
Special featured article / 
Design of The Hotel Restaurant & Bar
（Page 53）
We still see more hotel rush bringing a lot of notable restaurants 
and bars in there. Some hotels are casual and appeal to travelers 
with nice cafes, intriguing special products, and all-day dining 
lounges etc. Here are selected smart hotels in various styles.

brancH sunny
（Page 86）
Open and bright, this hair salon is in Hiroshima city, face to a wide 
road and is easily recognized. One of the crucial points of this 
environmental design is how to cope with the strong light of the 
setting sun. The result is adding a café-like area near the entrance 
of the establishment. It is a lounge and nailing room. A back-bar 
like shelf is a partition of cutting booth and it blocks the sunshine 
and also keeps the privacy of customers. The interior is so 
attractive for passers-by and wakes to optimum openness for a 
beauty salon.
Designer : CAPD

PACIFIC DAZZLE KOBE SANNOMIYA
（Page 98）
PACIFIC DAZZLE is a beauty salon in Kobe city and they
sell books and sundries to attract more people. Around cutting 
booths, there are shelves for customers to browse. The salon 
does not look like so to drive the curiosity of passers-by. Also, 
there are some special rooms for customer which are for couples, 
kids, and VIPs.
Designer : TAKARA SPACE DESIGN

GO TODAY SHAiRE SALON “Stella”
（Page 121）
This hair salon is located one minute from Harajuku station and 
freelance hair dressers work there for their customers. The salon 
owner supports such hairdressers to work independently without 
their own salons. The salon is composed of some booths that are 
like different salons along a hallway. Each booth was scaled and 
deigned after research and development with the hairdressers. 
The layout of booths is effective and they are made of glass plates 
and wood members and they create openness letting the lights 
comfortably. White color of materials and touch of wood parts 
make both staff and customers feel at home.
Designer : CANOMA

HANASHOBU
（Page 136）
This high-end Japanese restaurant is a part of golf club house in 
Shenzhen. The interior of the establishment is similar to that of a 
Japanese traditional ryokan inn. Near the entrance, there are two 
counters for sushi-bar and robatayaki, a traditional style of coal 
grilling. Also, in the center of the hallway of the interior, there is a 
tea-serving counter. Four private rooms and two big VIP rooms 
were designed upon a theme of four seasons, commanding fine 
views of a Japanese garden.  Visitors will find comfort and 
intimacy of a Japanese ryokan.
Designer : INVI inc.

WAKETOKUYAMA
（Page 141）
This Japanese restaurant was created in Hiroo, Tokyo. The width 
is 4.4m and the depth is 18m. It is on an irregular shaped site 
with no trace of columns and beams, which is in wall construction. 
Use of fill-up concrete block makes here a cozy building in the 
forest with a backdrop of dense residential area. A canopy of 
Hinoki planks and tiles extends from an alcove and horseshoe-
shaped louvers of Hinoki boards and brass parts are impressive 
on facades and they give a feeling of softness and steric effect to 
rough concrete surfaces. The interior uses various woods panels, 
rice paper, tiles, and urushi painting for each area to represent 
diversity.
Designer : ninkipen!  renoveru

YAMAGATA SOBA SARYO TSUKINOYAMA
（Page 158）
This soba noodle restaurant caters to various menus, serving local 
food from Yamagata prefecture and sake in the evening. The 
facade attracts people’s attention with canvas store curtain of 
logos of “mountain of the moon (a famous mountain “Gassan”)”.  
Wood lattices emphasize the height of the ceiling. They are, one 
by one, stained with sumi ink.  Glass partitions represent shape of 
moons and a lot of free blowing glass pendant lamps in different 
design articulate the interior. Every single detail helps to make a 
landscape of heart in Yamagata prefecture.

Designer : fan Inc.

Special featured article / Feel Nature Design
（Page 167）
Lots of current interior design works quote elements and 
experiences of outdoor sports like mountaineering, cycling, 
bouldering, camping/glamorous camping. Here are some of smart 
examples of such environments with sports mind with their superb 
performances of attracting and entertaining people.
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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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