
MUJI GINZA / MUJI HOTEL GINZA
（Page 50）
World-flagship MUJI GINZA was completed in a building from the 
basement to the sixth floor, offering store, dinner, and gallery. The 
design concept is “connecting with people and city” and it 
emphasizes the dining. The ground floor, the entrance, has a 
bakery and a juice bar, which can be accessed cheerfully like a 
park in the neighborhood.
MUJI HOTEL GINZA is composed of the reception, lounge, and 
restaurant WA on the sixth floor, and guest rooms from the 
seventh to the tenth floor. The guest room is at home with an 
everyday atmosphere, which is also traced in sales area of MUJI 
store.
Designer : SUPER POTATO, UDS

Hostel SUI, Kyoto Suiden-Ann
（Page 79）
Located in Nishijin, Kyoto, this hostel belongs to a cultural salon 
where students learn tea ceremony, ceramic art, etc. Upstairs, 
composed of fourteen capsules(sleeping unit), look city 
landscape. The architect eliminated stereotype accumulation of 
capsules not to make closed space. Here capsules are 
accumulated sterically to make spaces where people keep 
baggages or they interact one another. Using partitions or 
curtains, they can keep privacy. This “capsule hotel” is efficient 
for operator and comfortable for users.
Designer : ALPHAVILLE ARCHITECTS

Guest house Bokuyado Nishijin
（Page 85）
Located on Senbon-dori St. in Kyoto, this complex project has a 
cafe, three rooms for travelers, and the owner’s residence, by 
remodeling existing wooden house. The existing ground floor was 
thinned and added an alley to introduce breeze and light and to 
make a place for people to gather, with visual consistency with the 
surroundings. Recycling existing materials of roofs and walls, new 
materials were used effectively, quoting something of the 
neighborhood. Visitors can feel at home and feel unusual in this 
unique complex.

Designer : td-Atelier + ENDO SHOJIRO DESIGN

IWAI OMOTESANDO
（Page 128）
Based upon a theme of “celebration for events marking the stage 
of our life, and everyone can feel themselves as leading role”, this 
project was designed in Omotesando, Tokyo. It caters to marriage 
ceremony, offering, and party. The emphasis of the environmental 
design is not on formality but on celebration. A 20m long approach 
to the building uplift visitors’ spirits, away from the bustle of a big 
city. Interesting is a so-called a letter gallery where they exhibit 
letters from organizer to guests. People can think past and future 
through these experiences. 

KITCHEN STUDIO SUIBA
（Page 142）
A newly built rental kitchen project in Kyobashi, Tokyo, for cockers 
and party people, also for users of showroom for consumer 
investigation. When you look at the building from the other side of 
the road, the volume of this building appears very small. So, the 
architect designed it from two directions based on the two 
different viewpoints, a close-range view and a distant view.  As a 
result, a big sliding door was used on the front facade and two 
inner entrances with small doors were created inside the building, 
and the floor materials echoed to the outside road. Consequently, 
here born a transparent cool establishment.
Designer : Schemata Architects

TAKANO YURI BEAUTY CLINIC Tennoji Mio Plaza
（Page 162）
TAKANO YURI BEAUTY CLINIC is operating more than hundred 
aesthetic salons across the country. This new one in Tennoji Mio 
Plaza welcomes customers with vivid corporate red color, 
antiques and Oriental art pieces. A lounge beyond the reception is 
refurbished flamboyantly with the motifs of classiness and healing. 
The treatment rooms are all private and customers received 
superb treatments by a program for their mind and body. Also, 
intriguing, in terms of aesthetic, are a sauna with red rock salt, 
make-up booths, nailing booths.
Designer : ozi design works

FLUX
（Page 167）
As the name suggests, this beauty salon was designed lightly.  
The ceiling of the cutting area suspends hanging mirrors and both 
edges of the mirror blend with the space to be fused in the 
environment. All mirrors and partitions are 1,500mm high for 
salon staff to see around well. Two mirrors installed at a 
counseling area have wires with weight to change the angles of 
the mirrors. The mirrors look as if floating in the air by the soft 
lighting and whole environment gives us an unusual feeling.
Designer : SIDES CORE

MILANO DESIGN WEEK 2019
（Page 183）
Milano Design Week is the whole city design event centered on 
Milano International Furniture Fear which a lot of entrepreneurs 
participated as usual, and during period of time, various events 
and exhibitions were held here and there in the city, which created 
a huge crowd in the city. 
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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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