
TOKYU HARVEST CLUB ITO
（Page 50）
TOKYU HARVEST CLUB ITO, members’ resort hotel, is located 
in Ito city Shizuoka, Prefecture and Ito is among old famous hot-
spring places for tourists. This time, the renovation of the 
entrance, lounge, and two restaurants was completed under a 
theme of “hospitality and garden” and featured here. Interesting is 
a library-lounge near the entrance on the second story and it 
exhibits glass tea pots artistically, for Shizuoka is famous for 
production of tea. The ground story is smoothly connected to a 
garden in the back of the building. Also, the ground level is 
regarded as a garden and has wood paths on the floor and the 
ceiling, which is quoted from a painting called “Yatsuhashi-byobu” 
done by Korin Ogata, artist in the 17~18th century Japan. The 
ceiling and the columns are decorated by water current pattern.
Designer : hashimoto yukio design studio

Special Featured Article
Translucent Materials,  A Study of Material,
（Page 57）
Here featured translucent materials like glass, acrylic resins and 
so on. Here are spatial works by transparent floor, wall, ceiling, 
lamps, display fixtures, art pieces, and other art objects. Besides, 
here picked up some new exciting products by transparent 
materials. You know how much the variety of expressions by 
something translucent entertains us. Reports on artist and 
craftsman who are excellent in working with translucent materials.

TSURUTONTAN Udon Noodle Brasserie
（Page 90）
Japanese udon noodle bar TRURUTONTAN finally arrived in the 
U.S.A.  This first one in New York was designed upon motifs of 
“sound and feeling” and “cool Japan New York art”. The interior 
environment is composed of three areas, as “Tsuru”, “Ton” and 
“Tan”. The wall of the front dining room is decorated with a 
number of wood antique alphabet stamps. A lot ropes, like smooth 
noodles, were installed to make art-walls. Steel nets on the ceiling 
represent stems of hot noodles. In the back of the dining room, 
straws and clays are used to express udon dough.
Designer : Osamu Tsuchiya / BLANK DESIGN

SUSHI SHO The Ritz-Carlton Residences, Waikiki 
Beach, USA
（Page 120）
SUSHI SHO is located in the front floor of residence in Waikiki, 
Hawaii. Impressive thing about the establishment is a wood 
semicircular ceiling above the bar counter.
The counter bar, just a soul of sushi master, is composed of fan-
like main counter made from a solid cypress lumber and a private 
area. Those parts were built in Japan and imported to Hawaii. 
Also, carpenters and constructers from Japan worked for this 
project with local workers. Backboard of the counter has built-in 
fridge and sculpture of fan-like part describes a story of the sushi 
bar from Edo era to contemporary Hawaii due to an idea of Keizo 
Nakanishi the owner-chef.
Designer : Masao Nemoto / NOMURA

SUSHI GINZA ONODERA New York
（Page 127）
Last May SUSHI GINZA ONODERA opened New York branch on 
the fifth Avenue just in front of New York Public Library. The client 
of this project would prefer impressive Japanese style and spatial 
design to remind us of Japanese tradition, as this sushi 
restaurant is located in salad bowl Manhattan. A long counter is 
made of solid Japanese cypress from Ise district. The walls are 
covered, by Japanese craftsmen, with Bizen ceramic tiles and 
clay, which gives a sense of simple and gentleness in the interior. 
Expression with implied meanings by the use of genuine Japanese 
materials and element will satisfy New Yorkers who knows various 
cultures and cuisines.
Designer : Yosuke Karasawa / Yo

Hirotaka
（Page 164）
Jewelry brand Hirotaka opened its first own store in Omotesando 
Hills.
The jewelry of the brand is inspired by shapes of insects, birds 
and other wild life, so the interior designer, imaging a concept of a 
landscape of river valley with birds and insects, created here a 
curved floor plan and a slope and glass showcases on walls. They 
represent quasi-natural environment.
Decorations of brass louvers in the back and on the facade, are 
hand-made, which suggests bellies of insects. Random position of 
the showcases is tactical in term of displaying.
Designer : Keisuke Nakamura / DAIKEI MILLS

TASAKI GINZA TASAKI TIMEPIECES EXECUTIVE 
SALON, Tokyo
（Page 174）
Famous pearl and jewelry brand Tasaki opened TASAKI GINZA 
TASAKI TIMEPIECES EXECUTIVE SALON in their headquarters 
in Ginza to demonstrate its new watch collection called “TASAKI 
TIMEPIECES”.
Inspired by the facade of the total store design, they used pearl, 
diamond, sakura-gold and other brand-related materials for the 
interior. The scale of the salon echoes to that of the facade and 
the facade frame represents the history of this high-end company 
since 1954 when they start business. As the ceiling height is a bit 
low, the reflection of the ceiling and floor was utilized to make 
visual illusions in the interior and its endless mirror images are 
mesmerizing.
Designer : archichi office

FAMILIAR Daikanyama
（Page 179）
FAMILIAR is a well-known clothing company for kids. This new 
store of the company in Daikanyama was designed upon a 
concept of “TOUCH for the first 1000 days” 1000 days means the 
most important term of baby care and the store aims to support 
babies and parents during the day. Not only to sell items but also 
to make shopper experience something special about child care in 
the interior environment. The floor plan looks like a face of a bear 
and there are areas for baby tub bathing, touchable art 
installations, photo shooting, etc. and they are surrounded by 
sales areas. Shoppers are to tour those areas for often long time.
Designer : IMA design office
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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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