
福岡市アイランドシティの中に立地する新ブランドホテル「The358（ザ サンゴハチ）」。ホテルのシンボルマークは、3･5･8を90度回転させ、温もりのある手書きで、「人と人との触れ合い」を表現している。

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。全面バリアフリーを特徴とする「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。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。4人分のコップやアメニティが置けるカウンター付きのユニットバスルーム。シャワーは快適な浴び心地と節水を両立するエアインシャワーを採用。浴槽の出入りをサポートする手すりも設置している。最大4名での利用が可能な「デラックス4」。シングルサイズの2段ベッドを備え、家族・グループ、遠征での団体客など大人数利用に対応。

広さ32㎡の「デラックスツイン」。ひろびろとした空間にダブルベッドとソファーベッドを備え、最大4名での利用が可能なゆとりのあるくつろぎの空間。

鏡裏の間接照明が印象的な洗面コーナー。ベッセル式の洗面器には、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。1Fロビーフロアのトイレ。ホテルの空間意匠にあわせたシンプルでスタイリッシュなサイン。シンク、冷蔵庫、電子レンジを完備したスタイリッシュな水まわり。1418サイズのゆったりとしたバスルームとあわせて、くつろぎの時間を過ごせる。最大3名までの利用が可能な「スタイリッシュダブルルーム」。一部に、出張など長期滞在のお客様に配慮したシンク付きの仕様（2名利用）も用意されている。

バスルームの入口は、ドア幅900mm（有効開口776mm）を確保し、車いす使用者が出入りしやすい仕様。トイレや浴槽まわりの要所に手すりも設置している。「デラックスツイン」のうち3室はセミユニバーサルルームとなっており、バスルーム前もゆとりのあるスペースが確保されている。
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デラックスツイン 客室 「デラックスツイン」のうち3室はセミユ
ニバーサルルームとなっており、バス
ルーム前もゆとりのあるスペースが確
保されている。

デラックスツイン 水まわり バスルームの入口は、ドア幅900mm
（有効開口776mm）を確保し、車い
す使用者が出入りしやすい仕様。トイ
レや浴槽まわりの要所に手すりも設置
している。

スタイリッシュダブル 
シンク付き 客室

最大3名までの利用が可能な「スタイ
リッシュダブルルーム」。一部に、出張
など長期滞在のお客様に配慮したシ
ンク付きの仕様（2名利用）も用意され
ている。

スタイリッシュダブル 
シンク付き 水まわり

シンク、冷蔵庫、電子レンジを完備した
スタイリッシュな水まわり。1418サイズ
のゆったりとしたバスルームとあわせ
て、くつろぎの時間を過ごせる。

ロビーフロア トイレ入口 1Fロビーフロアのトイレ。ホテルの空間
意匠にあわせたシンプルでスタイリッ
シュなサイン。

ロビーフロア 女性トイレ
洗面コーナー

鏡裏の間接照明が印象的な洗面
コーナー。ベッセル式の洗面器には、
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。

デラックスツイン 客室 広さ32㎡の「デラックスツイン」。ひろび
ろとした空間にダブルベッドとソファー
ベッドを備え、最大4名での利用が可
能なゆとりのあるくつろぎの空間。

デラックス４ 客室 最大4名での利用が可能な「デラック
ス4」。シングルサイズの2段ベッドを備
え、家族・グループ、遠征での団体客な
ど大人数利用に対応。

デラックス４ 水まわり 4人分のコップやアメニティが置ける
カウンター付きのユニットバスルーム。
シャワーは快適な浴び心地と節水を
両立するエアインシャワーを採用。浴
槽の出入りをサポートする手すりも設
置している。

ユニバーサルルーム
客室

全面バリアフリーを特徴とする「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。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
水まわり

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。

外観 福岡市アイランドシティの中に立地す
る新ブランドホテル「The358（ザ サ
ンゴハチ）」。ホテルのシンボルマーク
は、3･5･8を90度回転させ、温もりのあ
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/


建築概要
名称 The358 UMI
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
パブリック向けウォシュレット一体形便器（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）：
CES特
ホテル向け ウォシュレット一体形便器：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：LS717CM
コンパクト多機能トイレパック：UADAY21L2A1ADD2WA
収納式多目的シート：EWC520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*
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（ザ 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。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。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 UMI（ウミ）」は、2021（令和３)年春、先にオープンしたSORAに続き、グランドオープン。都会の喧騒から離れてゆっくりと過ごすことができ、海が近くにある都市と自然の共存が創り出す開放感の中、福岡の優しい風土が織りなすおもてなしを堪能させてくれる。

客室・水まわりの特長
「The358 UMI（ウミ）」には、ビジネスから団体利用までさまざまなニーズに応えられる客室を用意。ビジネスホテルとしては広めの21㎡以上、全199室を用意（ユニバーサルルーム以外）。利用人数によっては、貸切フロアの対応も可能となっている。また全面バリアフリー仕様のユニバーサルルームのほかに、一般客室にもユニットバスの入口開口を広く確保した客室も用意されている。ホテル10Fでは、パノラマビューの浴槽でゆっくりとくつろげる大浴場「大海」や湯上がりにもリラックスできる開放感のある吹き抜けの「UMIバルコニー」、ライブラリースペースなどで日常から解放された、上質な時を満喫することができる。

フロア2F、定員2名、広さ38㎡眺望のよい10Fにある大浴場「大海」。パノラマビューの広 と々した浴槽から目の前に広がるアイランドシティ福岡の景色を眺め、ゆっくりと心身をリフレッシュできる。1Fのロビーフロアには、車いす使用者や大型ベッド使用者、オストメイトなど、さまざまな利用者に対応できる設備を完備した多機能トイレが設けられている。

手すりやベビーチェアなどを設置した大便器ブースを男女トイレそれぞれに備え、さまざまな利用者へ配慮。洗浄ボタンとウォシュレットのリモコンは乾電池交換が不要な自己発電タイプのエコリモコンを採用している。 シックな色合いで落ち着いた印象の空間。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。大便器はローシルエットで空間にゆとりを感じさせるウォシュレット一体形便器を採用。

フロア7F、定員2名、21㎡椅子を用意し、座ってゆっくり身づくろいができる脱衣室の洗面コーナー。非接触で吐水・止水ができる自動水栓で、衛生性と節水を実現している。広 と々した洗い場には、個別に仕切りを設け、プライバシーに配慮した。立ったまま利用できるシャワーブースも用意している。

フロア2F、定員最大4名、広さ32㎡
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デラックスツイン図面 フロア2F、定員最大4名、広さ32㎡

大浴場 広 と々した洗い場には、個別に仕切り
を設け、プライバシーに配慮した。立っ
たまま利用できるシャワーブースも用意
している。

大浴場 椅子を用意し、座ってゆっくり身づくろ
いができる脱衣室の洗面コーナー。非
接触で吐水・止水ができる自動水栓
で、衛生性と節水を実現している。

スタイリッシュダブル 
シンク付き 図面

フロア7F、定員2名、21㎡

ロビーフロア 男性トイレ シックな色合いで落ち着いた印象の
空間。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。大便器はロー
シルエットで空間にゆとりを感じさせる
ウォシュレット一体形便器を採用。

ロビーフロア 女性トイレ
大便器ブース

手すりやベビーチェアなどを設置した
大便器ブースを男女トイレそれぞれに
備え、さまざまな利用者へ配慮。洗浄
ボタンとウォシュレットのリモコンは乾電
池交換が不要な自己発電タイプのエ
コリモコンを採用している。

ロビーフロア 
多機能トイレ

1Fのロビーフロアには、車いす使用者
や大型ベッド使用者、オストメイトなど、
さまざまな利用者に対応できる設備を
完備した多機能トイレが設けられてい
る。

大浴場 眺望のよい10Fにある大浴場「大
海」。パノラマビューの広 と々した浴槽
から目の前に広がるアイランドシティ福
岡の景色を眺め、ゆっくりと心身をリフ
レッシュできる。

ユニバーサルルーム
図面

フロア2F、定員2名、広さ38㎡

水まわりの特長
建物の特徴
新ブランドホテル「The358（ザ 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。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。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 UMI（ウミ）」は、2021（令和３)年春、先に
オープンしたSORAに続き、グランドオープン。都会の喧騒から離れてゆっくりと過
ごすことができ、海が近くにある都市と自然の共存が創り出す開放感の中、福岡
の優しい風土が織りなすおもてなしを堪能させてくれる。

客室・水まわりの特長
「The358 UMI（ウミ）」には、ビジネスから団体利用までさまざまなニーズに応えら
れる客室を用意。ビジネスホテルとしては広めの21㎡以上、全199室を用意（ユニ
バーサルルーム以外）。利用人数によっては、貸切フロアの対応も可能となってい
る。また全面バリアフリー仕様のユニバーサルルームのほかに、一般客室にもユ
ニットバスの入口開口を広く確保した客室も用意されている。ホテル10Fでは、パノ
ラマビューの浴槽でゆっくりとくつろげる大浴場「大海」や湯上がりにもリラックスで
きる開放感のある吹き抜けの「UMIバルコニー」、ライブラリースペースなどで日常
から解放された、上質な時を満喫することができる。
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