
2021（令和3）年、三重県の多気町に誕生した日本最大級の商業施設「VISON［ヴィソン］」。温浴施設や産直市場、レストランなど約70店が出店。「HOTEL VISON」と「旅籠ヴィソン」は、その宿泊施設となる。

2面の窓で仕切られたバスルームは、窓を開けると半露天での入浴を楽しむことができる。湯舟につかりながら大自然を感じられるビューバスタイプのバスルームとなっている。水まわりは、バスルーム、洗面、トイレをそれぞれ独立させて設置。窓から外光が差し込む、明るい空間となっている。36㎡の広 と々したテラスにはウッドテラスと屋外テラスを完備。また、バスルームの窓を開放すると、半露天の湯舟となり、入浴しながら大自然の息吹きを楽しむことができる。落ち着いた色合いでまとまった客室。大きな窓の先には、大自然を望むことができる36㎡という客室と同じ広さを持つ屋外テラスが完備されている。

斜面に建つHOTEL VISON ホテル棟の客室は、5タイプ全155室。多くの客室にはプライベートテラスを完備し、三重県多気の大自然を満喫することができる。

ロビー近くに設けられたバリアフリートイレ。車いす使用者やオストメイトなど、さまざまな身体状況に対応できる設備を完備している。床の清掃性や節水性に優れた、壁掛型の自動洗浄小便器を採用している。共用部トイレは、非接触での出入りを可能とするドアレスタイプを採用。大便器は、客室同様のウォシュレット一体形便器ネオレストAHにスティックリモコンを設置している。大便器は、シンプルなデザインのウォシュレット一体形便器ネオレストAHに、スタイリッシュなスティックリモコンを設置している。

ウォーターリビングの発想から生まれた水まわり。トイレは意匠性の高いウォシュレット一体形大便器ネオレストAHとスティックリモコン。バスルームには、雄大な景色が眺められる露天風呂とシャワーブースを設置。ベッドルームとリビングルームからなるスイートルーム。木の温かみを感じる室内は、広さは72㎡。

ヴィソン ホテルズ
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ヴィソン ホテルズ

HOTEL VISON 
ホテル棟 
露天風呂付
スイートルーム 客室

ベッドルームとリビングルームからなるス
イートルーム。木の温かみを感じる室
内は、広さは72㎡。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
露天風呂付
スイートルーム 水まわり

ウォーターリビングの発想から生まれ
た水まわり。トイレは意匠性の高いウォ
シュレット一体形大便器ネオレストAH
とスティックリモコン。バスルームには、
雄大な景色が眺められる露天風呂と
シャワーブースを設置。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
テラスツインルーム トイレ

大便器は、シンプルなデザインのウォ
シュレット一体形便器ネオレストAH
に、スタイリッシュなスティックリモコンを
設置している。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
共用部トイレ 
入口・女性トイレ

共用部トイレは、非接触での出入りを
可能とするドアレスタイプを採用。大便
器は、客室同様のウォシュレット一体
形便器ネオレストAHにスティックリモコ
ンを設置している。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
共用部トイレ 男性トイレ

床の清掃性や節水性に優れた、壁
掛型の自動洗浄小便器を採用してい
る。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
共用部トイレ 
バリアフリートイレ

ロビー近くに設けられたバリアフリート
イレ。車いす使用者やオストメイトな
ど、さまざまな身体状況に対応できる
設備を完備している。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
外観

斜面に建つHOTEL VISON ホテル
棟の客室は、5タイプ全155室。多くの
客室にはプライベートテラスを完備し、
三重県多気の大自然を満喫すること
ができる。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
テラスツインルーム 客室

落ち着いた色合いでまとまった客室。
大きな窓の先には、大自然を望むこと
ができる36㎡という客室と同じ広さを
持つ屋外テラスが完備されている。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
テラスツインルーム 
テラス

36㎡の広 と々したテラスにはウッドテラ
スと屋外テラスを完備。また、バスルー
ムの窓を開放すると、半露天の湯舟と
なり、入浴しながら大自然の息吹きを
楽しむことができる。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
テラスツインルーム 
水まわり

水まわりは、バスルーム、洗面、トイレを
それぞれ独立させて設置。窓から外
光が差し込む、明るい空間となってい
る。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
テラスツインルーム 
バスルーム

2面の窓で仕切られたバスルームは、
窓を開けると半露天での入浴を楽し
むことができる。湯舟につかりながら大
自然を感じられるビューバスタイプの
バスルームとなっている。

施設全体 2021（令和3）年、三重県の多気町
に誕生した日本最大級の商業施設

「VISON［ヴィソン］」。温浴施設や
産直市場、レストランなど約70店が出
店。「HOTEL VISON」と「旅籠ヴィソ
ン」は、その宿泊施設となる。

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


建築概要
名称 ヴィソン ホテルズ
所在地 三重県多気郡多気町ヴィソン672-1
施主 アクアイグニス多気ホテルアセット株式会社
 （HOTEL VISON ホテル棟・HOTEL VISON ヴィラ棟）
 合同会社三重故郷創成プロジェクト（旅籠 ヴィソン）
運営 ヴィソンホテルマネジメント株式会社
 （HOTEL VISON ホテル棟・HOTEL VISON ヴィラ棟）
 ヴィソン多気株式会社（旅籠 ヴィソン） 
設計 前田建設工業株式会社（HOTEL VISON ホテル棟）
 住友林業株式会社、株式会社ムービングアーキ
 （HOTEL VISON ヴィラ棟）
 株式会社アスカ総合設計（旅籠 ヴィソン）
施工 前田・北村建設工事共同企業体（HOTEL VISON ホテル棟）
 株式会社オオコーチ（HOTEL VISON ヴィラ棟）
 株式会社大藤工務店（旅籠 ヴィソン）
竣工年月 2021年7月
敷地面積 17,138.09㎡（HOTEL VISON ホテル棟）
 1,414.50㎡（HOTEL VISON ヴィラ棟）
 8,406.33㎡（旅籠 ヴィソン）
建築面積 9,097.39㎡（HOTEL VISON ホテル棟）
 627.28㎡（HOTEL VISON ヴィラ棟）
延床面積 12,127.76㎡（HOTEL VISON ホテル棟）
 544.31㎡（HOTEL VISON ヴィラ棟）
構造・階数 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造（HOTEL VISON ホテル棟）
 木造（HOTEL VISON ヴィラ棟・ 旅籠 ヴィソン）
 地上10階（HOTEL VISON ホテル棟）
 地上1階（HOTEL VISON ヴィラ 棟）
 地上2階（旅籠  ヴィソン）

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 ネオレストDH：CES9575系
自動洗浄小便器：UFS900系
壁掛ハイバック洗面器：LS135D
洗面器：LS721
水栓金具：TLS01302JA
コンパクトオストメイトパック：UAS81R系
浴室用水栓金具：TBW01003、TBW02018J
病院・高齢者施設向けユニット オクタゴンシリーズ：XRV1018UYX5LX

水まわりの特長
建物の特徴

「VISON［ヴィソン］」は、伊勢神宮や世界遺産熊野古道へのアクセスに便利な三重県の中央部、多気郡多気町に位置し、日本初認可の高速道路のスマートインターチェンジと直結した日本最大級の商業施設である。東京ドーム24個分の敷地には温浴施設、産直市場、レストラン、スウィーツエリア、オーガニック農園、木育施設など約70店が出店し、さらに宿泊施設として「ヴィソン ホテルズ」が開業。“野に遊び、野に学べ”をコンセプトに、心身と自然環境をつなぐ場を提供。テラスからの眺望が望めるホテル棟と、非日常が味わえる全室露天風呂付のヴィラ棟からなる「HOTEL VISON」。カジュアルな滞在向けの「旅籠（はたご）ヴィソン」。それぞれに個性的な魅力にあふれた宿泊施設が誕生した。

水まわりの特長
水まわりは、利用者の快適性や複数人での宿泊の際にもスムーズに利用できるよう配慮し、トイレ、浴室、洗面をセパレートに配置することを基本としている。大便器は、デザイン性と節水性に優れたウォシュレット一体形便器ネオレストAHやDHとスティックリモコンを採用し、落ち着きのある上質な空間を演出。さらに浴室は、それぞれの宿泊施設における客室タイプごとのコンセプトおよび仕様により異なる設えとなっており、その世界観を満喫させるようなバリエーションが用意されている。露天風呂や半露天風呂など景観を眺望できるビューバススタイルを多く備え、大自然を眺めながら非日常のバスタイムを満喫できる。

優しい照明で落ち着いた雰囲気のトイレ空間には、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DHを採用。トイレ内に手洗器も設置され、個室完結型の空間となっている。洗面とシャワーをガラスで仕切った水まわりは、趣のある壁タイルを揃え空間の繋がりを演出。シャワーブースには、快適なシャワー浴が楽しめるオーバーヘッドシャワーを採用。奥の扉は露天風呂へと繋がっている。

ハイエンドな滞在をかなえる全6棟のヴィラ棟は、各独立型で専用駐車場付きの完全なプライベート空間。建物は、周囲の環境に溶け込むよう黒く塗装した三重県産の杉を使用し、「戸建ての離れ」をイメージしている。 「和モダン」をコンセプトとする室内空間は、リビングルームとベッドルームからなる約100㎡の広さ。壁は漆喰の白、黒く塗装した梁や床フローリングの対比が、シックな趣。木材も白く染め、柔らかさを演出している。

各棟のプロデュースを担当するのは、D&DEPARTMENT（左上） Kuruminoki（左下）minä perhonen（右上） Landscape Products（右下）。旅籠ヴィソンは2F。1Fはプロデュースしているショップなどが並んでいる。1棟ごとコンセプトが異なる、4棟全40室からなる旅籠ヴィソン。レイアウト・家具・備品など、各棟ごとに、それぞれの個性と味わいを楽しむことができる。

各棟に1室ずつ用意されたユニバーサルルームには、大便器を斜めに配置したユニットバスを採用。奥行がコンパクトなため洗面スペースが広くとれる。さらに洗面の下は、車いすのまま膝が入るスペースを確保している。

ヴィソン ホテルズ
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ヴィソン ホテルズ

旅籠（はたご） ヴィソン 
ユニバーサルルーム 
水まわり

各棟に1室ずつ用意されたユニバー
サルルームには、大便器を斜めに配置
したユニットバスを採用。奥行がコン
パクトなため洗面スペースが広くとれ
る。さらに洗面の下は、車いすのまま
膝が入るスペースを確保している。

旅籠（はたご） ヴィソン
外観

1棟ごとコンセプトが異なる、4棟全40
室からなる旅籠ヴィソン。レイアウト・家
具・備品など、各棟ごとに、それぞれの
個性と味わいを楽しむことができる。

旅籠（はたご） ヴィソン
客室

各棟のプロデュースを担当するの
は、D & D E P A R T M E N T（ 左 上 ） 
Kuruminoki（左下）minä perhonen

（右上） Landscape Products（右下）。
旅籠ヴィソンは2F。1Fはプロデュース
しているショップなどが並んでいる。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
テラスツインルーム 図面

HOTEL VISON 
ヴィラ棟
客室

「和モダン」をコンセプトとする室内空
間は、リビングルームとベッドルームから
なる約100㎡の広さ。壁は漆喰の白、
黒く塗装した梁や床フローリングの対
比が、シックな趣。木材も白く染め、柔
らかさを演出している。

HOTEL VISON 
ヴィラ棟 
外観

ハイエンドな滞在をかなえる全6棟の
ヴィラ棟は、各独立型で専用駐車場
付きの完全なプライベート空間。建物
は、周囲の環境に溶け込むよう黒く塗
装した三重県産の杉を使用し、「戸建
ての離れ」をイメージしている。

HOTEL VISON 
ヴィラ棟 
水まわり

洗面とシャワーをガラスで仕切った水
まわりは、趣のある壁タイルを揃え空
間の繋がりを演出。シャワーブースに
は、快適なシャワー浴が楽しめるオー
バーヘッドシャワーを採用。奥の扉は
露天風呂へと繋がっている。

HOTEL VISON 
ヴィラ棟 
トイレ

優しい照明で落ち着いた雰囲気のト
イレ空間には、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DHを採用。トイレ内に手
洗器も設置され、個室完結型の空間
となっている。

HOTEL VISON 
ホテル棟 
露天風呂付
スイートルーム 図面

水まわりの特長
建物の特徴

「VISON［ヴィソン］」は、伊勢神宮や世界遺産熊野古道へのアクセスに便利な
三重県の中央部、多気郡多気町に位置し、日本初認可の高速道路のスマートイ
ンターチェンジと直結した日本最大級の商業施設である。東京ドーム24個分の敷
地には温浴施設、産直市場、レストラン、スウィーツエリア、オーガニック農園、木育
施設など約70店が出店し、さらに宿泊施設として「ヴィソン ホテルズ」が開業。“野
に遊び、野に学べ”をコンセプトに、心身と自然環境をつなぐ場を提供。テラスから
の眺望が望めるホテル棟と、非日常が味わえる全室露天風呂付のヴィラ棟からな
る「HOTEL VISON」。カジュアルな滞在向けの「旅籠（はたご）ヴィソン」。それぞ
れに個性的な魅力にあふれた宿泊施設が誕生した。

水まわりの特長
水まわりは、利用者の快適性や複数人での宿泊の際にもスムーズに利用できるよ
う配慮し、トイレ、浴室、洗面をセパレートに配置することを基本としている。大便器
は、デザイン性と節水性に優れたウォシュレット一体形便器ネオレストAHやDHとス
ティックリモコンを採用し、落ち着きのある上質な空間を演出。さらに浴室は、それ
ぞれの宿泊施設における客室タイプごとのコンセプトおよび仕様により異なる設え
となっており、その世界観を満喫させるようなバリエーションが用意されている。露
天風呂や半露天風呂など景観を眺望できるビューバススタイルを多く備え、大自然
を眺めながら非日常のバスタイムを満喫できる。

建築概要
名称 ヴィソン ホテルズ
所在地 三重県多気郡多気町ヴィソン672-1
施主 アクアイグニス多気ホテルアセット株式会社
 （HOTEL VISON ホテル棟・HOTEL VISON ヴィラ棟）
 合同会社三重故郷創成プロジェクト（旅籠 ヴィソン）
運営 ヴィソンホテルマネジメント株式会社
 （HOTEL VISON ホテル棟・HOTEL VISON ヴィラ棟）
 ヴィソン多気株式会社（旅籠 ヴィソン） 
設計 前田建設工業株式会社（HOTEL VISON ホテル棟）
 住友林業株式会社、株式会社ムービングアーキ
 （HOTEL VISON ヴィラ棟）
 株式会社アスカ総合設計（旅籠 ヴィソン）
施工 前田・北村建設工事共同企業体（HOTEL VISON ホテル棟）
 株式会社オオコーチ（HOTEL VISON ヴィラ棟）
 株式会社大藤工務店（旅籠 ヴィソン）
竣工年月 2021年7月
敷地面積 17,138.09㎡（HOTEL VISON ホテル棟）
 1,414.50㎡（HOTEL VISON ヴィラ棟）
 8,406.33㎡（旅籠 ヴィソン）
建築面積 9,097.39㎡（HOTEL VISON ホテル棟）
 627.28㎡（HOTEL VISON ヴィラ棟）
延床面積 12,127.76㎡（HOTEL VISON ホテル棟）
 544.31㎡（HOTEL VISON ヴィラ棟）
構造・階数 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造（HOTEL VISON ホテル棟）
 木造（HOTEL VISON ヴィラ棟・ 旅籠 ヴィソン）
 地上10階（HOTEL VISON ホテル棟）
 地上1階（HOTEL VISON ヴィラ 棟）
 地上2階（旅籠  ヴィソン）

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 ネオレストDH：CES9575系
自動洗浄小便器：UFS900系
壁掛ハイバック洗面器：LS135D
洗面器：LS721
水栓金具：TLS01302JA
コンパクトオストメイトパック：UAS81R系
浴室用水栓金具：TBW01003、TBW02018J
病院・高齢者施設向けユニット オクタゴンシリーズ：XRV1018UYX5LX

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

