ち着きのあるスモーキーな色合い
と、洗練されたデザインを融合、日常
の延長にある上質な日常を体感できる
スーペリアツイン。広 と々した落ち着き
のある空間で、素敵な時間が過ごせ
る。

スーペリアツイン 客室 包まれる感覚で落ち着ける、スポット
照明やアイアンのフレームをしつらえた
ソファスペース。

スーペリアツイン 
バスルーム

バスルームは、ゆったりと入浴が楽しめ
る洗い場付きユニットバス（1418サイ
ズ）を採用。オーバーヘッドシャワーや
手元で吐水モードを切り替えられるハ
ンドシャワーも備え、くつろぎの時を演
出する。

スーペリアツイン トイレ ローシルエットタイプのウォシュレット一
体形便器とスティックリモコンを採用
し、デザイン性の高い空間に仕上げ
ている。

デラックスツインB 
バスルーム・トイレ

ベージュを基調とした、柔らかで落ち
着いた印象のバスルームとトイレ。

デラックスツインB 
洗面コーナー

空間の広がりを感じさせる横長の間
接照明付き鏡が印象的な洗面コー
ナー。3室あるデラックスツインの水まわ
りは、客室のインテリアコンセプトとあ
わせてすべて仕上げを変えている。

デラックスツインC 
洗面コーナー

デザイン性のある鏡とヘリンボーン張り
のタイルで、モダンな和のテイストを感
じさせる、洗面コーナー。

デラックスツインC 
バスルーム・トイレ

それぞれの客室ごとに異なる表情を
みせるデラックスツインルームの個性あ
る水まわりは、季節や気分などによっ
て選び、何度も訪れたくなるような演出
でもある。

ユニバーサルツイン
客室

車いす使用者やさまざまな身体状況
のお客様が利用できるユニバーサル
ツイン。車いすでの移動に配慮した広
めのスペース・レイアウトを実現してい
る。

ユニバーサルツイン
水まわり

バスルームは1628サイズのユニットバ
ス。出入口は、広い開口幅で車いす
での出入りがしやすい3枚引き戸を採
用。随所に手すりや背もたれを設置。
洗面カウンターの下には、車いす使用
者の膝が入るスペースを確保した。

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


建築概要
名称 ホテルトラッド博多
所在地 福岡県福岡市博多区住吉3-12
施主 株式会社えんインベストメントジャパン
設計 建築　株式会社梓設計 九州支社
 内装　株式会社アクタス
施工 株式会社福田組 九州支店
竣工年月 2020年5月
敷地面積 2,315.59㎡
建築面積 1,487.03㎡
延床面積 11,244.12㎡
構造・階数 鉄骨造・地上12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AH：CES9788系
ウォシュレット一体形便器：CES系
マイクロ波センサー壁掛小便器セット：XPU21A
洗面器：LS902、LS916
水栓金具：TLP02306JA
台付自動水栓：TENA12EL
コンパクト多機能トイレパック：UADAK2*系
ベビーシート：YKA25系
ベビーチェア：YKA15系
ホテル向けユニット ENシリーズ：ENV1418系、ENV系
ホテル向けユニット EDシリーズ：EDV1418系

水まわりの特長
建物の特徴

「ホテルトラッド博多」は、博多・住吉にオープンした新ブランドホテル。建築・開発・総合管理などを行う地元ディベロッパーである「えんホールディングスグループ」が、設立30周年記念を期して初のホテル事業として開業した。館内の空間プロデュースは、日本を代表するライフスタイルブランドACTUSが担当。「Assemble of THE TRADITIONAL（伝統の結集）」をトータルデザインコンセプトとし、英国の重厚感と北欧のモダン、日本の凛とした佇まいを融合させた新しい「Traditional」な空間づくりを目指した。日常の延長にある、上質な日常。旅や出張の定番（Trad）として、また“福岡の別邸”としてわが家のようなくつろぎを体感していただきたい、との願いが込められている。

客室・水まわりの特長
客室のタイプは部屋の大きさやベッドのサイズによって5タイプに分かれており、幅広いニーズに対応。落ち着きのあるスモーキーな色使いの中にアイアンの力強さ、真鍮の柔らかさをアクセントとして「Traditional」と新しさを併せ持つ空間とした。デラックスツインルームはテーマごとに異なるデザインを採用し、何度も訪れたくなるような空間を創出している。水まわりは、トイレ・バスルーム・洗面を分けた客室を多く用意し、ゆっくりとくつろげる上質な日常を体現。オーバーヘッドシャワーを備えたバスルームや世界的なデザイン賞を受賞したハーフベッセルタイプの洗面器を採用するなど、細部までデザインにこだわり抜いたくつろぎの空間を演出している。

手荷物が置きやすい奥行きのある棚、顔映りがよい鏡裏照明など、お化粧直しがしやすいよう配慮されたスタイリングコーナー。ライトグレーとブラウンを基調とした落ち着きのある空間。洗面カウンターの下や鏡裏にほどこされた間接照明が洗練された印象をさらに高めている。落ち着きのある色合いと洗練されたデザインの上質な空間。洗面器は空間にマッチする、スタイリッシュな薄いリム形状が特徴のハーフベッセルタイプ、小便器はマイクロ波センサー壁掛小便器セットを採用。

ロビーフロアのトイレは、ホテルのコンセプトである「Traditional」な重厚感のある空間となっている。バスルームは、1418サイズのユニットバスを採用。木目調のアクセントパネルが客室との統一感を演出している。ゆとりある広 と々したダブルルーム。室内には、テーブルとチェアをご用意。エキストラベッド1台が設置でき、ご家族連れなどの利用も可能なお客様の利用スタイルにあわせ、思い思いに過ごせる。

ゆっくりと腰掛けられるソファやおむつ替え用のベビーシート、流しなどを備えた授乳室。レストランを訪れるお子様連れのお客様なども安心して利用できる。多機能トイレは、さまざまな利用者に対応できる設備を完備したコンパクト多機能トイレパックを採用。乳幼児連れ配慮として、ベビーチェアとベビーシートも設置している。大便器ブースは扉部分の色に濃淡をつけ、位置がわかりやすいよう配慮。シルバーカラーのスティックリモコンと紙巻器がスタイリッシュさを演出している。
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ロビーフロア 女性トイレ 
大便器ブース

大便器ブースは扉部分の色に濃淡を
つけ、位置がわかりやすいよう配慮。
シルバーカラーのスティックリモコンと
紙巻器がスタイリッシュさを演出してい
る。

ロビーフロア 
多機能トイレ

多機能トイレは、さまざまな利用者に対
応できる設備を完備したコンパクト多
機能トイレパックを採用。乳幼児連れ
配慮として、ベビーチェアとベビーシー
トも設置している。

ロビーフロア 授乳室 ゆっくりと腰掛けられるソファやおむつ
替え用のベビーシート、流しなどを備え
た授乳室。レストランを訪れるお子様
連れのお客様なども安心して利用で
きる。

ダブル 客室 ゆとりある広 と々したダブルルーム。室
内には、テーブルとチェアをご用意。エ
キストラベッド1台が設置でき、ご家族
連れなどの利用も可能なお客様の利
用スタイルにあわせ、思い思いに過ご
せる。

ダブル 水まわり バスルームは、1418サイズのユニットバ
スを採用。木目調のアクセントパネルが
客室との統一感を演出している。

ロビーフロア トイレ入口 ロビーフロアのトイレは、ホテルのコンセ
プトである「Traditional」な重厚感の
ある空間となっている。

ロビーフロア 男性トイレ 落ち着きのある色合いと洗練された
デザインの上質な空間。洗面器は空
間にマッチする、スタイリッシュな薄い
リム形状が特徴のハーフベッセルタイ
プ、小便器はマイクロ波センサー壁掛
小便器セットを採用。

ロビーフロア 女性トイレ
全体

ライトグレーとブラウンを基調とした落
ち着きのある空間。洗面カウンターの
下や鏡裏にほどこされた間接照明が
洗練された印象をさらに高めている。

ロビーフロア 女性トイレ
スタイリングコーナー

手荷物が置きやすい奥行きのある
棚、顔映りがよい鏡裏照明など、お化
粧直しがしやすいよう配慮されたスタ
イリングコーナー。

水まわりの特長
建物の特徴

「ホテルトラッド博多」は、博多・住吉にオープンした新ブランドホテル。建築・開発・
総合管理などを行う地元ディベロッパーである「えんホールディングスグループ」
が、設立30周年記念を期して初のホテル事業として開業した。館内の空間プロ
デュースは、日本を代表するライフスタイルブランドACTUSが担当。「Assemble 
of THE TRADITIONAL（伝統の結集）」をトータルデザインコンセプトと
し、英国の重厚感と北欧のモダン、日本の凛とした佇まいを融合させた新しい
「Traditional」な空間づくりを目指した。日常の延長にある、上質な日常。旅や出
張の定番（Trad）として、また“福岡の別邸”としてわが家のようなくつろぎを体感し
ていただきたい、との願いが込められている。

客室・水まわりの特長
客室のタイプは部屋の大きさやベッドのサイズによって5タイプに分かれており、幅
広いニーズに対応。落ち着きのあるスモーキーな色使いの中にアイアンの力強さ、
真鍮の柔らかさをアクセントとして「Traditional」と新しさを併せ持つ空間とした。
デラックスツインルームはテーマごとに異なるデザインを採用し、何度も訪れたくなる
ような空間を創出している。水まわりは、トイレ・バスルーム・洗面を分けた客室を多く
用意し、ゆっくりとくつろげる上質な日常を体現。オーバーヘッドシャワーを備えたバ
スルームや世界的なデザイン賞を受賞したハーフベッセルタイプの洗面器を採用
するなど、細部までデザインにこだわり抜いたくつろぎの空間を演出している。

建築概要
名称 ホテルトラッド博多
所在地 福岡県福岡市博多区住吉3-12
施主 株式会社えんインベストメントジャパン
設計 建築　株式会社梓設計 九州支社
 内装　株式会社アクタス
施工 株式会社福田組 九州支店
竣工年月 2020年5月
敷地面積 2,315.59㎡
建築面積 1,487.03㎡
延床面積 11,244.12㎡
構造・階数 鉄骨造・地上12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AH：CES9788系
ウォシュレット一体形便器：CES系
マイクロ波センサー壁掛小便器セット：XPU21A
洗面器：LS902、LS916
水栓金具：TLP02306JA
台付自動水栓：TENA12EL
コンパクト多機能トイレパック：UADAK2*系
ベビーシート：YKA25系
ベビーチェア：YKA15系
ホテル向けユニット ENシリーズ：ENV1418系、ENV系
ホテル向けユニット EDシリーズ：EDV1418系

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

