
L'Effervescence 
（Page 50）
Remodeling project of a French restaurant. The new facade is 
made of monolithic granite plates that look stern and seemingly 
unfriendly and there is a slope with garden Japanese zelkova. The 
interior in monochromatic color scheme makes customer focus 
upon dishes on tables. The environment is, however, not cold with 
the use of wood, earth, stone, and other natural materials and they 
express tonic presentation of tinges of black color. Some of 
notable things about the interior include collaborated plaster 
works by Naoki Kusumi and Japanned black polished surfaces, 
realizing an elegant atmosphere. 
Designer : Tsutomu Saito / Design Studio GLAM 

TOKYO BREJEW HOUSE
（Page 56）
This restaurant opened currently in Futako-tamagawa, Tokyo. 
Using various frozen foods from all over the world, they serve 
fleshly defrosted dishes in entertaining forms, which can be also 
embodied as the front shop of the restaurant. Futako-tamagawa is 
famous for its rich natural environment and local people enjoy 
organic life style, so this restaurant makes a kind of mansion 
atmosphere in the neighborhood. Customers of the restaurant are 
to choose their food in the shop designed as an entrance to the 
house. Customers can enjoy views of the roof-top-garden over 
plants. Some of layers in the interior give a send of the depth. The 
designer of this establishment selected natural materials gentle to 
human.
Designer : Masahiro Shimamura / SIMPLICITY

CITY SHOP
（Page 70）
Produced by creative director Yuichi Yoshii, CITY SHOP, 
operated by BAYCREW’S, opened lately in Minami-aoyama, 
Tokyo. It covers fashion, food, culture etc. The first story has a 
delicatessen and a bar and the second story is for fashion and 
related items. “Stand” and “Daily” are both concept words for this 
establishment. With grayish smoky colors, durable materials and 
lamps in good order, built-in speakers and other stark elements, 
the interior looks urbane.
Designer : Jamo Associates

DANDELION CHOCOLATE 
FACTORY AND CAFE KURAMAE
（Page 77）
 DANDELION, chocolate from San Francisco, opened an amusing 
shop in renovated warehouse in Kuramae, Tokyo, as the first 
overseas shop for the company. Shoppers and even people in the 
bordering park can see through glazed openings on the park side 
clerks making chocolates from hand-selected cocoa bean. The 
renovation made the most of the existing floor, ceiling and other 
parts as they are and you can instantly see what is happening in 
the factory. The second story is a cafe and workshop space with 
flexible glass partitions. You can overview the factory from a 
viewing box.
Designer : PUDDLE + moyadesign

WIRED TOKYO 1999
（Page 84）
WIRED TOKYO 1999, a complex of cafe and bookstore on the 
seventh story of a building, faces a famous scramble crossing in 
Shibuya, Tokyo’s mishmash downtown area. Cafe bookstores are 
now trendy in Tokyo and this one stands out from the competitors, 
as is not just common self-service cafe but with full service and 
also it uniquely doesn’t use partitions between bookshelves and 
cafe space. Customers, surrounded by thousands of books, can 
settle themselves in their chairs over food or coffee. The interior 
looks nighttime atmosphere. As a dynamic ambient, this will make 
a notable new site in Shibuya.
Designer : Yuriko Kato / CAFE COMPANY

UN GRAIN
（Page 142）
YOKUMOKU, a famous clocked sweet manufacture opened UN 
GRAIN where they deal forty kinds of “mignardises”, French style 
miniature pastries and sweets. The shop is located near Kotto-dori 
Street in Aoyama, Tokyo away from the hustle and bustle of the 
trendy neighborhood. The entrance, like a gate to sweet heaven, 
induces shoppers. Names of the mignardises on the front white 
wall welcome you and then entertain you with colorful sweets in lit-
up showcase under the beaming ceiling.
Designer : Ashihara Hiroko Design Office

Evolving Japanese Design
（Page 157）
This article focuses on essence of modernized Japanese style as 
in a clothing store, a Japanese style inn, and other shop interiors 
introducing Japanese elements and styles. How you designers 
can use attractive Japanese style is the main theme of this article 
with reports on current interpretation of traditional styles. Here 
listed some must-see images of traditional architectural styles and 
hints for presentation.

MARUGOTO NIPPON
（Page 227）
This commercial complex opened in December 2015 in Asakusa, 
Tokyo. The ground floor, called “Nippon Shoku-ichiba Rakuichi” is 
a market for agricultural products from farms, the second floor 
“Kurashi-no-dougu-gai Waraku” deals living wares from various 
districts, the third floor “Asakusa Nippon-ku” offers an event 
space for traveling local Japan, and the fourth makes a food court 
“Furusato shokudo-gai En-nichi”. Fifty tenants are in this complex 
and all of them are newcomers to the public or to this kind of 
business locations. The shops are varied but in unity of the facility 
concept.
Designer : Kenichi Yoshizato / cmyk Interior & Product
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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

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

DJ ディスクジョッキールーム Disk Jockey Room

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 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

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

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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