
Education of Interior Design
（Page 46）
A lot of Interior designer is often have to give professional 
instructions to their young staff or  students and some of 
them are at a loss when they should think how to do it 
smartly. A discussion meeting at the top of featured article 
shows importance of logical thinking, emotional care, and so 
on. Also, it shows us 1980s generations are too naive to get 
severe advice even from their teachers and they seem to 
spend less time in drawing and making models, which is 
partly from education with latitude in this time. The article 
also includes reports from design department of universities 
and professional design schools.

HOSHINOYA TAKETOMIJIMA
(Page 80）
Hoshinoya Taketomijima, is operated by Hoshino Resort 
which is famous for its successful resort development and 
their operations of hotels and inns in Japan. This hotel is in 
Yaeyama islands , Okinawa with only 350 population, 
representing traditional Okinawan culture. Surrounded by 
forests, this establishment is a flat building, on traditional 
construction, with a lot of red bricks. The guest rooms, are 
like single-house, with stone dance called “gakku”. All the 
guest rooms face the south and designed to let the wind go 
through the south verandas. Other notable parts include a 
cone-shaped hollow swimming pool, spa, and gazebos 
commanding views of the sea.
Designer：AZUMA ARCHITECT&ASSOCIATES　
studio on site　

DUVETICA MILANO STORE / SHOWROOM
（Page 92）
This famous Italian down jacket brand shop opened in Monte 
Napoleone in Milano, with a lot of classy fashion brand shops 
in the neighborhood. The shop environment was created by 
Tadao Ando who has experience of designing of the other 
shop of this brand in Aoayama, Tokyo two years ago. This 
shop and showroom is located in the basement and on the 
ground level of an old building in a cultural trendy area in 
Milano. Inserting simple and subdued concrete walls in an 
authentic structure to make a new world to provide a simple 
backdrop for colorful times.
Designer：Tadao Ando／TADAO ANDO ARCHITECT & 
ASSOCIATES

NANA'S GREEN TEA Ario Kurashiki SC & Sapporo Parco
（Page 98,102）
Nana's Green Tea is chained shop and cafe dealing Japanese 
tea products and it is mostly in Japan, entering in Asian 
markets currently. It is characteristic that each cafe is 
designed differently. One in Ario Kurashiki  SC used curved 
walls which echo to mountains in the area. Walls on the 
floor, as partitions, represent the landscape of mountains 
and the hanging walls do the skies. One in a commercial 
complex Sapporo Parco has slanted floor, so legs of tables 
are different in length, Some table sittings are like 
horigotatsu style, which means a kind of tatami seating 
where there are sunken areas beneath the tables. Customers 
can enjoy various seating in the interior.
Designer：Masahiro Yoshida / KAMITOPEN

Hilton Tokyo LA PERLE
（Page 116）
Renovation project of a chapel for wedding in Hilton Tokyo in 
Shinjuku, Tokyo. Inspired by a peal shell, this chapel was 
partitioned by fabric-inserted glass walls and curtains and 
wave patterns are used everywhere. So-called virgin road 
gently curves to extend itself longer and the surface of the 
way is on the hardened glass and acrylic resin panels with 
aluminium sheets. Also the road has built-in L.E.D. lamps 
with dimmer control to respond to each stage of the wedding 
ceremony. A lounge for the ceremony adopts custom-made 
furniture. A mirrored  elevator hall and a banquet room with 
impressive ceiling were also re-born at the same time.
Designer：Yukio Hashimoto / hashimoto yukio design studio

PLEATS.M
（Page 124）
Located in  suburb of Saitama Prefecture, this wedding 
ceremony and reception hall project has pleated expressive 
walls to attract people's eyes. The shade and shadow of the 
surface of the wall gradually change expression during the 
daytime with the movement of the sun. The pleated wall 
shows the difference in the expression of both exterior and 
interior of the building. The shape of the pleat was used as a 
brand image and it can be traced in the design of various 
objects such as furniture. The operating company will plan to 
make other pleated buildings in other areas.
Designer：Hironaka Ogawa / Hironaka Ogawa & Associates

LAGUNAVEIL PREMIER
（Page 139）
Located on the 28th story of North Gate Building connecting 
to JR Osaka Station,  Lagunaveil Premier is a wedding  salon 
and restaurant. It has a ceremonial chapter called Crystal 
Sky Chapel with nice panoramic views of Osaka City from the 
big glazed opening from an altitude of 150 meters. The 
ceiling of the chapel is covered with crystal decoration. Two 
banquet rooms in the facility have also big openings for party 
guests to enjoy seeing the views. The restaurant has a big 
main dining area and private rooms in the  dark calm color 
scheme, you sense differently when you come here from the 
other areas.
Designer：NOMURA

AMANDAN BLUE KAMAKURA
（Page 150）
Amandan Blue Kamakura, built along an ocean-side national 
route 134,  is a wedding and banquet hall. The building has 
three stories;the ground floor is a reception, the second floor 
has two banquet rooms, and the third has a chapel, lounge 
and terrace. The first floor level is 0.8 meters below the 
ground level to keep the architectural regulations which 
limits the building height ten meters in the area. The banquet 
rooms and the chapel do not have any columns and sashes to 
make bigger openings facing the sea, which gives a sence of 
opening and brightness. The terrace on the third floor has a 
pool as a part of plan  for accessibility to waterfront to show 
visual continuity from the building to the sea. Making the 
most of the nice location near the sea, this project make a 
special place for couples and wedding party goers.
Designer：Ichiro Sato / age
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本誌に使用されている図面表記の略号

AC 空調機 Air Conditioner

BC ボトルクーラー Bottle Cooler

BS ビールサーバー Beer Server

CH 天井高さ Ceiling Hight

CL 天井基準面 Ceiling Line

CR クロークルーム Cloak Room

COT コールドテーブル Cold Table

CT カウンター Counter

DCT ディシャップカウンター Dish up Counter

DD ドリンクディスペンサー Drink Dispenser

DJ ディスクジョッキールーム Disk Jockey Room

DS ダクトスペース Duct Space

DSP ディスプレイスペース／ Display Space／
 ディスプレイステージ Display Stage

DT ディスプレイテーブル Display Table

DW ダムウエーター／リフト Dumbwaiter／Lift

ES エスカレーター Escalator

EV エレベーター Elevator

F 冷凍庫 Freezer

FR  フィッティングルーム Fitting Room

FL フロアレベル Floor Level

GAT ガステーブル Gas Table

GL 基準地盤面 Ground Level

GT グリストラップ Grease Trap

Hg ハンガー Hanger

IM 製氷器 Ice Maker

M 鏡 Mirror

M・WC 男子用便所 Men‘s Water Closet

PA 音響機器（室） Public Address（Room）
PS パイプシャフト Pipe Shaft

PT 包装台 Package Table

R/RCT レジスター／ Register, Cashier／
 レジカウンター Cashier Counter

RF 冷蔵庫 Refrigerator

RFR 冷凍冷蔵庫 Freezer & Refrigerator

S シンク Sink

SC ショーケース Show Case

Sh 棚 Shelf

SP スピーカー Speaker

SPC サンプルケース Sample Case

ST ステージ Stage

SS サービスステーション Service Station

SW ショーウインドー Show Window

T テーブル Table

VM 自動販売機 Vending Machine

WT 作業台・調理台 Work Table, Worktop

W・WC 女子用便所 Women‘s Water Closet

本誌に使用されている材料仕様の略号

AEP アクリルエマルションペイント Acrylic Emulsion Paint

CB コンクリートブロック Concrete Block

CL クリアラッカー Clear Lacquer

DL ダウンライト Down light

EP 合成樹脂エマルションペイント Emulsion Paint

FB フラットバー Flat Bar

FIX はめ殺し Fixed Fitting

FL 蛍光灯 Fluorescent Lamp

FRP ガラス繊維強化プラスティック Fiberglass Reinforced Plastic

HQI 高効率ランプ Hight Quality Intensity Lamp

HL ヘアライン仕上げ Hair-line Finish

IL 白熱灯 Incandescent Light(Lamp)

JB ジェットバーナー仕上げ Jet Burner Finish

LED 発光ダイオード Light Emitting Diode

LGS 軽量鉄骨 Light Gauge Steel

MDF 中密度繊維板 Medium Density Fiber Board

OS オイルステイン Oil Stain

OSB 構造用合板／木片圧縮合板 Oriented Strand Board

PB 石膏ボード Plaster Board, Gypsum Board

PL プレート／平板 Plate

RC 鉄筋コンクリート Reinforced Concrete

SOP 合成樹脂調合ペイント Synthetic Oil Paint

SRC 鉄骨鉄筋コンクリート Steel Framed Reinforced Concrete

SUS ステンレス Stainless Steel

t 厚さ Thickness

UC ウレタンクリア Urethane Clear

UL ウレタンラッカー Urethane Lacquer

UV 紫外線強化塗装 Ultraviolet Coat

VP ビニルペイント Vinyl Paint

W 木造 Wood

@ ピッチ Pitch

 直径 Diameter

※ R 本誌を無断で複写複製（電子化を含む）することは、著作権法上の例外を除き、
禁じられています。本誌をコピーされる場合は、事前に日本複製権センター（JRRC）の
許諾を受けてください。また本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル
化することは、たとえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。
JRRC〈http://www.jrrc.or.jp　eメール：info@jrrc.or.jp　☎：03-3401-2382〉
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