
福岡市の将来をリードする先進的モデルとして都市づくりを進めているアイランドシティの中に立地。ホテルのシンボルマークは、3・5・8を90度回転させ、温もりある手書きで、「⼈と⼈との触れ合い」を表現している。

トイレは、優美なデザインと最先端の機能が融合したウォシュレット一体形便器ネオレストRHと、大便器のデザインともマッチする自然な丸みを持つ手洗器を採用。ワンランク上の上質な空間を演出している。浴室の出入口は全面ガラス貼りで、開放感のあるバスルーム。2つの吐水モードが楽しめるシャワーバーを備え、シャワー浴も充実。浴室用水栓は、洗面コーナーとデザインをあわせ、空間の統一感を図っている。一面の窓から明るい光が差し込む、眺望のよい洗面コーナー。洗練された洗面空間には、シャープなエッジが特徴的なベッセル式洗面器と、究極の薄さを実現したシングルレバー水栓「ZLシリーズ」を採用している。プレミアムSORAスイートのみに備えているキッチン・ダイニングスペース。石の天板や特徴的なデザインの水栓など、高級感のある設えとなっている。

地上11Fにある広 と々した「The358 SORA」のフロントでは、チェックインの際に全面ガラス張りの窓に広がる博多湾の大パノラマを一望することができる。

スイートルームには、プロジェクターが完備され、ホテルでの滞在時間をゆっくりと楽しめるエンターテインメントへの配慮もなされている。アウトビューバスでは、上質な空間の中で、外の景色を眺めながら、ゆっくりと入浴を楽しむことができる。2⼈同時使用もできる広 と々した洗面コーナーと、明るい光が差し込み開放感のあるアウトビュータイプのバスルーム。「スカイスイート」は、和の意匠を取り込んだ落ち着きのある空間。壁・床材から家具など、細部までこだわり、上質さを醸成している。

壁一面の窓から、外の景色を楽しむことができる。室内では、浮遊感を感じさせる間接照明が、上質な非日常空間を演出している。155㎡の広さを持つ「プレミアムSORAスイートルーム」では、ハイグレードな空間とサービスを提供。リビングスペース、キッチン・ダイニングスペースもあり、グループでのパーティーなどにも利用できる。
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プレミアムSORAスイート
客室

155㎡の広さを持つ「プレミアムSORA
スイートルーム」では、ハイグレードな
空間とサービスを提供。リビングスペー
ス、キッチン・ダイニングスペースもあり、
グループでのパーティーなどにも利用
できる。

プレミアムSORAスイート
寝室

壁一面の窓から、外の景色を楽しむこ
とができる。室内では、浮遊感を感じ
させる間接照明が、上質な非日常空
間を演出している。

スカイスイート
（アウトビューバス）
客室

「スカイスイート」は、和の意匠を取り込
んだ落ち着きのある空間。壁・床材か
ら家具など、細部までこだわり、上質さ
を醸成している。

スカイスイート
（アウトビューバス）
水まわり

2⼈同時使用もできる広 と々した洗面
コーナーと、明るい光が差し込み開放
感のあるアウトビュータイプのバスルー
ム。

スカイスイート
（アウトビューバス）
バスルーム

アウトビューバスでは、上質な空間の
中で、外の景色を眺めながら、ゆっくり
と入浴を楽しむことができる。

スカイスイート
客室

スイートルームには、プロジェクターが
完備され、ホテルでの滞在時間をゆっ
くりと楽しめるエンターテインメントへの
配慮もなされている。

フロント 地上11Fにある広 と々した「The358 
SORA」のフロントでは、チェックインの
際に全面ガラス張りの窓に広がる博
多湾の大パノラマを一望することがで
きる。

プレミアムSORAスイート
キッチン・ダイニング
スペース

プレミアムSORAスイートのみに備えて
いるキッチン・ダイニングスペース。石
の天板や特徴的なデザインの水栓な
ど、高級感のある設えとなっている。

プレミアムSORAスイート
洗面コーナー

一面の窓から明るい光が差し込む、
眺望のよい洗面コーナー。洗練された
洗面空間には、シャープなエッジが特
徴的なベッセル式洗面器と、究極の薄
さを実現したシングルレバー水栓「ZL
シリーズ」を採用している。

プレミアムSORAスイート
バスルーム

浴室の出入口は全面ガラス貼りで、
開放感のあるバスルーム。2つの吐水
モードが楽しめるシャワーバーを備え、
シャワー浴も充実。浴室用水栓は、洗
面コーナーとデザインをあわせ、空間
の統一感を図っている。

プレミアムSORAスイート
トイレ

トイレは、優美なデザインと最先端の
機能が融合したウォシュレット一体形
便器ネオレストRHと、大便器のデザイ
ンともマッチする自然な丸みを持つ手
洗器を採用。ワンランク上の上質な空
間を演出している。

外観 福岡市の将来をリードする先進的モ
デルとして都市づくりを進めているアイ
ランドシティの中に立地。ホテルのシン
ボルマークは、3・5・8を90度回転させ、
温もりある手書きで、「⼈と⼈との触れ
合い」を表現している。

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


「モダンジャパニーズプレミアム」は、靴を脱いでゆっくりくつろぐことができる、畳敷きの小上がりが付いた和洋室タイプの客室。最大5名まで宿泊が可能。バスルームは、手すりを要所に備えた、1628サイズのユニットバスを採用。大便器まわりには、手すりや座った姿勢をサポートする背もたれを設置。洗面器の下には車いす使用者の膝が入るスペースを確保している。「ユニバーサルルーム」では、車いすでの回転が可能な広 と々したスペースを確保した。バスルームの出入口は広い開口幅で段差がなく、車いすでの出入りがしやすい3枚引戸を採用している。「スカイツイン」の客室は、タイプごとに機器や配置を変更。洗面には、アンダーカウンター式洗面器を採用し、アメニティは専用木箱入りで、おもてなし感を演出している。

モノトーンを基調とした、心落ち着く空間。鏡裏の間接照明がアクセントとなっている。 大判のタイル仕上げで高級感のある浴室。トイレは、パブリック向けウォシュレット一体形便器に、スタイリッシュなスティックリモコンをセットしている。

眺望のよい10Fにある大浴場「天空-TENKU-」。サウナや露天風呂も完備し、ゆっくりと疲れを癒し、活力をチャージできる施設となっている。各客室のコンセプトにあわせて、水まわりの内装デザインにも趣向を凝らしている。客室全体を通して、そのコンセプトにこだわった空間づくりを行っている。ファミリースイートは「プリンセス」「アスレチック」「グランピング」「ゴルフサーキット」など、７つの異なるコンセプトで演出された客室。それぞれの世界観に没入し、子どもから大⼈まで楽しめる特別な空間。客室コンセプトの「モダンジャパニーズ」を表現する内装デザインとマッチさせた水まわり。ベッセル式洗面器とシンプルなデザインの水栓金具が、和モダンな空間を演出している。

浴室は、洗い場付きでゆっくりと入浴ができる1418サイズのユニットバスを採用。トイレは、ローシルエットで空間にゆとりが生まれるパブリック向けウォシュレット一体形便器。「デラックスツイン」は、洗面器をベッドルーム側に配置したレイアウト。カウンターも広く確保、スキンケア用品なども置きやすい。入浴時は、浴室入口側に設置したスクリーンを降ろして、着脱衣の目隠しができる。
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デラックスツイン
客室

「デラックスツイン」は、洗面器をベッド
ルーム側に配置したレイアウト。カウン
ターも広く確保、スキンケア用品なども
置きやすい。入浴時は、浴室入口側に
設置したスクリーンを降ろして、着脱衣
の目隠しができる。

デラックスツイン
バスルーム・トイレ

浴室は、洗い場付きでゆっくりと入浴
ができる1418サイズのユニットバスを
採用。トイレは、ローシルエットで空間
にゆとりが生まれるパブリック向けウォ
シュレット一体形便器。

モダンジャパニーズ
プレミアム
水まわり

客室コンセプトの「モダンジャパニー
ズ」を表現する内装デザインとマッチ
させた水まわり。ベッセル式洗面器とシ
ンプルなデザインの水栓金具が、和モ
ダンな空間を演出している。

ファミリースイート
客室

ファミリースイートは「プリンセス」「アス
レチック」「グランピング」「ゴルフサー
キット」など、７つの異なるコンセプトで
演出された客室。それぞれの世界観
に没入し、子どもから大⼈まで楽しめ
る特別な空間。

ファミリースイート
水まわり

各客室のコンセプトにあわせて、水ま
わりの内装デザインにも趣向を凝らし
ている。客室全体を通して、そのコン
セプトにこだわった空間づくりを行って
いる。

リラクゼーションエリア
大浴場

眺望のよい10Fにある大浴場「天空
-TENKU-」。サウナや露天風呂も
完備し、ゆっくりと疲れを癒し、活力を
チャージできる施設となっている。

スカイスイート
バスルーム・トイレ

大判のタイル仕上げで高級感のある
浴室。トイレは、パブリック向けウォシュ
レット一体形便器に、スタイリッシュなス
ティックリモコンをセットしている。

スカイスイート
洗面コーナー

モノトーンを基調とした、心落ち着く
空間。鏡裏の間接照明がアクセントと
なっている。

スカイツイン
客室

「スカイツイン」の客室は、タイプごとに
機器や配置を変更。洗面には、アン
ダーカウンター式洗面器を採用し、ア
メニティは専用木箱入りで、おもてなし
感を演出している。

ユニバーサルルーム
客室

「ユニバーサルルーム」では、車いす
での回転が可能な広 と々したスペー
スを確保した。バスルームの出入口は
広い開口幅で段差がなく、車いすで
の出入りがしやすい3枚引戸を採用し
ている。

ユニバーサルルーム
バスルーム

バスルームは、手すりを要所に備えた、
1628サイズのユニットバスを採用。大
便器まわりには、手すりや座った姿勢
をサポートする背もたれを設置。洗面
器の下には車いす使用者の膝が入る
スペースを確保している。

モダンジャパニーズ
プレミアム
客室

「モダンジャパニーズプレミアム」は、靴
を脱いでゆっくりくつろぐことができる、
畳敷きの小上がりが付いた和洋室タ
イプの客室。最大5名まで宿泊が可
能。

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


建築概要
名称 The358 SORA
所在地 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-5
施主 福岡アイランドシティ特定目的会社
設計 株式会社梓設計
施工 大和ハウス工業株式会社
竣工年月 2020年9月
敷地面積 75,131.08㎡
建築面積 2,962.09㎡
延床面積 20,702.26㎡
構造・階数 鉄骨造・地上11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RH：CES9768特
パブリック向けウォシュレット一体形便器：CES特
ウォシュレット一体形便器GG：CES特
自動洗浄小便器：UFS900*
ハイドロセラ・フロアPU：AB690*
小便器用手すり：T113BU22
洗面器：LS915、LS916、LS722C、LS717CM、L505
手洗器：LS901
水栓金具：TLP02305JA
台付自動水栓：TENA12*
自動水石けん供給栓：TLK02S01J
コンパクト多機能トイレパック：UADAY21R2A1ADD2WA
ベビーシート：YKA25系
ベビーチェア：YKA15系
フィッティングボード：YKA41系
インテリア・バー：YHR86M*
フック：YKH22
ホテル向けユニット EDシリーズ：EDV1418系、EDV1416系
ホテル向けユニット ENシリーズ： ENV系

水まわりの特長
建物の特徴
新ブランドホテル「The358（サンゴハチ）」は、福岡市東区の⼈工島アイランドシティの複合施設「island eye（アイランド アイ）」を構成する施設のひとつとして開業された。ファミリーやグループ向けの「SORA」とビジネス向けの「UMI」の2つのブランドが1つのホテルの中に存在する新しいホテル。ホテル名の「358」という数字には、「お客様と私たちホテル」の2つの存在が足されることで、全方向（360度）に無限の広がりが生まれるという意味が込められている。「The358 SORA（ソラ）」では、「特別な日に、特別なあの⼈と」をコンセプトに、溢れるホスピタリティと開放感に満ちた客室、海と空の眺望など、九州・福岡のすばらしさを世界に拡げる、非日常のおもてなし空間を堪能させてくれる。

水まわりの特長
和室、和洋室、洋室と趣のある客室は9タイプ・159室（ユニバーサルルーム以外）。すべてのバスルーム・洗面・トイレはセパレートタイプとなっており、複数⼈数での利用にも配慮されている。スタイリッシュなデザインのベッセル式洗面器や水栓金具、ウォシュレット一体形便器を採用。それぞれの客室のコンセプトを体現するデザイン性にもこだわった水まわり空間となっている。また、ホテル10Fのリラクゼーションエリアには、大浴場（天空）をはじめ、外の景色を見ながらリラックスできる露天風呂付大浴場や貸し切り風呂、ラウンジスペース、博多湾を一望できる屋外デッキなどが用意されており、日常から解放されてくつろぐことができる。

手すりやベビーチェア、フィッティングボードを設置した大便器ブースや、上下2段の棚を設けて、手荷物に配慮したスタイリングコーナーなど、さまざまな利用者へ配慮している。 フロア9F、定員2～4名、広さ64m²スタイリッシュなデザインのベッセル式洗面器には、非接触で手洗いができる自動水栓と自動水石けん供給栓（オートソープディスペンサー）をセットし、衛生的な手洗い空間を実現している。

仕切りを設け、プライバシーに配慮した洗い場には、節水と心地よさを両立したエアインシャワーを採用。また、脱衣室には椅子を用意し、座ってゆっくり身づくろいができる。

車いす使用者やオストメイト、お子様連れなど、さまざまな利用者に対応できる設備を完備している。 フロア2～8F、定員2～4名、広さ29m²シックな色合いと間接照明が印象的な空間。プライバシーに配慮し、小便器の間に仕切りを設けている。床の清掃性に優れた壁掛小便器の足元には尿の飛散によるにおいや汚れを軽減するハイドロセラ・フロアPUを設置。

10Fには、博多湾を一望できる露天風呂や広 と々した貸し切り風呂、入浴後にゆっくりとくつろげるラウンジスペース、屋外デッキなどの施設が満載。宿泊客はだれでも利用でき、ホテルステイが存分に楽しめる。 フロア9F、定員2～4名、広さ155㎡
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プレミアムSORAスイート 
図面

フロア9F、定員2～4名、広さ155㎡リラクゼーションエリア
その他

10Fには、博多湾を一望できる露天風
呂や広 と々した貸し切り風呂、入浴後
にゆっくりとくつろげるラウンジスペー
ス、屋外デッキなどの施設が満載。宿
泊客はだれでも利用でき、ホテルステ
イが存分に楽しめる。

フロント 男性トイレ シックな色合いと間接照明が印象的
な空間。プライバシーに配慮し、小便
器の間に仕切りを設けている。床の清
掃性に優れた壁掛小便器の足元に
は尿の飛散によるにおいや汚れを軽
減するハイドロセラ・フロアPUを設置。

デラックスツイン 図面 フロア2～8F、定員2～4名、広さ29m²フロント 多機能トイレ 車いす使用者やオストメイト、お子様
連れなど、さまざまな利用者に対応で
きる設備を完備している。

リラクゼーションエリア
大浴場

仕切りを設け、プライバシーに配慮し
た洗い場には、節水と心地よさを両立
したエアインシャワーを採用。また、脱
衣室には椅子を用意し、座ってゆっくり
身づくろいができる。

フロント 女性トイレ スタイリッシュなデザインのベッセル式
洗面器には、非接触で手洗いがで
きる自動水栓と自動水石けん供給栓

（オートソープディスペンサー）をセット
し、衛生的な手洗い空間を実現して
いる。

スカイスイート
（アウトビューバス ）図面

フロア9F、定員2～4名、広さ64m²フロント 女性トイレ 手すりやベビーチェア、フィッティング
ボードを設置した大便器ブースや、上
下2段の棚を設けて、手荷物に配慮し
たスタイリングコーナーなど、さまざまな
利用者へ配慮している。

水まわりの特長
建物の特徴
新ブランドホテル「The358（サンゴハチ）」は、福岡市東区の⼈工島アイランドシ
ティの複合施設「island eye（アイランド アイ）」を構成する施設のひとつとして開
業された。ファミリーやグループ向けの「SORA」とビジネス向けの「UMI」の2つ
のブランドが1つのホテルの中に存在する新しいホテル。ホテル名の「358」という
数字には、「お客様と私たちホテル」の2つの存在が足されることで、全方向（360
度）に無限の広がりが生まれるという意味が込められている。「The358 SORA（ソ
ラ）」では、「特別な日に、特別なあの⼈と」をコンセプトに、溢れるホスピタリティと開
放感に満ちた客室、海と空の眺望など、九州・福岡のすばらしさを世界に拡げる、
非日常のおもてなし空間を堪能させてくれる。

水まわりの特長
和室、和洋室、洋室と趣のある客室は9タイプ・159室（ユニバーサルルーム以外）。
すべてのバスルーム・洗面・トイレはセパレートタイプとなっており、複数⼈数での利
用にも配慮されている。スタイリッシュなデザインのベッセル式洗面器や水栓金具、
ウォシュレット一体形便器を採用。それぞれの客室のコンセプトを体現するデザイ
ン性にもこだわった水まわり空間となっている。また、ホテル10Fのリラクゼーションエ
リアには、大浴場（天空）をはじめ、外の景色を見ながらリラックスできる露天風呂
付大浴場や貸し切り風呂、ラウンジスペース、博多湾を一望できる屋外デッキなど
が用意されており、日常から解放されてくつろぐことができる。

建築概要
名称 The358 SORA
所在地 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-5
施主 福岡アイランドシティ特定目的会社
設計 株式会社梓設計
施工 大和ハウス工業株式会社
竣工年月 2020年9月
敷地面積 75,131.08㎡
建築面積 2,962.09㎡
延床面積 20,702.26㎡
構造・階数 鉄骨造・地上11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RH：CES9768特
パブリック向けウォシュレット一体形便器：CES特
ウォシュレット一体形便器GG：CES特
自動洗浄小便器：UFS900*
ハイドロセラ・フロアPU：AB690*
小便器用手すり：T113BU22
洗面器：LS915、LS916、LS722C、LS717CM、L505
手洗器：LS901
水栓金具：TLP02305JA
台付自動水栓：TENA12*
自動水石けん供給栓：TLK02S01J
コンパクト多機能トイレパック：UADAY21R2A1ADD2WA
ベビーシート：YKA25系
ベビーチェア：YKA15系
フィッティングボード：YKA41系
インテリア・バー：YHR86M*
フック：YKH22
ホテル向けユニット EDシリーズ：EDV1418系、EDV1416系
ホテル向けユニット ENシリーズ： ENV系

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

