深湾9号
Marinella

建築はそのオーナーの品格をあらわします。外観デザインや

An excellent residence emphasises the integration

室内設計はもちろん、細かな家具やキッチン、バスルームな

of the exterior and the interior design of the building,

そのこだわりが自然と伝わってきます。

kitchen appliances, to the bathroom facilities. Every

どのディテール、
さらに生活習慣に配慮したコンセプトまで、 from the the small soft fitted furnishings, to the
このホテルでは
「生活する人」
を軸に考え、
お客様に心ゆくま

で楽しんでもらえる設計にしました。緊張感から解放される

「安らぎの場所」
として、デザイナーにバスルームの設計を依

detail reveals the taste of the owners. In fact, it is of
the utmost importance that all the details comply
with the people's needs and desires. The core values

頼しました 。この「 深 湾 9 号 」建 設プロジェクトの中で、 are: People, People, and People. Every detail is
TOTOの最高級品は快適な空間作りに一役かっています。

キッチンやバスルームには、TOTOの最高級品が採用さ

れており、様々なニーズに柔軟に対応しています。天然石製

の棚に鏡と棚を配置し、光の線とコントラストを表現してい

ます。その中でも、TOTOネオレストは最も注目すべきアイテ

designed to be convenient for human use so that
owners can easily enjoy the entire space. The
bathroom, as a space for relaxation and release, is
the primary focus for the designer. TOTO offers a
visual and sensory feast with their premium bath

ムです。
これは、
シンプルなルックスとスマートな機能が絶妙

products in the Marinella Project.

受賞しました。

Every detail reveals extreme luxury. The kitchen and

に調和しています。IFやRed Dotなどの世界的デザイン賞を
TOTO製品の存在感と深湾9号が組み合わさり、非日常的

な空間を作り出しています。日常の喧騒から解き放たれ、入
浴の心地よさを存分に味わってください。

bathrooms are equipped with the most premium
products, all satisfying the varied needs of the whole
family. The floor of the bathroom is a creamy-white
natural stone. A clear and bright mirror, together
with the clean decoration of the cabinet, creates a
notable brightness. As the most premium TOTO
sanitary product, The NEOREST series undoubtedly
attracts attention. This series is famous for its
intelligent functionality that exudes a simple, natural
look. It effortlessly combines elegant design with
high-tech functionality to reveal a sense of
aristocratic luxury. The NEOREST series continuously
receives international design awards, such as IF and
Red Dot, confirming its top-rated design taste and
quality level. NEOREST series perfectly matches the
phenomenal temperament of the Marinella Project.
In this bathroom, you can acquire the best physical
and mental release. You can quietly enjoy the unity
of human nature and the rhythmic quality of water.
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プロフィール
国・地域
カテゴリー
設計事務所
室内設計
代表製品
TOTO採用製品

香港
マンション
アメリカArquitectonica建築設計事務所
香港梁志天設計事務所
ネオレストシリーズ
TOTO NEOREST浴槽PKL1820C
便器（ネオレストCW997B）
洗面 （ネオレストMR720CCR1、MRZ710C、PJS02W）
浴槽（ネオレストPKL1820C）
水栓金具（ネオレストTLXM1A1V200）

ネオレストは「リラクゼーションバス」
という新たな価値観を
生み出し、ゆったりとした時間を体験できます。壁掛け式の

ネオレストは「静かなる存在」
というコンセプトに合わせ、空
間をより尊重した、
シンプルなデザインです。

TOTO洗面も、個性を放っています。光を反射する半透明

の材質が、透き通った視覚効果をもたらします。
まるで軽や

かに踊るダンサーのように、瞬時に人々の注目を集めるでし

ょう。
この洗面は柔らかな曲線がモチーフになっています。
ま
た、水の流れはまるでシルクが指の隙間を流れていくようで

Free spirit fully enjoys the bathing happiness brought
by TOTO NEOREST series. NEOREST series represent a
totally brand new casual bathing style and pure
enjoyment. Wall hooker design NEOREST intelligent
automatic toilet, together with concealed cistern,
show a simple and elegant appearance and create
an honorable atmosphere. TOTO distinctive
washbasin also adds lots of brightness for the whole
project. NEOREST washbasin applies for the luminous

す。

material to create a clear and shining visual effect. It

洗練されたデザインが圧倒的存在感を示し、TOTOネオレ

instantly catches your eye in a second. The

そしてこの空間では、バスタブは欠かせないアイテムです。 is just like a whirling dancer on the stage and

Details
Country/Area
Category
Design (architecture)
Design (interior)
Product
Product number
Toilet
Lavatory
Bathtub
Faucet

HONGKONG
Apartment
Arquitectonica
STEVE LEUNG DESIGNERS
NEOREST
TOTO NEOREST CW997B
TOTO NEOREST MR720CCR1
MRZ710C,PJS02W
TOTO NEOREST PKL1820C
TOTO NEOREST TLXM1A1V200

ストシリーズのバスタブがモダンな雰囲気を空間全体に満

たします。バスタブの美しさを表現し、
これまでにないときめ

きをもたらします。浴槽のライティング効果は、視覚と心の
両面から生活に夢のような時間を与えてくれます。

thoughtful and intelligent NEOREST automatic
washbasin let the water fall like spray water tenderly
and smoothly run across your fingers. The curves on
both sides of the wash basin are like flowing water. A
luxurious space can’t be without a premium
bathtub. The stylish, luxurious and elegant
appearance has already occupied the eyes. TOTO
NEOREST gives the entire space a sense of stylish and
a luxurious characteristic. The magical enjoyment
appears between the light and dark. Bathtub
presents a beauty of transparent clarity and brings a
sense of unparalleled intoxicant. Dream-like lighting
effects offer the people who really know how to
enjoy life a fantastic visual journey.
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