
LAWRY’S THE PRIME RIB Akasaka
（Page 40）
LAWRY’S THE PRIME RIB of Los Angels origin opened a 
Japanese branch in Akasaka, Tokyo. It is located in a commercial 
complex Akasaka Intercity Air. The ceiling is so high as five meter 
and the environmental design theme is “simple and stylish”. Based 
upon a chic and calm color scheme, the interior is gorgeous. 
David Singer, New York-based designer, created a lighting and 
art pieces for this establishment. A waiting lounge is in front of the 
facade where customers enjoy coffee and something.
Designer : DESIGN POST

ISSEY MIYAKE GINZA OMOTE / URA
（Page 50）
Two ISSEY MIYAKE stores opened, in succession, in Ginza, 
Tokyo. Both of “URA” and “OMOTE” exist in a short distance and 
they are functionally inseparable. The former, designed by Naoto 
Fukasawa, with a deep blue color scheme and the big sofa in the 
center is impressive. The latter, designed by Taku Satoh, is bright, 
open and white-themed. Shapes of the sofa there represent 
elegance of local color.
Designer : Taku Satoh Design Office   
NAOTO FUKASAWA DESIGN

DENHAM GINZA SIX
（Page 62）
Amsterdam denim brand DENHAM opened up a store in Ginza Six 
in Tokyo. A store concept is “mixed and much” echoing to the 
context of neighborhood of Ginza showing chaotic street scenes. 
There is, near the entrance, a so-called denim factory including 
areas for washing, drying, and repairing denims, which makes 
visitors experience some of manufacturing process of denim 
products. The interior materials are also mixed such as concrete, 
glass, mortar, recycled corrugated iron plates, wood and tiles. 
Tokyo style pop art pieces and American vintage toys are 
displayed and shoppers feel they are in a toy box.
Designer : Hakusuisha

DIFFERENCE Aoyama
（Page 83）
Konaka, known as a clothing store, started order-made suits store 
in 2016 and the design firm SAMURAI produced all aspects of the 
branding of the store from naming, logo, products, to the store 
design. You can make your order-made suits by visiting the store 
only once to be measured and after that you can make progress 
manipulati by smart phone. The store stockes more about 150 
kinds of suiting materials and small boxes to present the 
clients sample materials of details of the suits. It surprises the 
customers who knows the store only on the web.
Designer : SAMURAI

TONCHINKAN
（Page 101）
Shoben-tango, the owner company of Tonchinkan restaurant was 
established in 1932 and they started to operate establishments 
thirtythree years ago. This project represents the ambition of the 
owner Yoshiko Hirakawa and the succeding brothers. There are 
layers of warm color clay walls which show a sense of time with 
warm upper bulb-lighting. Folk art dishes are framed and 
displayed on the wall like abstract paintings to show diversity. 
Visitors can enjoy seeing, through wood lattices, the works by 
BAKIBAKI, Osaka-based artist.
Designer : everedge

WOKUNI
（Page 120）
Japanese restaurant WOKUNI opened near Grand Central Station 
in New York, it is located in the midst of competitive area for 
restaurants lunch users. Upon a design theme of “ocean & wave”, 
a designer, making the most of the high ceiling, elaborately used 
various materials with effective partitions and dramatic lighting to 
make a New York style Japanese interior. Near the entrance, there 
are art works to represent tuna which is one of the most attractive 
menus that people can take out. To emphasize the busy 
atmosphere in the interior for passers-by, sake bottle shelves 
reach the ceiling. A dining area in the back is very special with the 
use of custom-made seating of copper and brass repressing 
sunset of the sea. It also has a private room and always full of 
business people from Japanese-affiliated companies.
Designer : BLANK DESIGN

SPECIAL FEATURE
FACADE DESIGN
（Page 131）
Front facades must represent instantly business category and 
environmental design concept of what is behind the front door of 
the establishments. This featured article picked up thirteen 
examples of the facade design from a big commercial building to a 
small shop on a street. In a late part of the article, you see most 
talked-about facade on SNS for you to think about the essence of 
hot or photogenic styles on instagram.

SPECIAL FEATURE
Golf Club Space Design
（Page 175）
Since the collapse of bubble economy and Lehman shock, golfer 
population and market of golf business have been shrinking. 
Today, a number of golf club houses resort to make themselves 
renovated to unwind users. Some are like luxurious hotels and 
some villas surrounded by the nature. Here are three examples of 
the renovation with photos, drawings, and descriptions by the 
architects. Also here interviews with person interested about 
trend of the market and new business approaches.
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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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