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RECRUIT MARKETING PARTNERS
（Page 46）
This office is for a company that covers business concerning life 
circle event like marriage and child birth. The plan is oval with 
working area and meeting rooms in radial arrangement, which 
stimulates activities beyond department and business categories. 
A cafe and lounge in the back of the entrance, there are curved 
big book shelves that accelerates communication among people 
including visitors.
Designer : Jamo Associates

VOYAGE GROUP
（Page 68）
Office relocation project of VOYAGE GROUP, internet business 
developing and advertising platform company. They created new 
working space  to maximizing the team performance and to make 
workers experience company culture and creed. On the fifteenth 
floor, there are bar-like entrance lounge with visitor area on the 
left and in-house free work space on the right. The design concept 
is a story of “VOYAGE”. Each area represents each part of the 
voyage with pertinent name on company’s view of the world. 
Offices on the sixteenth and seventeenth floor has a conference 
room in the core and the layout is flexible preparing for future 
recruitment. 
Designer : SEMBA

ITOKI TOKYO XORK
（Page 76）
To increase productivity of workers, ITOKI TOKYO XORK, 
adopted activity-based-working to get WELL Building Standard. 
They designed this new office based upon idea so-called “Ten 
Activities” that means all activity in an office can be aggregated 
into ten activities. Beside, they gave full attention to sound and 
sight in working environment. Each area has each “etiquette” 
about activity and usage time, so workers on their own organize 
their schedules by using newly-invented application, thinking every 
morining where, to whom, how long they work. 
Designer : ITOKI CORPORATION

PANASONIC DESIGN KYOTO
（Page 106）
This is a new office for home appliance designers of Panasonic 
Appliance. The six-storied office was designed to get information 
from outside upon a concept of “DRIP”. It is like a dripping coffee. 
The upper floors gather information, the middle floors filter it, and 
the lower floors squeeze it out in workable way. The ninth floor 
has an entrance and open lounge, the eighth floor has semi-open 
meeting room, the sixth and seventh floor have desk space, the 
fifth floor is a labo, and the fourth floor is a model-making room 
and warehouse. The project incorporates Japanese aesthetics, 
like continuity of inside and outside, flexibility, and “ma”, emptiness 
or absence.
Designer : CCD JAPAN

NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE
（Page 130）
NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE opened in the center of 
Nagoya city, Aichi prefecture, as a co-working innovation base for 
entrepreneurs and in-house entrepreneurs. The establishment has 
an open multi-purpose area , a collaboration area that is cater for 
event with 150 person, and focus area for those who need 
concentrations, and presentation theatre, etc. Each area connects 
other smoothly which makes users inspire.
Designer : DRAFT

BIG EAVES LOUNGE
（Page 144）
Big eaves lounge, lounge and office, is located in ZOZOBASE, a 
logistics base of famous e-commerce company ZOZOTOWN. 
The lounge includes a simple cafe, spacious “Park Lounge” ,  and 
“Engawa Lounge” for persons who need break peacefully under 
louvers. In the PARK LOUNGE, there are fence-like partitions that 
buffer the lines of sights and traffic lines of the people who come 
and go. Warehouse are usually dull and tasteless but this project, 
with real trees inside, gives unusually bright and comfort space for 
staff there.
Designer : Shio Architect Design Office

MAISON GOLD
（Page 174）
This club is located in famous down town Kita-shinchi, Osaka. As 
the name hints the interior looks like a gold maison, composed of 
a waiting area, hall and three VIP rooms. In the center there are 
big columns covered with tiles of pure gold. The hall is decorated 
with materials in gold: stailness steel, paints, and velvets. The VIP 
rooms display gold painted basket shoes, gold camouflage 
pattern, and brass-made trees in Japanese style.
Designer : COCOON DESIGN

LAPIS TOKYO
（Page 181）
LAPIS TOKYO is a gorgeous club in Ginza, Tokyo. You can see 
the inside through the big logo on the facade. The ground floor 
has a welcoming lounge and private rooms. Located in the 
basement of the building, the main floor is dynamically curved and 
decorated with wondrous and sensational elements and full sound 
proofed. The wall changes its colors by LED lighting. A bar 
counter is next to the stairs and a dance floor and DJ booth sit are 
there. An aisle in the back of sofa seating area near main hall 
makes it easier to walk through busy areas to the washrooms.
Designer : FANTASTIC DESIGN WORKS
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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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