
PARK HYATT GUANGZHOU
（Page 46）
After Asian Games 2010, Guangzhou city, with its population 8.5 
million, in China furthers acceleration of the development. Hotel 
construction is in bloom now, being conscious of Hong Kong.  
PARK HYATT GUANGZHOU is located in a special development 
area, competing against rivals, collaborated with a Japanese 
sculptor and a famous interior design firm, as a differentiation to 
others.
Upon a design theme of “timeless Chinese residence”, the hotel 
was planed as a grand maison with residential zoning. The design 
team used local materials that incorporated the local culture, like 
unique approach of modern art.
Designer : SUPER POTATO

HOSHINOYA TOKYO
（Page 62）
This new type of urban resort hotel opened currently in Otemachi, 
one of central business district in Tokyo, based upon theme of 
Tower of Japanese style inn. The facade of the hotel is covered 
with Edo-komon pattern screens to envelop architectural 
structures like columns, beams and windows. One unit of the 
hotel is composed of six rooms and ocha-no-ma style living room 
and there are fourteen units in a tower building. As of Japanese 
style, guests are to put off shoes when they enter the interior, 
which might be useful for people to keep privacy and intimacy. 
Different from western hotels, this one introduces traditional 
Japanese way of relaxation and modern functionalism.
Designer : Mitsubishi Jisho Sekkei   NTT FACILITIES   
AZUMA ARCHITECT & ASSOCIATES   studio on site

YONA YONA BEER WORKS Kichijoji
（Page 76）
Following the chained ones in Akasaka, Kanda and Aoyama, 
YO-HO Brewing Company owned a new one in Kichijoji. Based 
upon a beer factory, this beer hall has a beer serving counter in 
the center with intriguing decoration of aged copper plates and 
twenty kinds of taps. Some twenty people use a big counter near 
the beer serving area. Materials like industrial pipes, rough wood 
boards, aged metal plates are effective in presentation. Various 
seats are available, bench seats, box seats and private rooms, 
targeting customers in Kichijoji, one of classy and cultural 
neighborhood in Tokyo.
Designer : Jumpei Yamagiwa / DESIGN POST

RISE & WIN Brewing Co. BBQ & General Store
（Page 80）
Kamikatsu-cho in Tokushima Prefecture is a kinds of eco-town 
proclaiming that they keep try zero-wasting. Recently some 
company, agreeing to the town eco-policy, opened a building as 
an iconic small brewery, shop, and  rice-tasting facility, in the 
town. The architect of this project planned to embody the local 
identity and ideal new architecture. The site is oblong and there 
are rooms for touring and shopping and drinking. Eight meter high 
big window is decorated by salvaged old wood frames. Wasted 
furniture, farm equipments are used for shelves, recycled bottles 
for chandeliers, and other materials for smart utilizations. The 
establishment presents a conscious of recycling and reusability 
matching the policy of the town.
Designer : Hiroshi Nakamura & NAP

INSTALLATION & EXHIBITION DESIGN
（Page 115）
A report on works of displayers. We see everyday various types of 
presentation for various exhibition spaces. How displayers 
complete their work under some requirements in limited spaces is 
interesting. Here you see three impressive case studies of current 
display works with interviews with the designers.

THE PARK・ING GINZA
（Page 130）
THE PARK・ING GINZA opened in Ginza, trendy downtown in 
Tokyo. It is in the third and fourth basement of SONY Building, a 
landmark modern building. Interesting things about the shop is 
that it is directly open to a big parking lot. So the environmental 
design was inspired by the location. In a sense, parking lot makes 
an ideal space for shop, for it is composed of some small shop in 
shops and the interior elements are flexible. The shop interior 
seemingly looks like deserted space or remains but it gives off 
auto or something as a whole and it strongly bring shoppers of 
special taste in here. Now the shop attracts a lot of foreign 
travelers and the fact tells us something about what the shop’s 
allure is.
Designer : Nobuo Araki / The Archetype

JULIEN DAVID JINGUMAE
（Page 138）
Julien David, a French fashion designer, is based in Japan. His 
shop in Jingumae was recently renovated and extended. The first 
floor is a store and the second floor is an office. ciguë, French 
design company created this project.
They emphasized exposure of raw materials and traces of hard 
work in this establishment. Concrete structure and aluminum 
fixtures are poetically composed like an abstract art gallery. The 
fixture flexible to fit to any composition for displaying items and 
concrete parts express strangeness and delicateness, according 
to the designer. Shoppers to this interior are to take emigrational 
route in the store to see merchandises, which is an invisible 
retrofit to the interior design.
Designer : ciguë

PAUL SMITH ROPPONGI
（Page 156）
PAUL SMITH ROPPONGI is a store on the street, covering a 
wide collection for men and women. The 23 meters long wall is 
gently curved to show a lot of framed pieces of art works; 
pictures,posters, photos, some of which belong to collection of 
Mr.Paul Smith himself. In the back of the space, there is a 3x3m 
square display space, which is exactly the same floor area of the 
first Paul Smith shop in London.
Floor materials are recycled wood in parquet brought from UK. 
Also vintage furniture from various countries and of various 
periods and even doorknobs are varied for every door. Shoppers 
might feel shop owner’s interest in and loyalty to the brand.
Designer : Paul Smith with Paul Smith Shop Design Studio
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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
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