
「アミュプラザくまもと」は、JR熊本駅直結の大型複合施設。熊本城とともに「平成28年（2016年）熊本地震」復興のシンボルとして、2021（令和3）年4月に開業した。熊本城の黒を想起させる、外観意匠となっている。

2～7Fまでのトイレはエレベーターホール前にあり、休憩と情報発信、各階へのアクセスが一体し、わかりやすい配置となっている。トイレの色彩や素材感は、各階ごとのコンセプトから抽出して変えている。コンパクトオストメイトパックの近くには、手荷物を掛けるフックやフィッティングボード、姿見を設置し、利用者の使いやすさに配慮している。車いす使用者やお子様連れ、オストメイト、大型ベッド使用者など、さまざまな利用者に対応できる設備を完備している。プライバシーに配慮して、小便器の間に仕切りを設けた小便器コーナー。低リップタイプの壁掛型の自動洗浄小便器と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を設置し、床の清掃性に配慮している。

ホワイトとダークブラウンの組み合わせで落ち着きと清潔感のある空間に仕上がっている。大便器ブースは、壁と扉色のコントラストにより、空き状況がわかりやすいよう配慮している。

個別鏡と大型鏡、2つのタイプの鏡を用意したパウダーコーナ。個別鏡タイプのカウンターは、大きめの手荷物も置けるよう奥行きを広めに確保し、さらにコンセントも完備している。熊本の「水」を象徴的に表現するため、水と触れる手洗いを“現代風井戸端手洗い”として中央に配置し、流れる水の光と自然な風合いを志向した手洗い空間。小便器コーナーと大便器コーナーには、手すりを設置し、訪れるすべての利用者が安心できるよう配慮している。ミディアムブラウンを基調とし、黒をアクセントにした落ち着いた空間。アイランドタイプの洗面コーナーは、大便器ブースの空き状況がひと目で見渡せるよう配慮されている。

スタンディングタイプのパウダーコーナーには、顔映りがよく、お化粧直しがしやすい照明付きの個別鏡を設置。ブティックのように、全身チェックできる大型ミラーの配置が、効果的に上質な空間を演出している。 すべての男女各トイレには、ベビーカーごと入れるひろびろブースを設置。ベビーシート、フィッティングボードなどを備え、来店が多く予測されるお子様連れに、きめ細やかな配慮が施されている。

アミュプラザくまもと

jp.toto.com/com-et/jirei/ 2021.11 作成　無断複製・転載禁止 ©TOTO LTD. 2021 All Rights Reserved 22299　1/3

アミュプラザくまもと

1F女性トイレ 
ひろびろブース

すべての男女各トイレには、ベビー
カーごと入れるひろびろブースを設
置。ベビーシート、フィッティングボードな
どを備え、来店が多く予測されるお子
様連れに、きめ細やかな配慮が施され
ている。

1F女性トイレ 
パウダーコーナー

スタンディングタイプのパウダーコー
ナーには、顔映りがよく、お化粧直しが
しやすい照明付きの個別鏡を設置。
ブティックのように、全身チェックできる
大型ミラーの配置が、効果的に上質
な空間を演出している。

2F女性トイレ ミディアムブラウンを基調とし、黒をアク
セントにした落ち着いた空間。アイラ
ンドタイプの洗面コーナーは、大便器
ブースの空き状況がひと目で見渡せる
よう配慮されている。

2F男性トイレ 小便器コーナーと大便器コーナーに
は、手すりを設置し、訪れるすべての
利用者が安心できるよう配慮してい
る。

3F女性トイレ 全体 熊本の「水」を象徴的に表現するた
め、水と触れる手洗いを“現代風井戸
端手洗い”として中央に配置し、流れ
る水の光と自然な風合いを志向した
手洗い空間。

3F女性トイレ 
パウダーコーナー

個別鏡と大型鏡、2つのタイプの鏡を
用意したパウダーコーナ。個別鏡タイ
プのカウンターは、大きめの手荷物も
置けるよう奥行きを広めに確保し、さら
にコンセントも完備している。

1F女性トイレ 全体 ホワイトとダークブラウンの組み合わせ
で落ち着きと清潔感のある空間に仕
上がっている。大便器ブースは、壁と
扉色のコントラストにより、空き状況が
わかりやすいよう配慮している。

1F男性トイレ 
小便器コーナー

プライバシーに配慮して、小便器の間
に仕切りを設けた小便器コーナー。低
リップタイプの壁掛型の自動洗浄小
便器と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
設置し、床の清掃性に配慮している。

1F多機能トイレ 車いす使用者やお子様連れ、オストメ
イト、大型ベッド使用者など、さまざまな
利用者に対応できる設備を完備して
いる。

1F多機能トイレ コンパクトオストメイトパックの近くには、
手荷物を掛けるフックやフィッティング
ボード、姿見を設置し、利用者の使い
やすさに配慮している。

2Fトイレ入口 2～7Fまでのトイレはエレベーターホー
ル前にあり、休憩と情報発信、各階へ
のアクセスが一体し、わかりやすい配
置となっている。トイレの色彩や素材
感は、各階ごとのコンセプトから抽出し
て変えている。

外観 「アミュプラザくまもと」は、JR熊本駅
直結の大型複合施設。熊本城とともに

「平成28年（2016年）熊本地震」復
興のシンボルとして、2021（令和3）年
4月に開業した。熊本城の黒を想起さ
せる、外観意匠となっている。

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


顔映りのよい照明配慮を施したスタンディングタイプのパウダーコーナー。天井近くまである大型の鏡を設置し、全身の身繕いチェックも可能。ブロックを組み合わせたような楽しい印象のアイランドタイプの洗面コーナー。洗面カウンター下とカウンターより高い位置に荷物が置けるスペースを確保し、手洗いのしやすさに配慮している。レストランやキッズ関連のショップで構成される6Fトイレ。明るいイエローの色調と曲線の壁面で、ワクワク感がさらに高揚する。授乳室は自動ドアで仕切られ、女性専用となっている。授乳コーナーには、保護者が子どもとゆったりと腰掛けられるソファを用意。

ヘリンボーン貼りの床とデザイン性のある照明、グレイッシュなグリーンの壁が空間をまとめる、おしゃれなインテリア。洗面カウンターより高い位置に荷物棚を設置し水濡れに配慮している。 優美な時が過ごせる空間には、休憩しながらお化粧直し、親子で並んで一緒に、個別にゆったりなど、さまざまなシーンにあわせて選べる4つのコーナーを用意した。

子どもたちの年齢やスケールにあわせたトイレ設備を整備。星型の照明が、曲線を生かした空間を、楽しく演出している。おむつ替えスペースや授乳室、キッズトイレなどを備えた「ファミリーコーナー」。曲線を用いたデザインと温かみのある色合い、ゆとりのスペースで、家族みんなでゆっくり過ごせる空間となっている。小便器と同様、大便器も床面の清掃性にすぐれた壁掛型を採用し、清潔で快適な空間を実現している。洗浄ボタンとウォシュレットのリモコンは、大きなボタンで使い方がわかりやすいエコリモコンを採用。洗面器コーナーには、お子様が自分で手洗い行為が行えるように、カウンターの高さを低くしたものを1ヶ所設置。お子様用の洗面カウンターにも、高さにあわせて鏡を低く設置している。

1～7Fの商業施設フロアのうち、3F・5～7Fに授乳室と子供用トイレを設置し、乳幼児連れの方が快適に過ごせるよう配慮されている。洗面カウンター下のほかに、大きな手荷物や旅行カバンなどが置ける大きめの手荷物棚をカウンター横にも設置。小便器のライニングも、手荷物が置きやすい高さに設定されている。
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4F男性トイレ 洗面カウンター下のほかに、大きな手
荷物や旅行カバンなどが置ける大き
めの手荷物棚をカウンター横にも設
置。小便器のライニングも、手荷物が
置きやすい高さに設定されている。

5Fファミリーコーナー 1～7Fの商業施設フロアのうち、3F・5
～7Fに授乳室と子供用トイレを設置
し、乳幼児連れの方が快適に過ごせ
るよう配慮されている。

6F男性トイレ 全体 洗面器コーナーには、お子様が自分
で手洗い行為が行えるように、カウン
ターの高さを低くしたものを1ヶ所設
置。お子様用の洗面カウンターにも、高
さにあわせて鏡を低く設置している。

6F男性トイレ 
小便器・大便器コーナー

小便器と同様、大便器も床面の清掃
性にすぐれた壁掛型を採用し、清潔
で快適な空間を実現している。洗浄ボ
タンとウォシュレットのリモコンは、大きな
ボタンで使い方がわかりやすいエコリ
モコンを採用。

6Fファミリーコーナー おむつ替えスペースや授乳室、キッ
ズトイレなどを備えた「ファミリーコー
ナー」。曲線を用いたデザインと温か
みのある色合い、ゆとりのスペースで、
家族みんなでゆっくり過ごせる空間と
なっている。

6Fキッズトイレ 子どもたちの年齢やスケールにあわせ
たトイレ設備を整備。星型の照明が、
曲線を生かした空間を、楽しく演出し
ている。

4F女性トイレ 
パウダールーム

優美な時が過ごせる空間には、休憩
しながらお化粧直し、親子で並んで
一緒に、個別にゆったりなど、さまざま
なシーンにあわせて選べる4つのコー
ナーを用意した。

4F女性トイレ 全体 ヘリンボーン貼りの床とデザイン性の
ある照明、グレイッシュなグリーンの壁
が空間をまとめる、おしゃれなインテリ
ア。洗面カウンターより高い位置に荷
物棚を設置し水濡れに配慮している。

5F授乳室 授乳室は自動ドアで仕切られ、女性
専用となっている。授乳コーナーには、
保護者が子どもとゆったりと腰掛けら
れるソファを用意。

6Fトイレ入口 レストランやキッズ関連のショップで構
成される6Fトイレ。明るいイエローの
色調と曲線の壁面で、ワクワク感がさ
らに高揚する。

6F女性トイレ 全体 ブロックを組み合わせたような楽しい
印象のアイランドタイプの洗面コー
ナー。洗面カウンター下とカウンターよ
り高い位置に荷物が置けるスペース
を確保し、手洗いのしやすさに配慮し
ている。

6F女性トイレ 
パウダーコーナー

顔映りのよい照明配慮を施したスタン
ディングタイプのパウダーコーナー。天
井近くまである大型の鏡を設置し、全
身の身繕いチェックも可能。
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建築概要
名称 アミュプラザくまもと
所在地 熊本県熊本市西区春日3-15-26
施主 九州旅客鉄道株式会社
設計 株式会社日建設計
 有限会社 設計事務所ゴンドラ（1~7Fトイレ）
施工 株式会社大林組
竣工年月 2021年3月
敷地面積 19,945.97㎡
建築面積 13,869.09㎡
延床面積 86,292.46㎡
構造・階数 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造・地下1階、地上12階

おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット･フラッシュタンク式：UAXC3C系
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付エコリモコン）：TCF5534系
自動洗浄小便器：UFS900系
ハイドロセラ・フロアPU：AB690
洗面器：L505、L525系、L710系
コンパクトオストメイトパック：UAS8系
パブリック用折りたたみシート：EWC500RS
幼児用大便器：CS300B
幼児用暖房便座：TCF40
幼児用小便器：U310GY
ベビーチェア：YKA15S
ベビーシート：YKA25S
フィッティングボード：YKA41R

水まわりの特長
建物の特徴

「アミュプラザくまもと」は、熊本駅直結の駅ビル型大型複合施設・ファッションビル。JR九州が九州各都市に展開する商業施設「アミュプラザ」シリーズの中では7番目に展開され、博多駅にあるアミュプラザ博多に次ぐ規模を誇る。熊本の玄関口にあって、賑わいの核として期待されている。館内は、熊本の豊かな自然を感じられる滝と緑の立体庭園を特徴とし、「みんなの好きがあつまる。いろんな好きがみつかる」をコンセプトに、地域の方々が自慢できる「行きたくなる場所」をテーマにした店づくりを実施。さらに遊ぶ・憩う・学ぶといった多様なコンテンツを用意。熊本のカルチャー発信基地として、タイムリーな情報発信を行う。

トイレの特長
商業施設空間の各トイレは、派手なデザインで話題性をとる手法ではなく、シンプルかつ洗練された内装デザインで、普遍性と健やかな居心地を実現し、建築や商環境全体とも絶妙なバランスを持つ。年齢や性別、身体状況などを問わず、すべてのお客様に、いつでも快適に利用いただけるよう、1～7Fに12ヶ所のトイレを設置（2～6Fは中央と南側に2ヶ所ずつ、1Fと7Fは中央に1ヶ所） 。男・女トイレ、多機能トイレのほか、授乳室やおむつ替えコーナー、キッズトイレを備えたファミリーコーナーも用意されている。充実したパウダーコーナーをはじめ、手荷物やプライバシー、清掃性など細部への配慮も行い、「老若男女誰もが行きたくなる場所」という施設のコンセプトにふさわしい、こだわりのトイレが完成した。

「アミュプラザくまもと」を訪れるすべての方が安心してゆっくりと買い物を楽しめるよう、施設内の1Fから7Fすべての階に多機能トイレを設置している。落ち着いた木目調の仕切り板を小便器間に設置し、個室感を高め、プライバシーに配慮している。荷物配慮として、小便器1台に対して1個のフックを設置。

シックな色合いで整然とした印象のインテリア。洗面器は雁行に配置され、落ち着いた雰囲気の中にも躍動感を感じさせる空間に仕上がっている。

床から天井までの間仕切りで、個別感を高めた小便器コーナー。小便器の横にはフックと、キャリーバックも置けるスペースを確保し、手荷物に配慮している。ゆっくりとお化粧直しができるよう、隣との間隔を広めに確保したパウダーコーナー。傘などもかけられるフックのほか、キャリーバックなどを置けるスペースも確保。ひろびろブースも、余裕ある空間となっている。

隣人の視線が気にならないよう、仕切りを設けた個別感のあるパウダーコーナー。

アミュプラザくまもと
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4Fトイレ図面7F女性トイレ 
パウダーコーナー

隣人の視線が気にならないよう、仕切
りを設けた個別感のあるパウダーコー
ナー。

南側2～6F 女性トイレ ゆっくりとお化粧直しができるよう、隣
との間隔を広めに確保したパウダー
コーナー。傘などもかけられるフック
のほか、キャリーバックなどを置けるス
ペースも確保。ひろびろブースも、余裕
ある空間となっている。

7Fトイレ図面南側2～6F 男性トイレ 床から天井までの間仕切りで、個別感
を高めた小便器コーナー。小便器の
横にはフックと、キャリーバックも置ける
スペースを確保し、手荷物に配慮して
いる。

7F女性トイレ 全体 シックな色合いで整然とした印象のイ
ンテリア。洗面器は雁行に配置され、
落ち着いた雰囲気の中にも躍動感を
感じさせる空間に仕上がっている。

7F男性トイレ 落ち着いた木目調の仕切り板を小便
器間に設置し、個室感を高め、プライ
バシーに配慮している。荷物配慮とし
て、小便器1台に対して1個のフックを
設置。

6Fトイレ図面7F多機能トイレ 「アミュプラザくまもと」を訪れるすべて
の方が安心してゆっくりと買い物を楽
しめるよう、施設内の1Fから7Fすべ
ての階に多機能トイレを設置してい
る。

水まわりの特長
建物の特徴

「アミュプラザくまもと」は、熊本駅直結の駅ビル型大型複合施設・ファッションビル。
JR九州が九州各都市に展開する商業施設「アミュプラザ」シリーズの中では7番
目に展開され、博多駅にあるアミュプラザ博多に次ぐ規模を誇る。熊本の玄関口
にあって、賑わいの核として期待されている。館内は、熊本の豊かな自然を感じら
れる滝と緑の立体庭園を特徴とし、「みんなの好きがあつまる。いろんな好きがみ
つかる」をコンセプトに、地域の方々が自慢できる「行きたくなる場所」をテーマにし
た店づくりを実施。さらに遊ぶ・憩う・学ぶといった多様なコンテンツを用意。熊本の
カルチャー発信基地として、タイムリーな情報発信を行う。

トイレの特長
商業施設空間の各トイレは、派手なデザインで話題性をとる手法ではなく、シンプ
ルかつ洗練された内装デザインで、普遍性と健やかな居心地を実現し、建築や商
環境全体とも絶妙なバランスを持つ。年齢や性別、身体状況などを問わず、すべ
てのお客様に、いつでも快適に利用いただけるよう、1～7Fに12ヶ所のトイレを設
置（2～6Fは中央と南側に2ヶ所ずつ、1Fと7Fは中央に1ヶ所） 。男・女トイレ、多機
能トイレのほか、授乳室やおむつ替えコーナー、キッズトイレを備えたファミリーコー
ナーも用意されている。充実したパウダーコーナーをはじめ、手荷物やプライバ
シー、清掃性など細部への配慮も行い、「老若男女誰もが行きたくなる場所」とい
う施設のコンセプトにふさわしい、こだわりのトイレが完成した。

建築概要
名称 アミュプラザくまもと
所在地 熊本県熊本市西区春日3-15-26
施主 九州旅客鉄道株式会社
設計 株式会社日建設計
 有限会社 設計事務所ゴンドラ（1~7Fトイレ）
施工 株式会社大林組
竣工年月 2021年3月
敷地面積 19,945.97㎡
建築面積 13,869.09㎡
延床面積 86,292.46㎡
構造・階数 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造・地下1階、地上12階

おもなTOTO使用機器
壁掛大便器セット･フラッシュタンク式：UAXC3C系
ウォシュレットPS（擬音装置「音姫」付エコリモコン）：TCF5534系
自動洗浄小便器：UFS900系
ハイドロセラ・フロアPU：AB690
洗面器：L505、L525系、L710系
コンパクトオストメイトパック：UAS8系
パブリック用折りたたみシート：EWC500RS
幼児用大便器：CS300B
幼児用暖房便座：TCF40
幼児用小便器：U310GY
ベビーチェア：YKA15S
ベビーシート：YKA25S
フィッティングボード：YKA41R

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

