
LAS DOS CARAS -MODERN MEXICANO Y TACOS- 
（Page 60）
Located on the first story and the basement of a commercial 
complex in Harajuku, Tokyo, LAS DOS CARAS serves modern 
Mexican cuisines, as a sanctuary away from the hustle and bustle 
in the trendy neighborhood. Two floors of the restaurant are 
designed differently in the taste, for the main design theme is 
”duo” or duality. The basement is a bit formal dining and the first 
floor welcomes even grouped customers. A concrete 
“communication table” is in the center of the first story and it is 
surrounded by big tables in a relaxed way.
One of impressive things of interior-design-wise is mosaic 
patterned wall decoration of two masks of wrestler Máscaras 
brothers in the basement.
Designer : Takeshi Sano / SWeeT

FENDI Ginza
（Page 68）
This is FENDI’s new big-scale pop-up store in Ginza, Tokyo. 
Based upon a motif of Palazzo della Civilt, the store facade has 
iconic arches. Entering the entrance, you will see, on the ground 
floor, Karl-Lagerfeld-character KARLITO and an Italian tricycle car 
APE. In the basement, a lot of fur items, FENDI’s DNA,  are stored 
and there is a mini theater, which shows connection between the 
brand and the film world. The second floor deals men’s items and 
the environmental design motif got inspiration from Beats 
headphone that collaborated with FENDI for winter/summer 
collection 2015. In the stairwell a huge object “fur tree” is installed 
created by flower artist Makoto Azuma.
Designer : FENDI

THE NEW ERA OF FAST FOOD & DINER
（Page 74）
This special features some Tokyo’s new trend of fast food and the 
interiors of such ten restaurants dealing pizza, hamburger, etc. 
PIZZA SLICE in Daikanyama serves New York style pizza, 
SPONTINI in commercial complex CASCADE in Harajuku does 
Italian pizza, as the first branch outside Italy. SHAKE SHACK 
opened its first store in Japan, located in Gaien-mae, Tokyo. And 
more.
Showing cultures of craft foods and drinks, these establishments 
have attractive interiors to make communicative hot spots. 
Interviews with interior designers and owners of the new projects 
reveal their intriguing business plots and design thinking together 
with a review of new trends on fast food in Japan.

ON.GEN.
（Page 136）
Bar “ON.GEN.” is located on the ground floor of an old building 
on a corner of street in Ningyo-cho, Tokyo. It is operated by Kouji 
Shimura who has another bar “shimuraya (est in 2006)” in the 
neighborhood. Both of bars were designed by Shigemasa Noi. As 
the first one used a lot of cedar boards from Obi, Miyazaki 
prefecture, this new ON.GEN. is also composed of Obi cedar as 
the main material. The ceiling, walls, table, and stools are all made 
of the cedar. The table is pre-fabricated. Every detail, like position 
of square timbers on the ceiling and lighting plan, is done by the 
interior designer by himself on the spot and the show high quality.
Designer : Shigemasa Noi / shigemasa noi design studio

LOVE VS MONEY
（Page 139）
This club lounge is located in Kita-shinchi, a classy downtown in 
Osaka and it is justly proud of its fashionable space, music, staff’s 
garments and services. A runway goes to the main hall and a huge 
logo is in the center. On the walls, art-modules of five faces of 
historical figures are displayed. Baccarat chandeliers and crystal 
cylinders add a touch of class to the interior and purple light and 
color used here and there remind some of us an atmosphere of a 
dance club in the era of so-called bubble economy. Near the hall, 
there are VIP rooms.  The designer considered particularly 
likability and usability for staff and female casts.
Designer : Hiroyuki Matsunaka / designroom702

RITUEL PAR CHRISTOPHE VASSEUR Jiyugaoka
（Page 178）
RITUEL is a boulangerie of French boulanger Christophe Vasseur. 
He is famous for his breads, corrosion among them, and plates of 
escargot done by traditional French cooking with domestic 
organic materials. There are two RITUEL in Tokyo and the one is 
in Jiyugaoka and the other one in Omotesando. Both 
establishments were designed, upon a theme of making 
promenades to attract people,  by French architectural firm 
l'Atelier Giguet. A stone-paved promenade-like area and 
agreeable curved walls are impressive, which remind us of lines of 
croissant and white parts evokes wheat flour. Some walnut parts 
of the interior echo to  baked goods. Everything corresponds to 
products of RITUEL.
Designer : l'Atelier Giguet

MINEMURA JOUZOU
（Page 185）
Minemura Jouzou is a brewing maker established in 1905 in 
Niigata prefecture producing and dealing pickles, soup stocks, 
fermented condiments, etc. Recently the company re-branded 
itself including shop environment, making the most of the craft and 
producing modernized sake and koji (cooked rice and/or soya 
beans)  targeting young shoppers. They remodeled old warehouse 
into existing old buildings in the company’s site were dismantled 
except two warehouses and they were remodeled into a shop. The 
designer left the old parts as much as possible keeping good old 
composition and atmosphere. Shop logo and graphic materials, 
on the contrary, were updated stylishly.
Designer : Naohiro Yamada / redman
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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

OP オイルペイント Oil Paint

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 ウレタンクリア仕上げ Urethane Clear Finish

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、
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