SHIROYAM TEL kagoshim H I R O Y A M A H O T E L k a g o s h i m a
S

外観

桜桜島と鹿児島市街地、
島と鹿児市街地、そして雄大な錦江湾を一望できる標高108mの城山頂きに佇むホテル。絶景展望露天温泉からは圧倒的な眺望と極上の癒し空間中で、四季景色を存分に堪能できる。客室は、全35
そして雄大な
錦江湾を一望できる標高108mの城
山の頂きに佇むホテル。絶景展望露
天温泉からは圧倒的な眺望と極上の
癒し空間の中で、四季の景色を存分
に堪能できる。客室は、
全355室。

男性トイレ
洗面コーナー

手荷物配慮がされているツインデッキカウターを採用。ホスピリティへのこだわりから、カウンター上にはダストボックの入れ口を設け、だもがわかりやすく使いよう配慮がされている。
手荷物配慮がされている
ツインデッキ
カウンターを採用。
ホスピタリティへの
こだわりから、
カウンター上には、
ダスト
ボックスの入れ口を設け、
だれもがわ
かりやすく、使いやすいよう配慮がさ
れている。

男性トイレ
ひろびろブース

ひろびろブース内には、
ひろびブース内には、車いす使用者やオストメイに配慮した、汚物流を備えコンパクト多機能イレッが採用されている。
車いす使用者
やオストメイトに配慮した、汚物流しを
備えたコンパクト多機能トイレパックが
採用されている。

トイレ入口

収容人数180名のホテル最大ーに隣接し、多くのお客様が利用することを想定。スペーはホテルのパブリックトイレで最も広く、高級感ある艶やかな設えとした。入口には、トイレの設備がわかるサンを表示。
収容人数1800名のホテル最大のホー
ルに隣接し、
多くのお客様が利用する
ことを想定。
スペースはホテルのパブ
リックトイレで最も広く、高級感ある艶
やかな設えとした。入口には、
トイレの
設備がわかるサインを表示。

通路

通通路や
路やトイレ内壁面の大部分に、光触媒よる抗菌・ウイルス効果と意匠性に優れた内装用大型陶板「ハイドロソリッ」を採用。カラーは、SUZ_BEIGを採用し、全体的に明るく洗練された印象を醸し出ている。
トイレ内壁面の大部分に、
光触
媒による抗菌・抗ウイルス効果と意匠
性に優れた内装用大型陶板「ハイド
ロソリッド」を採用。
カラーは、SUZU_
BEIGEを採用し、
全体的に明るく洗練
された印象を醸し出している。

男性トイレ
サイン

入口には、
入口には、男性トイレ内の機能がひと目でわかるサインを表示。多機能トレとは別に、男性イ内も車いす使用者が利できるひろびブースを設置している。
男性トイレ内の機能がひと
目でわかるサインを表示。多機能トイレ
とは別に、男性トイレ内にも車いす使
用者が利用できるひろびろブースを設
置している。

男性トイレ
小便器コーナー

プラ
プライバシーに配慮し、小便器の間すりガラス仕切を天井まで設けている。床には、汚れが染み込く光触媒の効果で汚れやニオイ発生を抑える、ハドロセラ・フアを設置。 イバシーに配慮し、小便器の間に
すりガラスの間仕切りを天井まで設け
ている。床には、汚れが染み込みにく
く、光触媒の効果で汚れやニオイ発
生を抑える、ハイドロセラ・フロアを設
置。

男性トイレ
大便器ブース

空空間を効率的に活用。
間を効率的に活用。一般な大便器に比べ奥行がコンパクトなブリッ 便器・フラシュタンク式を採用。さらに、お子様連れ配慮してベビーチェアや荷物を置く棚設している。
一般的な大便
器に比べ奥行がコンパクトなパブリック
コンパクト便器・フラッシュタンク式を採
用。
さらに、
お子様連れに配慮してベ
ビーチェアや荷物を置く棚を設置して
いる。

男性トイレ
ひろびろブース

機能分散に配慮し、
機能分散に配慮し、オールジェンダトイレとは別にひろびブースを設置。開口部広く確保できる2枚引戸を採用すことで、車いの使用者が利しやすいよう配慮てる。
オールジェンダー
トイレとは別にひろびろブースを設置。
開口部を広く確保できる2枚引戸を採
用することで、
車いすの使用者が利用
しやすいよう配慮している。

女性トイレ・
オールジェンダートイレ
サイン

通路には、トイレ内の機能がひと目でわかるサインを表示。オールジェダトイレのサンには、性的マイノリティ配慮して「AlGendr’sMuti-fco」と表記し、サインカラーに関てもモノトンしいる。
通路には、
トイレ内の機能がひと目で
わかるサインを表示。
オールジェンダー
トイレのサインには、性的マイノリティ
に配慮して「All Gender’s Multifunction」
と表記し、
サインカラーに関
してもモノトーンにしている。

女性トイレ
入口

入入口には、
口には、身だしなみをチェックできる全身鏡設置してい。は壁面の内装用大型陶板ハイドロソリッと同面になるようシンプル納めている。
身だしなみをチェックできる
全身鏡を設置している。全身鏡は壁
面の内装用大型陶板ハイドロソリッド
と同面になるようにシンプルに納めて
いる。

女性トイレ
洗面コーナー

優美な空間に、
優美な空間に、カウンターとボル継ぎ目がなく清掃性に優れ、ドライゾーンがしっかりと確保されているツインデッキ（ボウル一体タプ）を設置。さらに、節水効果が図れる自動栓を採用してい。
カウンターとボウルに継
ぎ目がなく清掃性に優れ、
ドライゾーン
がしっかりと確保されているツインデッ
キ
（ボウル一体タイプ）
を設置。
さらに、
節水効果が図れる自動水栓を採用し
ている。
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水水まわ
まわりの特長
りの特長
建建物の概要
物の概要
「SHIROYAMA
「SHIROYAMTELkagoshim」は、鹿児島の特等席というべきハイグレードホテル。桜島と鹿児市街地、そして雄大な錦江湾を一望できる。西南戦争郷隆盛が率いる薩摩軍の最終本営地とも知られる自然豊かな「城山」に佇み、絶景展望露天温泉は圧倒的な眺望と極上の癒し空間中で、四季景色を存分に堪能できる。洗練された客室は27タイプ全35、多目的に利用できる大小の16会場を完備している。耐震工事をきっかけに、ホテルフロント隣接するホール「エメラド」前のトイレ改修を実施。今回行ったトイレは、お客様が多く使用されることから、空間や設備を拡充の意匠も最艶やかな印象にるようリニューアルされた。
HOTEL kagoshima」は、鹿児島の特等席というべきハイグ
レードホテル。桜島と鹿児島市街地、
そして雄大な錦江湾を一望できる。西南戦
水まわりの特長
争で西郷隆盛が率いる薩摩軍の最終本営地とも知られる自然豊かな「城山」に
ト佇み、
イレの改修にあたっては、当ホテルのSDGs取り組みを重視。「館内のバリアフー化」一環として、多機能トイレの表記は全館『AlGendr’sMuti-fco』とした。ま、「省エネ」の取り組みとしては、節水・電器具を選定。それに加え、器具は清掃性・潔が保てることも選定のポイントした。大便器は連続洗浄可能なパブリックコント便器・フラシュタク式、ウォレットはボタンを押すたびに発電し、乾池や源工事が不要なエコリモンを採用。また、壁材に関しては設計担当者が展示会で「ハイドロソリッ」に大判タルで清潔感があり、照明も映えるとの印象を抱かれ、またさざな方が使用することを想絶景展望露天温泉は圧倒的な眺望と極上の癒し空間の中で、
定し、ハード素材美さを両立するとして採用に至った。
四季の景
色を存分に堪能できる。洗練された客室は27タイプ全355室、
多目的に利用できる
大小の16会場を完備している。耐震工事をきっかけに、
ホテルフロントに隣接する
ホール「エメラルド」前のトイレ改修を実施。
今回改修を行ったトイレは、
お客様が多
く使用されることから、
空間や設備を拡充、
空間の意匠も最も艶やかな印象になる
ようにリニューアルされた。

水まわりの特長

女性トイレ
大便器コーナー

大便器コーナの通路は、人が余裕を持って行き来でる十分なスペーを確保。また、各ブスそれぞにー内の設備がひと目でわかるサインを表記してい。
大便器コーナーの通路は、
人が余裕
を持って、行き来できる十分なスペー
スを確保。
また、各ブースそれぞれに、
ブース内の設備がひと目でわかるサイ
ンを表記している。

女性トイレ
大便器ブース

フラ
フラッシュバルブ式同様の連続洗浄が可能なパブリックコント便器・フラシュタク式を採用。衛生面に配慮し、ノズルをきれい保つことがでる『きれい除菌水』機能を備えたウォシュレットPS設置している。 ッシュバルブ式同様の連続洗浄
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。衛生面に配
慮し、
ノズルをきれいに保つことができ
る
『きれい除菌水』機能を備えたウォ
シュレットPSを設置している。

授乳室
入口

改改修前よ
修前よりトイレスペーを拡大し、授乳室2新設。入口前にベビーカ置き場を設。男性でもおむつ替えなど使用しやすいように、入口の位置を設定している。
りトイレスペースを拡大し、授
乳室を2室新設。授乳室入口前にベ
ビーカー置き場を設置。男性でもおむ
つ替えなどで使用しやすいように、入
口の位置を設定している。

トイレの改修にあたっては、当ホテルのSDGsの取り組みを重視。
「館内のバリ
アフリー化」の一環として、多機能トイレの表記は、全館『AllGender’s Multifunction』
とした。
また、
「省エネ」の取り組みとしては、
節水・節電器具を選定。
それ
に加え、器具は清掃性・清潔が保てることも選定のポイントとした。大便器は連続
洗浄可能なパブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式、
ウォシュレットは、
ボタンを
押すたびに発電し、乾電池や電源工事が不要なエコリモコンを採用。
また、壁材
に関しては、設計担当者が展示会で「ハイドロソリッド」に大判タイルで清潔感が
あり、照明も映えるとの印象を抱かれ、
またさまざまな方が使用することを想定し、
ハード素材と美しさを両立する素材として採用に至った。

建建築概要
築概要
名名称
称
所所在地
在地
施施主
主
設設計
計
施施工
工
竣竣工年月
工年月
敷敷地面積
地面積
延延床面積
床面積
構構造
造・階数
・階数

SHIROYAMA
SHIROYAMTELkagoshim
HOTEL kagoshima
鹿児島県鹿児島市新照院町41-1
鹿児島県 市新照院町41城山観光株式会社
城山観光株式会社
株式会社東条設計
株式会社東条設計
株式会社前田組
株式会社前田組
（改修）
（改修）20年6月
2020年6月
82,780.77㎡
82,70.㎡
52,030.64㎡
52,03.64㎡
鉄骨鉄筋コ
鉄骨筋コンクリート造・地上10階
ンクリート造・地上10階

お
おもなTO使用機器 もなTOTO使用機器

女性トイレ
ひろびろブース

男男性
性トイレと同様、機能分散に配慮してトイレ内ひろびブースを設置。車いすが回転できるスペー（150φ）を確保し、さらに荷物配慮とてカウンター以外にもフックを設置している。 トイレと同様、機能分散に配慮し
てトイレ内にひろびろブースを設置。車
いすが回転できるスペース
（1500φ）
を確保し、
さらに荷物配慮としてカウン
ター以外にもフックを設置している。

女性トイレ
スタイリングコーナー

隣隣人の視線が気にならない個別鏡を
人の視線が気にならい個別鏡を採用したコーナと、ご家族や友達一緒に身だしなみチェックができる全面鏡コーナを用意。シンによって選べるうしい。
採用したコーナーと、
ご家族や友達と
一緒に身だしなみチェックができる全
面鏡コーナーを用意。
シーンによって
選べるようにしている。

女性トイレ
フィッティングスペース

ト
トイレ内に2ヶ所のフィッテングスペーを設置。トイレとは意匠変え、落ち着いて利用できる空間。さらに、限れたイ
を広く感じさせるよう、床の花柄が鏡越しに連続ているような視覚効果を施した。 レ内に2ヶ所のフィッティングスペー
スを設置。
トイレとは意匠を変え、落ち
着いて利用できる空間。
さらに、
限られ
た空間を広く感じさせるよう、床の花
柄が鏡越しに連続して続いているよう
な視覚効果を施した。

オールジェンダートイレ

オールジェ
オールジェンダトイレには、必要な器具がパッケージされたコンクト多機能イレパッを採用。車いす使者やオストメイなど、さまざ使用者に対応できる設備を完してい。
ンダートイレには、必要な器
具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。車いす使用者
やオストメイトなど、
さまざまな使用者に
対応できる設備を完備している。

授乳室

トイレ図面

ベビーシー
ベビーシトのほか、調乳用温水器も設置。授時を想定し、壁は淡いピンク色のロスを採用。リラックできる空間を演出。また、授乳後の身だしなみをチェックできるように全身鏡を設置した。
トのほか、調乳用温水器も
設置。授乳時を想定し、壁は淡いピン
ク色のクロスを採用。
リラックスできる
空間を演出。
また、授乳後の身だしな
みをチェックできるように全身鏡を設置
した。

パブ
パブリックコント便器･フラシュタンク式：CFS49*系 リックコンパクト便器･フラッシュタンク式：CFS49*系
ウ
ウォシュレットPS（擬音装置「姫」付きエコリモン）:TCF53*系 ォシュレットPS（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）
:TCF553*系
自動洗浄小便器
自動洗浄小便器：UFS90JC
：UFS900JCS
ハイ
ハイドロセラ・フアPU：AB690系 ドロセラ・フロアPU：AB690系
内内装用大型陶板
装用大型陶板ハイドロソリッ：AR30
ハイドロソリッド：ARA300
ツ
ツインデッキカウター（ボル一体イプ）：MKWE インデッキカウンター
（ボウル一体タイプ）
：MKWE
壁壁付自動水栓
付自動水栓：TENA125
：TENA125A
コ
コンパクト多機能イレッ：UADK21RB W ンパクト多機能トイレパック
：UADAK21R1B1ADD1W
ベビーシー
ベビーシト：YKA24系
ト
：YKA24系
ベビーチェ
ベビーチェア：YKA16系
ア：YKA16系
フ
フィッテングボード：YKA41系 ィッティングボード：YKA41系
II型手す
型手すり：YHR80W
り
：YHR800W

フロン
フロントビーにも近く、多の利用が見込まれることから、従来よりも空間を拡張。ホテルの顔として空間意匠や設備にこだわったトイレリニューアルとなった。
トロビーにも近く、多くの利用が
見込まれることから、従来よりも空間を
拡張。
ホテルの顔としての空間意匠や
設備にこだわったトイレリニューアルと
なった。
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