
CAMPER New York
（Page 46）

Shoes brand Camaper New York store was designed upon a 
concept of “ free-flying shoes” in its scheme of designing a big 
store. Camper store has usually high ceiling with the use of 
graphics on upper parts of the walls, but this one unusually 
adopted way to display Pelotas, the brand's representative 
shoes on the walls among white plastic shoe-shaped 
projections which can be replaced by real shoes.
Designer  ： nendo

MARK IS minatomirai
（Page 54）

This big-scale shopping mall, connecting directly to 
Yokohama Minatomirai subway line, is located just in front of 
Yokohama Museum of Art. The basement was designed upon 
a theme of stratum and dark blue brick work and the wavy 
pattern metal panels were elegantly applied to the upper parts 
of the spaces. On the ground level of the facility, there is a 
galleria where people enjoy natural feeling with rich greenery 
of the site and sunshine through Komorebi roof in a Sky 
Terrace Park. There are more than thirty spots for seating in 
this establishment.　Each floor is open and hospitable.
Designer ： Mitsubishi Jisho Sekkei inc.

LIFE STYLE STORES：The design and business
（Page 69）

Recently, some shops are recognized as life style advisers 
where shoppers purchase various goods not only garments, 
but sundries, tablewares, plants, and foods. Plus, many of 
such shop have either a cafe or bar, or even barber's. Why are 
they so popular?  Probably, conventional categorization 
cannot help with the sluggish business situation. Now, people 
notice in product sales making intriguing concepts and world-
views is more important than selling by ordinary ways. The 
featured article focused on environmental design and 
business of such life style stores.

EL CALIENTE -modern mexicano-
（Page 100）

This Mexican restaurant serve a kind of resort's food, The 
interior is consisted of a bar lounge and a main dining room in 
retro-modern style and southern American style dining 
terrace. The restaurant looks out on shared hallway and has 
no partitions to let people feel a festivity within the 
establishment. Lamps, chairs, and tables are in familiar 
shapes and looks modern. Tin ceiling decoration and wood 
construction remind us of a good old New York style with 
some Mexican taste wood pattern. The terrace seating area 
also opens to public hall way and the tables are lit emotionally 
to represent a urban retreat with the use of objects that can be 
associate with water.
Designer ： SWeeT

THE 3RD BURGER Aoyama Kottou Street
（Page 106）

This hamburger shop, located in Aoyama, Tokyo, uses three 
natural motifs; earth, trees, and green. As for “the earth”, 
designer aimed to express difference colors of different earth 
and he asked to collaborate with a famous master of plaster 
work Shuhei Hasado,  and they partly used the earth of Kanto 
District to complete the stratum.
Regarding “the trees”, furniture and some of wooden part of 
the interior were finished by “uzukuri”, a traditional Japanese 
craft technique to give unevenness to the surface of wooden 
objects by removing the softer parts and leaving the harder 
parts. Besides a five meter long peeled tree is stationed to 
express there strength of the nature. In the way of “green”, 
interior-wall greening evokes a feeling of nature and two 
plants outside are fruitful to bring a sense of season.
Designer ： UDS, Ltd. + MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

SABOTEN Parkview Green
（Page 122）

SABOTEN is a famous Japanese pork cutlet restaurant chain 
and this first one in China is in a big shopping mall. The 
interior environment was designed upon traditional Japanese 
themes and  patterns. Patterns on walls were taken from 
kimono patterns. Wooden lattices, shoji-screen partitions, 
and tsubo-niwa tiny garden are all in Japanese modernism 
vocabularies. Ergonomic scales and localized design 
modifications  of design will work in the future when they 
open other chained ones in China,
Designer ： DOYLE COLLECTION

TRANSPARENT MATERIALS
（Page 139）

Glass, acrylic resins and other translucent materials are 
featured in this article with case studies. Here are interviews 
with designers and engineers of manufacturers and seven 
case studies with pertinent explanations, and material sample 
lists. Also interesting is a special interview with Emmanuel 
Barrois, the president of a French glass craftsman studio 
Atelier Emmanuel Barrois who co-worked for Kengo Kuma, 
Jean Nouvel and other world famous architects. Readers will 
find in his talk hints of glass as potential material.
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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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