
HERMES Gion-Mise
（Page 42）
HERMES Gion-Mise, a renovation project of a chaya-type 
traditional Japanese townhouse, is situated along Hanami-Koji 
Street that goes through Gion, a traditional neighborhood in 
Kyoto. Roji-space in this establishment is composed of scattered 
small gardens called “Tsuboniwa”. On the ground floor, Japanese 
traditional wood works are used for walls and display platforms. 
The second floor, used as gallery and lounge, has exposed beams 
and skylights below roofs. The beams with embedded ducts and 
wires are used as hangers and are workable for various purposes. 
Designer : Koichiro Oniki / ODS

PAVILION
（Page 49）
A restaurant PAVILION was designed upon themes of “love” and 
“art”. It is like a world exhibition site in small scale with each areas 
different environments, crossing over various fields of design. As 
is the renovation project, the restaurant left the existing long 
hallway to install a lot of art pieces like a gallery. A room is 
complex and irregular-shaped with artwork by Kohei Nawa, which 
looks quite post-modern. Another room with suspended art 
objects by Tatzu Nishino, making the most of the ceiling height 
under elevated railway, offers intriguing table layout, excluding 
ordinary decorations. Both of rooms are connected by semi-
circular pink service tables, contrasting each different tone, 
creating marginal sense, and surprising guests every time they 
visit here.
Designer : SMILES:

CRISTA
（Page 56）
CRISTA, operated by TYSONS & COMPANY, makes a casual 
dining restaurant as a flagship. It was originally a formal style 
restaurant named “beacon” and this time it was renovated upon a 
new concept under a new name. The interior and atmosphere is 
carefree and comfortable with high-end food and service. Like a 
cottage, the restaurant used a lot of wood for floor, wall, and 
ceiling with cozy things like handmade lamps, aged brass parts, 
and plants. Emphasizing the positions of art pieces and plants, the 
interior seems quite dynamic.
Designer : Takaki Takizawa / bazik

Special Features: 
Evolving Hotel Design
（Page 62）
Recently, more and more hotels and renovated hotels are born, 
targeting growing numbers of foreign tourists and responding 
needs of Tokyo Olympic 2020. This coverage in three parts tells 
you how to meet with the various needs for hotel environment in 
this period of diversity. It covers cases of Grand Hyatt Tokyo, 
Hilton Tokyo Bay, and Grand Prince Hotel Takanawa together 
with small outstanding hotel, thematic hotel, and other new-
generation types including The Calendar, which is a cafe and 
capsule hotel.

BAKE CHEESE TART Kitasenju
（Page 155）
In the Kitasenju station of Tobu Railway, this shop was created 
selling cheese tarts. The interior is something like a factory with 
the use of translucent acrylic counter, which lets viewers to see 
how they make tarts inside. The acryl plate has impressive color 
gradation and walls and ceiling is gray to show up the gradation.
Designer : Yota Kakuda / YOTA KAKUDA DESIGN

MALEBRANCHE Kyoto Kitayama Concierge Room
（Page 158）
Concierge Room of MALEBRANCHE Kyoto Kitayama 
headquarters opened. The room was planed for customers to 
select their gifts and to order or receive something in a leisurely 
pace. A counter back used custom-made Japanese rice wallpaper. 
Also the concierge room has another in-shop called Kakao 365 
with aluminum graphic panels. A private room is for customers 
who buy wedding cakes and the wall is decorated by whip-cream-
like ornament and the floor is covered with a rug with Mont Blanc 
cake pattern.
Designer : TSUJIMURA HISANOBU DESIGN OFFICE 
+ moonbalance

MIYAGAWA BAGLE
（Page 167）
This bagel shop is a renovation project of a fifty years-old wood 
warehouse for fishing gear in Miura city. It was planed upon a 
local architectural program to make use of the abandoned houses 
in the neighborhood. They sell bagle made from local wheat and 
cream cheese with vegetables that grows in local farm. A designer 
kept the wood structure as it is and covered it with translucent 
polycarbonate boards. A counter is covered with white tiles (100㎜
×100㎜ ) and the spatial design is appreciated among local 
people, which in the end vitalizes local business.
Designer : Nobuyuki Fukui / ROOVICE

PAPABUBBLE Lucua Osaka
（Page 173）
PAPABUBBLE is a famous name of so-called “art candy” and this 
project is a renovated shop of the candy seller. The shop is 
situated on a busy-traffic point surrounded by Osaka station, 
Grandfront Osaka, Hankyu Dept. and Daimaru Dept. The business 
owner hoped that this shop will sell staple goods term by term, so 
the shop installation must be flexible to meet various ways of 
displaying. The designer, therefore, chose boxes. As the 
perforated metal is an iconic material for this company, the 
architect used it here to represent melting candy, and also the 
metal wall can be used as displayers with the use of hooks.
Designer : Yo Shimada / Tato Architects
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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、
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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