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1616 / ARITA JAPAN ARITA SHOWROOM

（ Page 32）
MOMOTA TOUEN is among the trading companies dealing
Aritayaki porcelain opened a showroom of its brand 1616 / arita
japan. The floor area is 300㎡ with rough surfaced partition walls
made of pottery stone of Aritayaki and soil from Kyushu district.
Those were made by local craftsmen. The floor and the furnishings
were made by 300㎜ wide solid bricks and other rustic and
expressive materials from unspecified places. Wall’s edges and
moldings are made of either solid copper or black-skinned iron to
make striking contrast with wall of natural materials and furniture,
giving a tight impression. This environment, embracing Aritayaki
products that lasts four hundred years, will stay alive forever.
Designer : TERUHIRO YANAGIHARA STUDIO.CO LTD.

THE TOKYO EDITION, TORANOMON

（ Page 40）
This hotel used plenty of natural material to make an intimate
space where you can feel as if you were in woods. Each area
emphasizes each material like oak, walnut, marble, japanese
paper, etc. to realize a sophisticated hotel befitting the name of
EDITION, which opened in Japan for the first time. A lounge on
the 31st floor, as the face of this hotel, has delicate wooden
framework canopies to give a feeling of warmness in this high
ceiling space. “The Jade Room + Garden Terrace” commands a
panoramic view of rich green terrace, relaxing hotel guests with
walls and ceiling which are all made of walnut.
Designer : ISC Design Studio + Kengo Kuma & Associates

SHIROIYA HOTEL

（ Page 56）
Renovation and new construction project of an old ryokan in the
center of Maebashi city, Gunma prefecture. A building with a fourstoried-height void was turned into an urban public space as “living
room for the city”. A new construction designed upon Maebashi
city’s vision “mebuku (blooming)”, used the same scale and height
as the old building represents a green hill. The hill connects the
main street and a road, letting anyone to drop in or go through the
ryokan. This project took six years, joined by world famous artists
and designers, and local people.
Designer : SOU FUJIMOTO ARCHITECTS

SAIKI

（ Page 88）
Located on a corner of an alley in Tsukiji, Tokyo, this French
restaurant has four private rooms. The interior gives us a feeling of
comfort, impeccable service, and a dish in rich nuance, which
come from personality of the restaurant owner. The interior
represents the depth of the character of the restaurant and it can
be traced on sense of layered materials and hand-made touch of
the surfaces of high-grade components. An approach displays art
pieces to improve the expectation of customers. This restaurant
welcomes customers with an atmosphere that composed of the
personality of the owner, the taste of the cuisine, and the nuance
of the interior.
Designer : Koji Kakitani Atelier

THE ME

（ Page 103）
This clothes store is based upon a concept of “where I come to
clear the FOG”, according to the interior designer, which means
that in this store you can easily find what you want when you
waver in your choice. To light up the interior, they chose silver as
the key color and sharp lines were emphasized. A lot of curved
lines gently remind us of body lines. Displaying fixtures are made
of wood and in warm colors. Shoppers feel comfortable to be here
in gender-free environment.
Designer : GARDE

TOUCH TO GO

（ Page 113）
This is the first unmanned self-checking convenience store in
Japan, located in Takanawa Gateway station. When you pick up a
merchandise, your transaction will be immediately completed in
this store. A lined graphic key-guide make you shop easily when
you walk, together with logos and signages. The flow line is so
simple for both shoppers and monitoring cameras for their
essential activities. This project shows a store model to solve
labor shortage issue.
Designer : DESIGNESS inc.

TOSHIN SATELLITE PREPARATORY SCHOOL
Ishibashi Ekimae

（ Page 128）
A big counter, like a border line between visitors and staff,
dynamically runs from the reception to consultation area in this
floor of a prep school. On this antiviral top board of the counter,
are installed some plates of glass to prevent droplet infection.
Between the plates, they set 200㎜ space which does not block
the voice and intercommunications. The plates are coated with
special films for projection of visual data and it makes possible for
teaching staff in remote area join consultation online.
Designer : KTX archiLAB

Rust Harvest

（ Page 142）
Rustic surficial artwork by Yuma Kano. As the rust causes trouble
such as disorder of steel machinery, it is often regarded as
negative and impaired state, but we know, when we look it
closely, it has beautiful patterns mixed with various colors. This
project shows a smart use of the rust as the texture of products.
The patterns, formed by sunshine, seawater, earth, etc., were
transcribed on acrylic surfaces to be used for making furniture.
We see here new potentiality of the material.
Designer : studio yumakano

UENOOKACHIMACHI SAKURAJYUJI CLINIC

（ Page 160）
Located in Ueno, Tokyo, this clinic focuses on medical
examinations. The whole environment used chic color scheme and
various attractive materials, different from ordinary white-main
color scheme hospital style, as the facility targets mostly active
people. Public spaces use mortar texture and wood materials,
articulated by green and purple to make the interior like a relaxing
lounge. Medical examination rooms use beige colors, warm
patterned tiles, which enhancements the feelings of the total
environment.
Designer : Naohiro Nakamura & Associates
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AC

空調機

Air Conditioner

AEP

アクリルエマルションペイント

BC

ボトルクーラー

Bottle Cooler

CB

コンクリートブロック

Concrete Block

BS

ビールサーバー

Beer Server

CL

クリアラッカー

Clear Lacquer
Down light

Acrylic Emulsion Paint

BY

バックヤード

Backyard

DL

ダウンライト

CH

天井高さ

Ceiling Hight

EP

合成樹脂エマルションペイント

Emulsion Paint

CL

天井基準面

Ceiling Line

FB

フラットバー

Flat Bar

CR

クロークルーム

Cloak Room

FIX

はめ殺し

Fixed Fitting

COT

コールドテーブル

Cold Table

FL

蛍光灯

Fluorescent Lamp

CT

カウンター

Counter

FRP

ガラス繊維強化プラスチック

Fiberglass Reinforced Plastic
Hight Quality Intensity Lamp

DCT

ディシャップカウンター

Dish up Counter

HQI

高効率ランプ

DD

ドリンクディスペンサー

Drink Dispenser

HL

ヘアライン仕上げ

Hair-line Finish

DS

ダクトスペース

Duct Space

IL

白熱灯

Incandescent Light(Lamp)

DSP

ディスプレイスペース／

Display Space ／

JB

ジェットバーナー仕上げ

Jet Burner Finish

ディスプレイステージ

Display Stage

LED

発光ダイオード

Light Emitting Diode

DT

ディスプレイテーブル

Display Table

LGS

軽量鉄骨

Light Gauge Steel

DW

ダムウエーター／リフト

Dumbwaiter ／ Lift

MDF

中密度繊維板

Medium Density Fiber Board

ES

エスカレーター

Escalator

OP

オイルペイント

Oil Paint

EV

エレベーター

Elevator

OS

オイルステイン

Oil Stain

F

冷凍庫

Freezer

OSB

構造用合板／木片圧縮合板

Oriented Strand Board

FR

フィッティングルーム

Fitting Room

PB

石膏ボード

Plaster Board, Gypsum Board

FL

フロアレベル

Floor Level

PL

プレート／平板

Plate

GAT

ガステーブル

Gas Table

RC

鉄筋コンクリート

Reinforced Concrete

GL

基準地盤面

Ground Level

SOP

合成樹脂調合ペイント

Synthetic Oil Paint

GT

グリストラップ

Grease Trap

SRC

鉄骨鉄筋コンクリート

Steel Framed Reinforced Concrete

Hg

ハンガーラック

Hanger

ST

鉄

Steel

IM

製氷器

Ice Maker

SUS

ステンレス

Stainless Steel

M

鏡

Mirror

t

厚さ

Thickness

M・WC

男子用便所

Men ʻ s Water Closet

UC

ウレタンクリア仕上げ

Urethane Clear Finish

PA

音響機器（室）

Public Address（ Room ）

UCL

ウレタンクリアラッカー

Urethane Clear Lacquer

PS

パイプシャフト

Pipe Shaft

UL

ウレタンラッカー

Urethane Lacquer

PT

包装台

Package Table

UV

紫外線強化塗装

Ultraviolet Coat

R/RCT

レジスター／

Register, Cashier ／

VP

ビニルペイント

Vinyl Paint

レジカウンター

Cashier Counter

W

木造

Wood

RF

冷蔵庫

Refrigerator

@

ピッチ

Pitch

RFR

冷凍冷蔵庫

Freezer & Refrigerator

直径

Diameter

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 ʻ s Water Closet
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