
China Rouge
(Page 42)
Located on the first floor of Galazy Macau, a gigantic resort 
complex in Cotai, Macau, China Rouge is a membership lounge 
featuring performing arts. The establishment was designed by 
Hong Kong designer Alan Chan and other collaborators and used 
Shanghai Art deco style, mixing 1800s Paris cabaret style and it 
1930s Shanghai style with related female motifs. An approach 
looks like a gallery extends to the lounge consisted of bar area 
and box seating area. The main floor is glamourous and private 
room on the mezznine commands views of various performances 
and shows.
Designer：Ryu Kosaka / A.N.D.

TOMORROWLAND Lumine Yurakucho
（Page 66）
TOMORROWLAND, a famous multi-rand fashion store, opened a 
new one on the third floor of Lumine Yurakucho in October last 
year. The location is in the midst of fashionable area attracting a 
lot of young women, as it is near Ginza, a famous classy 
shopping district. White stucco wall and floor with beige tiles 
and oak pieces look calm and elegant. Furniture is made of 
Sapelli mahogany and whitened oak and look casual and high-
end.Oval-shaped 2200㎜ high glass showcase occupies the 
center of the store to make areas for men's and ladies and so on. 
Interview with Kanji Ueki, the interior design is also here.
Designer：Kanji Ueki / Casappo & Associates

BEIGE,
(Page 71)
Designed by a design firm nendo, this project is a store for ladies 
garment brand and it is simple and functional, expressing 
attractiveness of the materials to peal the brand image. 
C-shaped steel beams, walls and curtains are major elements of 
the interior.  Lots of frames construction were introduced to 
hang goods and to fix lamps and other things like torsos and 
bags, which made it possible to change areas and traffic lines 
flexbly. The system of the store were introduced in department 
stores to make similar retail environment for the brand. Here are 
also an interview with Oki Sato of nendo.
Designer：nendo

VENCE EXCHANGE INNOVATION STORE
（Page 81）
This project is a new model store of an apparel brand VENCE 
EXCHANGE and is located in a big commercial complex Diver 
CIty in Tokyo, as a flagship shop. Based upon themes of rock 
music and club with live music, the interior was designed with a 
sense of street culture and futuristic atmosphere. In the center of 
the project, there are lined steel gates with built-in red lights, 
working up image of a near future city. In the back of the store, 
shoppers see a show-up area with fitting booths decorated with 
collage of exciting rock musicians.
Designer：Koji Kakitani Atelier 

JOYCE The Lee Gardens
（Page 122）
In autumn 2011, JOYCE, a famous fashion retailer opened a 
new store in The Lee Gardens, a classy shopping mall in central 
area Causeway Bay. Making the most of the abundant of natural 
daylight from above windows, the designer arranged the shop's 
facilities in a central core unit to maintain a bright and open 
space. A curvilinear walkway running through the unit connects 
the floor plan together by leaving the floor space unobscured, 
the boutique gains smooth traffic lines for shoppers.
Designer：Koichi Futatsumata / CASE-REAL

1LDK apartments.
（Page 127）
1LDK apartments is a store and cafe in Nakamegiro, dealing 
books, clothing, and fashionable merchandises. A zigzag isle is 
in the center of the interior and on right hand side is a cafe and 
on left hand side is a sales area. Unpainted steel sashes are 
used as partitions and they are also on the front facade. This 
environment was produced by Takayuki MInami who designed 
four years ago a shop 1LDK located just in front of this project 
and the interior was created by Ken Nishiho and his Rarejem 
who also worked for the same. NIshijo tactically left the existing 
reinforced concrete, steel  pipes and other exposed parts of the 
site and used minimally less-finished wooden constructions.
Here are interviews with both Minami and  Nishijo which tell 
process of the designing.
Designer：Ken Nishijo / rarejem 

CAMPER Copis Kichijoji
（Page 150）
CAMPER Together Shop is a model of collaboration between 
Camper and world famous designers to create exclusive products 
and outstanding stores. Michele de Lucchi, one the main 
members of Memphis in 1980s, worked for CAMPER Copis 
Kichijoji is in Tokyo.
This type of store, following the ones in Marseille, Amsterdam, 
and Milano and they share the same concept and design 
grammar. CAMPER Daimaru Shinasaibashi store, designed by 
nendo, is also featured in this article.
This program responds to a new international reality that 
requires the capacity to integrate through design, different 
cultures and creative know-how into a single project together 
with and organization capable of communicating and distributing 
unique initiatives to a select global marketplace.
Designer：Michele De Lucchi
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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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