
MONCLER Ginza
（Page 50）
MONCLER, based in Milano, is a well-known apparel brand 
mostly known as its down jackets, opened a new store in Ginza, 
Tokyo, following the first one, the flagship shop, in Aoyama. 
Designed by Paris-based Gilles & Boissie, the store has two 
stories. The designers has created all Moncler shops in the world.
This Ginza store follows the design and store concept of the 
brand and it uses white marble, black marble, wood flooring, 
French wall decorations, steel and glass elements, and mirrors. 
The interior looks dense and complicated with the mirrors’ 
reflections of the marble parts, showing a depth and a kind of 
gorgeousness to entertain visitors. 
Designer : Gilles & Boissier  Moncler Architecture Department

NOODLE & CONGEE
（Page 66）
Located in Grand Lisboa Hotel in Macau, this remodeled casual 
restaurant, serving noodle and congee, faces to the hotel casino 
and the void.  A Chinese garden was represented in modern 
design grammar with shiny materials like marble and so on. In the 
environment, there is a lot of Chinese graphics, lattice, and 
objects designed by Alan Chan who invited Yukio Hashimoto to 
the project team. Intricate hallways and an arched bridge surround 
a metallic-roof gazebo and each area has each different seat 
where customers enjoy natural feeling with a backdrop of bamboo 
grove installation.
Designer : Yukio Hashimoto / hashimoto yukio design studio inc.

L'AS
（Page 72）
This French restaurant is simply laid out in a from of two bench 
seats for two walls and the round tables located in the center of 
the interior so that staff can take a survey in there. Seamless 
painted walls, perfectly flat plaster walls, and warm oak 
decorations ceiling boards share the same calmness and 
hospitality. There is a stonewall near sashed terrace and it gives a 
depth spatially. Each table has drawer to stock sufficient cutlery 
for courses for customers to use on their own.
Designer : Toshio Koyama / SWANS

BARBACOA Roppongi Hills
（Page 86）
This chained restaurant is famous for its grilled meat “churrasco” , 
which is served and cut by staff called “persuader” for each table 
and the intriguing manner makes a selling point. A huge salad bar 
is in the center of the interior and a churrasco oven “chrassqueiro” 
is in the back. Also notable is a private room “chef’s room”, as the 
first of this chain, where the chef intimately cocks and serves 
churrasco.
Designer : Jumpei Yamagiwa / DESIGN POST

DESCENTE BLANC Fukuoka
（Page 112）
A store of DESCENT BLANC, a new brand of DESCENT, opened 
in Fukuoka. The interior design theme is to introduce movement in 
the environment. The designer re-considered an activity of staff 
who fetches an items from a stockroom to shoppers. As a result, 
here they introduced innovative hangers which moves up and 
down and deliver needed items to a shopper instantly. The 
hangers are also decoration, so the positions of the items change 
everyday.
Designer : Jo Nagasaka / Schemata Architects

ANAYI Abeno Harukas
（Page 117）
FUMITA DESIGN OFFICE INC. have been working for ANAYI an 
apparel brand for a long time a captive interior designer and the 
common design time is  “classical and modern”. This new one is 
located in Abeno Harukas in Osaka focuses on use of abstract 
frames. Some salient parts of walls with built-in indirect lamps 
express lines of light. The displaying platforms and the ceiling are 
finished simply to make the wall look solid and heavy.
Designer : Akihito Fumita / FUMITA DESIGN OFFICE INC.

RHC RON HERMAN Osaka
（Page 139）
The second RHC store, a concept store of Ron Herman, opened 
in Lalaport Expocity Osaka, following the first one in Minatomirai 
Yokohama. It is two-storied and the first floor sells men’s and 
women’s garments, everyday goods, art pieces, and sporting 
gears and the second floor is a cafe.
Based upon a brand’s basic theme “nature of Ron Herman”, this 
store deepens it as “self build” concept. The exterior uses 
salvaged lumbers and the tables look so rough and coarse as they 
were as if just made from woods in the mountains. Also a layman’s 
log-framed-house is attractive. Not only pros but also matures are 
found of this atmosphere and are motivated to make something.
Designer : Miki Yoshida / SO,u INC.

SHIBUYA MODI
（Page 184）
For the first time in thirty years since it opened at a corner of 
Koen-dori, Shibuya, Marui City Shibuya was reborn currently as 
Shibuya MODI with new mixed tenants, to activate the local 
market. The main environmental design theme of this project is 
intellectual commercial space gathering appealing tenants for 
visitors to play, learn, create, and wind up here. The environmental 
design is, as whole, quite simple and visitors could appreciate 
even secular change of the materials used.
Designer : Shigeto Nagashima / AIM CREATE Co.,Ltd.
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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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