報道関係各位
プレスリリース
2020年 2月27日
株式会社エフ・ジェイ ホテルズ

福岡への旅をより楽しく、より良いものにするホテル
『THE BASICS FUKUOKA』
を博多にて2020年3月1日から開業
新型コロナウイルスにより罹患された皆さまおよび関係の皆さまにお見舞い申し上げます。

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:清原邦彦）は、2020年3月
1日（日）に『THE BASICS FUKUOKA ザ・ベーシックス福岡』
（福岡市博多区博多駅東2丁目）を開業
いたします。

THE BASICS FUKUOKA 客室画像 01

■ INTELLECTUALS WORLD ～ 知的好奇心を刺激する
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『THE BASICS FUKUOKA』は INTELLECTUALS WORLD をコンセプトとし、ただ泊まるだけではない、
ここに滞在することで福岡への旅そのものがもっと楽しくなるような、より上質な滞在を通してゲ
ストの知的好奇心やワクワクする心を刺激する、既存のホテルにない新しい体験や世界観を提供し
たいと考えています。

■ 名称由来
「BASICS～基礎・基本」を大切に本質を見極め、斬新かつ大胆、
そして既成概念に囚われることない発想で、これからのホテル
の「基礎・基本」となる新しいホテルを創造したいとの想いを込
めました。
ネーミングは有限会社三井広告事務所（東京都墨田区）、ロゴデ
ザインは水野図案室合同会社（長野県上田市）と作り上げました。

■ デザインコンセプト
ロビーや客室・ラウンジ・レストラン等の館内デザインに館内を飾るアートのディレクション等はグ
ランド ハイアット 福岡レストラン THE MARKET Fやグランドプリンスホテル 高輪、羽田空港JAL
国際線のサクララウンジ等を手がけたA.N.D（東京都港区）クリエイティブ・ディレクター小坂竜氏
に委託、ポストモダニズムの巨匠マイケル・グレイヴス氏による旧ホテルの特徴のあるデザインを活
かしつつも、これまでのイメージを一新する空間となりました。

THE BASICS FUKUOKA 客室画像 02

その238室の客室とフロントカウンター・レストラン・ラウンジ等館内各所を飾る印象的なアートに
は、福岡県出身の古賀義宏氏や香月美菜氏・田中千智氏をはじめ九州出身者を中心に14名の若手ア
ーティストを起用。
セメント・粘土・鉄・鏡といった素材を使ったオブジェや、油彩画・アクリル画・水彩画に写真画像
と様々なアート1点1点がホテルを演出する大切なピースになっています
■ ロビーライブラリー
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THE BASICS FUKUOKA ロビーライブラリー

『THE BASICS FUKUOKA』の最大の特徴は、約5,000冊の書物を収納したロビーライブラリーです。
高さ約42メートルの吹き抜けが圧倒的なインパクトとなる円形ロビーにある12本の円柱を利用し、
高さ約8メートルの書架6本を設置。
書物は客室やロビーやレストランとお好みの場所で自由にお読みいただけます。
ライブラリー設置にあたっては株式会社編集工学研究所（東京都世田谷区）に選定・監修いただきま
した。
円形に並ぶ書架の内周棚はシーズンサイドとし、日本の伝統的な季節の移ろい「七十二侯」をモチー
フに各棚のテーマを
春、草木萌動（そうもくめばえいずる）
春、桃始笑 （ももはじめてわらう）
夏、蓮始開 （はすはじめてひらく）
秋、雷乃収声（かみなりすなわちこえをおさむ）
冬、金盞薫 （きんせんかさく）
冬、款冬華 （ふきのはなさく）
とし、四季の繊細な美しさと文化を表現する書物をはじめ、文豪作品や全集・写真集等にアニメやコ
ミックまでを収納。
外周棚はグローバルサイドとし、
トランス・ヒストリー（ロシア・東アジア）
クラッシク・モード （中東・ヨーロッパ）
フォークロア・カラー（東南アジア・アフリカ）
バロック・カーニバル（南アメリカ）
ポップ・ファクトリー（北アメリカ）
と、円形ロビーの特性を活かし実際の方角にある国・地域の名著名作、写真集等々を取り揃えました。
硬軟織り交ぜた書物を通じ新しい世界へご案内します。

■ 客室
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『THE BASICS FUKUOKA』には全20タイプ
238室の客室があり、それぞれ
「Chapter チャプター（章）
」
「Episode エピソード（挿話）
」
「Story ストーリー（物語）
」
とロビーライブラリーにちなんだ名称にい
たしました。
「Chapter」は10タイプ217室。
ダブルルーム・ツインルームに加え、大人4
名様でも余裕をもってお使いいただける45
平米のお部屋もございます。ビジネスでの
ご利用、ご家族・グループでのご利用ともに、
THE BASICS FUKUOKA 客室画像 03
福岡への旅がより楽しくより良いものとな
るよう細部までこだわったインテリア・備品を設えました。
2階1フロアの8タイプ19室で構成される「Episode」と、6階にある「Story」
（スイートルーム）2室の
合計21室は、特別な備品・特別なお部屋・専用クラブラウンジのご利用等より上質なひと時をお過
ごしいただけるように整えております。
さらに、『THE BASICS FUKUOKA』には特別なお部屋がございます。
このお部屋には、例えば「THE BASICS FUKUOKAに10回以上チェックインされたお客様」等、
『THE
BASICS FUKUOKA』がお届けする、どこにもない『THE BASICS FUKUOKA』ならではの驚きと感動に
満ちた特別なお部屋にふさわしい方のみをご案内する予定です。

THE BASICS FUKUOKA 特別な時を演出する特別なバスルーム

■ ラウンジ
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1階フロントロビーには「Episode」または「Story」にご宿泊の方々のみがご利用いただける専用ラウ
ンジを設けました。
落ち着いたインテリアの中、大阪で絶大な人気を誇るタカムラコーヒーロースターズ（大阪市西区）
より取り寄せた豆を使うコーヒーや、ビール・ワイン等アルコール類をフリーフローでお愉しみいた
だけます。

THE BASICS FUKUOKA ラウンジ

■ フィットネス
1階ロビーには「フィットネス」ルームもございます。
ご宿泊の方々は24時間自由にお使いいただけ、ランニングマシーン・エクササイズバイク・トレー
ニングマシン等をご用意いたしております。

■ 音楽
ロビー・レストラン・客室の音楽は、国内外
のクラブやフェスティヴァルでDJとして活
躍されるだけでなくイベントのプロデュー
スやファッションブランドなどの音楽監修
を手掛けられる松浦俊夫氏に委託。
季 節 や 時 間 帯 に 合 わ せ 『 THE BASICS
FUKUOKA』ならではのプレイリストを選曲
いただきました。

THE BASICS FUKUOKA ロビースピーカーアンプ

■ レストラン
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1階にある直営レストラン「WHY NOT（ワイノット）」では、食を通じて福岡を楽しくする、そんな
想いを込めたメニューをご用意し皆様のお越しをお待ちしております。
お料理には、さらに美味しく、よりからだに優しいものにしようと、素材やソース、隠し味に「発酵」
をテーマとした一工夫を凝らしました。
上質なお料理をカジュアルにお愉しみいただけるビュッフェスタイルのオールデイダイニングです

レストラン WHY NOT 朝食ビュッフェ

レストラン WHY NOT 朝食ビュッフェ イメージ

レストラン WHY NOT ディナービュッフェ

レストラン WHY NOT ディナービュッフェイメージ

朝食とディナーでは、ビュッフェに加え料理長がぜひお召し上がりいただきたいとおすすめする一
品をテーブルにお届けします。
朝食は、ステーキ丼・ローストビーフサンドのどちらかとオムレツ・目玉焼きのどちらかを組み合わ
せてお選びいただきます。
ディナーでは、おすすめメニューを月替わりで提供いたします。
3月 塩麹でマリネした国産牛サーロインのグリル
4月 みつせ鶏のもも肉のトマトクリーム煮 たっぷりのパルメザンチーズと
5月 ローストビーフ グリーンペッパーソース
をご用意し、
「塩麹」
「豆板醤」
の発酵ソースに、
発酵食品加えたアルゼンチン発祥のソース（野菜のオイル漬け）
「チュミチュリ」
と、
「梅塩」
「刻み山葵」
と和洋中の要素を取り入れた5種類のWHY NOTオリジナルソースを添えてご提供いたします。
■ テナント
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1階エントランスに面した区画には2軒のテナントがオープンいたします。
レストラン「WHY NOT」とともに近隣オフィスにお勤めの方々や福岡都市圏にお住いの方々に日常
的にご利用いただきたい店舗です。
* ヘアサロン「TAYA THE BASICS FUKUOKA」
大人がくつろげる心地良い上質サロン。リラクゼーションを追求したプレミアムフルフラットシー
トYUME ESPOIRや、髪や地肌を整えありのままのピュア髪に導く高濃度炭酸泉トルケア シェア等を
導入。新しい発見と感動に出会えるヘアサロンです。
* カフェ「THE LOCAL COFFEE STAND Fukuoka」
Coffee ShopとCoffee Loverをつなげてきた日本最大級のコーヒー専門WEBメディア「Good Coffee」
が運営する新しいカタチのコーヒースタンド「THE LOCAL COFFEE STAND（東京都渋谷区）」に続く
国内2号店として「THE LOCAL COFFEE STAND Fukuoka」がオープンします。
ヘッドバリスタ大槻佑二氏が自信を持ってセレクトした国内外ロースターが焙煎する高品質なコー
ヒーを月替わりで提供。
オープンにあたってドリップは東京都千代田区神田錦町の「グリッチコーヒー&ロースターズ」と山
口県下関市の「クラフツマン コーヒー ロースターズ」の豆を用意いたします。

■ ホテル概要
名称
THE BASICS FUKUOKA ザ・ベーシックス福岡
所在地
福岡市博多区博多駅東2-14-1、JR博多駅徒歩約7分
規模
地上13階、地下1階
室数
238室
URL
https://www.thebasics.jp/fukuoka

■ 参考URL
A.N.D
GoodCoffee
THE LOCAL COFFEE STAND
タカムラコーヒーロースターズ
TAYA THE BASICS FUKUOKA
株式会社編集工学研究所
松浦俊夫氏
水野図案室 合同会社
有限会社三井広告事務所

https://www.and-design.jp/ja/
https://goodcoffee.me/
https://thelocal2016.com/
https://takamuranet.com/
https://tayanet.jp/salon/112/
https://www.eel.co.jp/
http://www.toshiomatsuura.com/
http://zuanshitsu.jp/
https://www.mitsui-koukoku.co.jp/

■ 会社概要
当社は、九州・福岡を拠点に半世紀以上にわたり「福岡をもっとエキサイティングに、もっと魅力溢
れる都市にしたい」との想いで都市開発、住宅開発、オフィス・商業施設・ホテル開発・運営を行な
ってきた福岡地所株式会社のグループ企業にてホテル運営を中心としたホスピタリティ事業を担っ
ております。
会社名
所在地
代表者
主要施設

：
：
：
：

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ
https://www.fj-hotels.jp
福岡市博多区住吉 1-2-82 グランド ハイアット 福岡 4 階
代表取締役社長 清原邦彦
グランド ハイアット 福岡
http://fukuoka.grand.hyatt.jp
THE BASICS FUKUOKA
https://www.thebasics.jp/fukuoka
ザ・レジデンシャルスイート・福岡
https://www.trs-fukuoka.co.jp
サンライフホテル 2・3 号館
https://www.slh.jp
ホテルフォルツァ大分
https://www.hotelforza.jp/oita
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ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ
ホテルフォルツァ長崎
ホテルフォルツァ博多駅博多口
ホテルフォルツァ金沢
ホテルフォルツァ大阪北浜
ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ
ホテルフォルツァ札幌駅前
ホテルフォルツァ名古屋栄
ホテルフォルツァ大阪道頓堀
ホテルフォルツァ京都四条

https://www.hotelforza.jp/hakata
https://www.hotelforza.jp/nagasaki
https://www.hotelforza.jp/hakataguchi
https://www.hotelforza.jp/kanazawa
https://www.hotelforza.jp/osakakitahama
https://www.hotelforza.jp/hakata2
2020 年春開業予定
2020 年秋開業予定
2020 年冬開業予定
2021 年春開業予定

※添付画像は全てイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※掲載されている会社名、製品・サービス名・施設名等固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

以下、報道関係各位にのみ公開
■ 本リリースに関するお問合せ先
株式会社エフ・ジェイ ホテルズ 管理本部マーケティング課
担当 上田桂太郎
TEL 092-282-3211（代表）、FAX 092-282-3212
info@fj-hotels.jp
取材・撮影・画像提供等随時承ります。
お気軽にお問合せください。
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