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VISON
（Page 36）
VISON opened in July 2021 in Takicho, Mie Prefecture. It is a big 
scale resort facility based upon regional revitalization covering six 
towns. Brewery factories of soy sauce, vinegar, and mirin, are 
located in the project site, for the establishment characterizes 
traditional Japanese food culture. As VISION holds interchange of 
express way in the site, it plays a role of logistic platform. The 
project architect developed the forest not leveling the ground to 
make the most of undulating terrain for creation of value of the 
landscape.
Designer : OLGA-Lab

TOKYOBIKE TOKYO
（Page 60）
TOKYOBIKE TOKYO opened as the flagship shop of bicycle 
brand “tokyobike” in Kiyosumishirakawa, Tokyo. Renovated from 
a steel frame warehouse, the store also has a plant shop “The 
Plant Society Tokyo Flagship” and coffee shop “ARiSE COFFEE 
PATTANA” as the tenants. The third floor is an office. The ground 
floor and the second floor are connected by a big wooden steps 
either for events or display. The store was designed to make an 
“engawa”, public board floor, for local people to get together with 
cups of coffee in their hands. Modularized box elements for 
display can be stacked and flexibly used.
Designer : TORAFU ARCHITECTS

Mame Kurogouchi Hanegi
（Page 84）
This small store in an old wooden row hose is the first company-
operated store for women’s brand Mame Kurogouchi. It is located 
in Hanegi, where Maiko Kurogouchi, the brand designer, has an 
atelier and she hopes that shoppers feel the everyday scenery 
related to her. The facade is fully glazed and the back wall is also 
glazed so that you can see views of the neighborhood. To present 
that the store symbolizes the ideas of Kurogouchi the store is 
inserted into house, and 13㎜ thin concrete is placed to harden 
the peripheries of existing wooden structure, showing striking 
contrast between the new part and old part of the building. You 
can not see any items through the glazed facade and you will 
encounter garment as you walk in. A big fitting room is spacious 
for you to face carefully what you chose.
Designer : TERUHIRO YANAGIHARA STUDIO

NAKAGAMI nakameguro
（Page 88）
NAKAGAMI, Tokyo and Hiroshima based apparel brand, opened 
the first company-operated store with a press room to 
communicate the brand’s ideas.  The walls of ground story were 
cleared to insert one boxy big sales area, 7m×3m. The 
intermediate area between the exterior and interior are like a 
blank, used on multi-purpose. The raceways, which are usually 
used to fix lighting, composed the box frames of the shop. Pale 
brown polycarbonate boards cover walls and the ceiling and floor 
is covered with navy carpet. The contrast between crude 
architectural materials with elegant color of the floor fully brings 
out the luxury of the brand.
Designer : SUPPOSE DESIGN OFFICE

beautiful people JR NAGOYA TAKASHIMAYA
（Page 92）
In a department store, light steel framed walls and piles of plastic 
baskets make this small shop intriguing. As shops in department 
stores generally change in a short period, this project is utterly 
composed of removable members so that it can be easily 
disassembled. Stacked shopping baskets fixed with polystyrene 
foam make display tables for bags and accessories. Spatial 
design for elegant merchandises paradoxically makes the most of 
supermarket kind of everyday elements to show attractive contrast 
in the interior.
Designer : DAISUKE YAMAMOTO / de:sign

Off-White GINZA SIX
（Page 122）
Virgil Abloh, creative director of Off-White, calls this store 
environment of Off-White GINZA SIX “warehouse surrealism”. 
Spatial design of the store combined construction and 
dismantlement. Most materials are common and painted off-white 
to be used like collage. A lot of steel wire mesh and white brick 
with logo were used. The facade looks being under construction 
or still constructing. Atmosphere of the environment looks 
industrial;truss reinforcement materials are used as hanger rods, 
bench stools are made of reinforcing bars, and concrete floor is 
covered with wire mesh pattern carpet.
Designer : Virgil ABLOH + SITE + I-Beam Design

TOKYO DESIGN STUDIO New Balance
（Page 138）
This is a pop-up store for TOKYO DESIGN STUDIO New 
Balance, a brand developed by New Balance. It represents three 
display designs for a capsule collection in collaboration with the 
Japanese outdoor brand Snow Peak and the New York-based 
unisex brand OVERCOAT. Each installation features ropes, cloth, 
and paper as key materials representing each view of the brand.
Designer : ATELIER WRITE

Serialization / 
MAKE A BASE WHERE PEOPLE GET TOGETHER 
Vol.3 A base for transmitting art and culture
（Page 152）
The third part of series of “MAKE A BASE WHERE PEOPLE GET 
TOGETHER”. Some people recognize stores as exclusive places 
where they see someone special or get something unique, for they 
expect something extraordinarily will happen is such places. This 
article covers such places for us to have premium experience art-
and-culture-wise. Art works and installations in some interior 
projects echo to the space and environment to spread the impact 
on the neighborhood and society with the fascination of the 
places.
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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チック 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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