
TOKYO KAIKAN
（Page 50）
TOKYO KAIKAN was established in 1922 as a sophisticated 
social club. In 2019, the building was remodeled for the second 
time as a commercial complex including restaurants, a banquet 
hall, and a wedding ceremony hall. The design theme is 
“newclassics.”. Inheriting a legacy of the old building, the new one 
presents modern style. As for the restaurant, teppan-yaki 
restaurant and all-time-dining restaurant were added to existing six 
kinds. The banquet hall, as the biggest on in the Marunouchi 
neighborhood, can hold 2,000 people. A chapel belonging to the 
wedding hall commands panorama views of downtown high-rise 
area including imperial palace. Impressive is a relief in twenty 
plates which are on the front facade seventy-two meter above the 
ground. They represent plants such as lily and animals to express 
the alternation of the four seasons.
All the chandeliers used in the banquet room of the former building 
are reused below the ceiling of stairwell on the third floor.
Designer : NIKKEN SPACE DESIGN, NOMURA, MEC DESIGN 
INTERNATIONAL

FYLGDU MÉR OSAKA.
（Page 85）
The client of this project proclaimed that he would like to do 
something to protect our earth and he hopes to make restaurant 
for not only commercial purpose but common happiness based 
upon sustainability. According to him, this restaurant is not just an 
ordinary restaurant and it has a spa and accommodation to bring 
for the users. The restaurant uses natural materials mostly from 
natural and native variety and the spa uses natural clay as 
treatment material. The construction materials include wood, 
stone, brass sinks, plaster mixes with coal, and ceramic tiles 
produced by ceramicist Naoto Ishii. The interior environment is 
quite simple but it attracts us with its something powerful and 
invisible. 
Designer : TERUHIRO YANAGIHARA STUDIO

Ode
（Page 99）
Located in Hiroo, Tokyo, Ode is a gastronomic French restaurant 
established by owner-chef Yusuke Namai. There are a U-shaped 
dining counter, a half-private rooms and a private rooms. They 
serve customers over a kitchen counter and above the counter the 
ceiling is impressive as it is composed of various wood panels in 
different color, height, and angle. The key interior color is grey 
and so is floor, wall, counter, and ceiling. Different materials make 
a nice harmony to enrich the environment.

Designer : TYRANT 

NAGAE+
（Page 128）
NAGAE+ is a kind of life-style-shop dealing metal products from 
Toyama prefecture. Recently the company store opened in 
Jingumae, Tokyo as a salon called “a communication platform” 
showing things about Japanese culture. The store is composed of 
a sales area and eating area where people try experiencing 
products. The interior walls are covered with custom-made tin 
panels which symbolize the brand. They are shining like diamond.

Designer : Juniodesign

Libre
（Page 143）
This establishment has three faces, a patisserie at daytime, a 
French restaurant at night, a bar in the middle of the night. The 
spatial theme is a rabbit hole. Main materials include reddish 
marble Rosso Orobico, clay paste, and stucco to represent an 
underground world. Small windows are glazed with red glass 
plates through which red light comes and turn everything red. A 
stainless-steel counter and curved glass walls around the 
entrance emerge theatrically. Artistic elements in the interior set 
patisserie off as artifacts, inviting  people.
Designer : DAIKEI MILLS

Aoyama Building
（Page 156）
Built in  1972, Aoyama Building is located in Aoyama and directly 
connects to a subway station. Amazingly a commercial area in the 
building (from the basement to the second story) was currently 
remodeled by New York-based design firm Roman and Williams 
Buildings and Interiors. Fathoming the composition of the existing 
structure, the designer completed the renovation with the use of 
tiles, brass, glass, and custom-made special materials. On the 
ground floor, an area called “subway corner” has stepped 
benches and an open terrace, on the second floor, planters and 
outdoor furniture sooth the people.
Designer : Roman and Williams Buildings and Interiors

NAGAYA200
（Page 202）
This tenant building is located near Tenjinbashi-suji, the longest 
shopping street in Japan.
The architect of this project planned a building that will last two 
hundred years, considering the location that has been a famous 
commercial district since Edo period. The building is low with a 
tilted ceiling which is associated with traditional Japanese house. 
The concrete surfaces show the geological stratum, as metaphor 
of history in the neighborhood. The interior is flexible for users, as 
it uses dry construction for separation walls and slabs. The shell is 
hard but it is soft for various uses.
Designer : RYUICHI ASHIZAWA ARCHITECTS & associates

Temple  SHOEIZAN SENGYOJI SARAJOEN
（Page 219）
This temple is a long tall building designed by Mount Fuji 
Architects Studio and it includes a Buddha statue, a nave, 
ossuary, and monastery kitchen. As it is located in Ikebukuro, one 
of the busiest areas in Tokyo, the project was planed as new 
prototype of temple architecture being open to urban context. 
Copper blind covers the whole facade and each floor, as a layer, 
has each function with the use of planters and shoji screens. 
When you see the floors from nearby, you will  notice the whole is 
like a mountain and small temples. Conceptually the establishment 
is a mountain in a city and the temple which remind us of “sango”, 
literally Mountain name”, that is the title prefixed to the name of a 
Buddhist temple. So, this building makes a center to give a 
peaceful feeling in the everyday world.

Designer : MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO
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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

BY バックヤード Backyard

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

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 ハンガーラック 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

ST 鉄 Steel

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

UCL ウレタンクリアラッカー Urethane Clear Lacquer

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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