
LOUIS VUITTON Ginza Namikidori
（Page 44）
Located in Ginza, Tokyo, this Louis Vuitton was a renovation 
project designed by Gwenael Nicholas and his firm Curiosity. 
This one was originally the first directly-managed store in 
Japan for the brand. The new first floor and the second floor 
were reborn as watch and fine jewelry shop. The designer 
aimed to fuse both an old traditional culture and L.V. corporate 
culture, using abundance of things by traditional Japanese 
craftsmanship, such as crafted glass, gold leaf, and traditional 
fabrics.
The interior was, however, not so Japanesque, as the designer 
created a feeling of floating and sort of new internationalism 
grammar with effective Japanese vocabularies of translucent 
materials and reflective materials. It is a mixture of futurism, 
traditionalism, but the style is not just Japanese not western. 
We notice his well-culculated scheme of lighting plan and it 
obviously gives here warm and soft ambient atmosphere, which 
differentiates, as a L.V. character,  this store from others.
Designer：Gwenael Nicolas / CURIOSITY

TAKEO KIKUCHI Shibuya
（Page 54）
Among the most famous domestic fashion brands, Takeo 
Kikuchi has a large number of fans in various generations and 
this store is the brand's global flagship shop opened in 
Shibuya, Tokyo facing a Meiji-dori. Standing of an narrow long 
lot. The depth of the building is only 7 meter and the with the 
26 meter frontage. The building is fully-glazed and has four 
entrances. The interior is intriguing for visitors and the display 
showcases and interior fixtures are randomly positioned. As the 
brand includes both casual and formal categories. the store 
environment was designed to fit the variety of the brand. Each 
floor successfully allows contrastive motifs to coexist, like soft 
and hard, old and new, or front and back. Mostly the 
showcases are made of wood and function as single part or 
plural units with the use of metals.
Designer：Jo Nagasaka / Schemata Architects

PAPABUBBLE Daimaru Tokyo
（Page 62）
The first in-shop project of candy shop “papabubble” and it is 
not just to sell products but to show us process of 
manufacturing, as they, on the counter of the shop, melt sugar, 
give them shapes, cut them in small pieces, and pack them to 
be sold. Generally, a shop in a department store has 1,350 
mm high counter and underneath is a showcase, but the 
counter of this shop is 900 mm and there is nothing under it. 
Impressive is an openness of this shop for people to see 
through the store. Beside the counter is plainly made of 
massive concrete and it represents the process of making 
candy.
Designer：Jo Nagasaka / Schemata Architects

BEYORG Festival Walk
（Page 80）
This kiosk-type temporary shop BEYORG is located in Festival 
Walk, a Kowloon Tong shopping mall in the northern area of 
Kawloon Peninshula, Hong Kong and it deals organic cosmetics 
from all over the world. Based upon a sense of a  word  
“organic”, the design theme of this project expresses 
gentleness, strength, and vitality, which can be traced in shape 
of the details, to remind us of fruits and seeds. The main 
material is medium density fiberboard. They built up this hop 
by fabricated the small pieces on the spot.
Designer：Hiroyuki Ogawa Architects

Zoff Plus Lazona Kawasaki Plaza
（Page 83）
An eye-ware shop Zoff Plus is located in a big shopping mall 
Lazona Kawasaki Plaza in Kanagawa Prefecture. The floor site 
of this project is irregular triangle and it seems to show 
welcome atmosphere and to make visitors sooting, upon a 
theme of unusualness. Curvy decorations on walls and ceiling 
represent the rising sun and horizon with the use of gradation 
painting and indirect-ligjhting. One of impressive interior 
displayer is table showcase which has L.E.D. lamps and 
translucent acrylic parts to highlight the existence of glasses 
with the light from inside.
Designer：Koji Kakitani Atelier

Tokyo's Tokyo
（Page 98）
Tokyo's Tokyo opened in Harajuku, Tokyo, as a shop to sell 
goods about manga and animation. Ryo Matsui, designer of 
this project, quoted expression of manga, for example, black 
space to represent passage of time and slant frame dividing 
scenes dynamically. In this shop environment, shoppers are 
like characters in manga. As the neighborhood of this is shop is 
full of foreign tourists who enjoy Japanese fashion and current 
cultural things, the project stands out with Japanese manga 
atmosphere.
Designer：Ryo Matsui Architects

TORAJI Chun-Ha-Chu-Dong Seasons  
Cala Charcoal BBQ Marunouchi Store
（Page 150）
Korean barbecue restaurant TORAJI was renovated with new 
glass partitions with mud finished by the hands of Naoki 
Kusumi, a famous plaster. He plastered directly on glass plates 
to make cracks on the mud.
This remodeling design was done by Yukio Hashimoto and his 
firm hashimoto yukio design studio and they designed the 
original one. Located in a site in Marunouchi business district 
in Tokyo, the restaurant looks very chic with light wall with 
Hanguel letters and rice paper decoration as accents.
Designer：hashimoto yukio design studio

Wine de Kanpai Zhubei, Taiwan
（Page 171）
Wine de Kanpai is a new type restaurant of Kanpai, a barbecue 
restaurant chain in Taiwan. This is the second of four and is 
located in Hsinchu, Silicon Valley in Taiwan with a lot of IT 
companies. The four establishments are different from each 
other but they have a common concept of proving customers 
with beautiful frame to make them feel like they were in 
pictures. Target customers are go-getter type Taiwanese 
working women.
A wine cellar near the entrance and open kitchen is 
characteristic.
Designer：Michishita Hiroki Design Office
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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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