
GINZA SIX
（Page 50）
As a redevelopment project of the ex-Matsuya department store 
site, commercial complex GINZA SIX was born in Ginza 6-chome, 
Tokyo. Within thirteen stories with six basement levels, there are 
shops, restaurants, offices, cultural facility, and a roof garden. The 
facade was designed by legendary architect Yoshio Taniguchi, 
representing Japanese “noren” and “hisashi”. Noren is a fabric 
divider hung on doorway demonstrating a shop brand, and hisashi 
means eaves of a roof, which echo to the interior designed based 
upon “shoji” and “andon”, both of which are elements of Japanese 
environmental design and they soften the light inside the building. 
The huge central void now holds a series of art installations, 
directed by Mori Art Museum, called  “pumpkin” produced by 
Yayoi Kusama.
Designer : GINZA SIX / Yoshio Taniguchi and Associates + 
KAJIMA DESIGN + CURIOSITY

Niku-no-Toriko
（Page 80）
This restaurant in Roppongi offers a self-help char-grilled “yakiniku” 
barbecue meat and the interior design theme is “eating meat in the 
wild nature”. The ground floor is mortar-based representing a 
cave and geological stratum in wavy lines and earth colors. 
Herringbone-patterned glass and pebbles are used to give a 
feeling of a shallow river. On the second story, the oriented steel 
board floor looks like a contour model with a forest of steel pipes 
with branch-like hooks. Customers place their staffs on hooks to 
provide colors in the interior as flower or fruits of the steel trees. 
You find here outing scenes in the woods.
Designer : Ryoji Iedokoro / Ryoji IEDOKORO ARCHITECTURE 
OFFICE

Private Room Teppanyaki Kobau
（Page 92）
This restaurant in Ginza was remodeled to be a private-room-only 
establishment, after it had extended the floor area. It is elegant, 
classy, and minimum with the use of strong materials like iron and 
stone. The entrance hall, reminiscent of high class inn, looks 
premium and the approach uses iron walls and aging paints. Sub-
traffic lines work well to argument more revenue. As if it were a 
classy ryokan, the restaurant, they say, offers guaranteed 
satisfaction to customers.
Designer : Masashi Sudo / INVI 

TAJIMAYA SHABU SHABU
（Page 106）
TAJIMAYA SHABU SHABU opened on the fifth story of The 
Arcade, commercial area of Mandarin Oriental Taipei. As the 
name tells, it offers shabu shabu, Japanese hot pot dish with 
paper-thin sliced beef. The approach, composed of translucent 
acrylic panels, with the light from above and bottom of hall way makes 
the cross sections of the panels show beautiful geometric pattern. 
The interior, keeping privacy and intimacy, presents hustle-bustle 
of people over acrylic panels. The main dining room is half-public 
with undulated wall decoration with indirect lighting from the ceiling.
Designer : Yukio Hashimoto / hashimoto yukio design studio

SPECIAL FEATURE New Types of Showrooms
（Page 113）
Here gathered current notable showrooms and shops in this 
featured article. In this age of internet, shoppers can even check 
the fine specks of the merchandises. So, how showrooms in 
reality can attract people’s eyes?  You will find smart resolution of 
the showroom design in five cases. How to enhance the appeal of 
merchandises in the best presentation would be the key of the 
showroom. You could get some hints of the design from 
comments from the showroom owners.

SOMETHING & ASSOCIATES c/o 
OFF-WHITE TOKYO
（Page 140）
OFF-WHITE has been marketable in Japan since it arrived in 
Japan. This flagship shop of the brand currently opened in 
Aoyama, Tokyo. The interior was produced by Virgil Abloh creative 
director of the brand and the Dong Ping Wong New York-based 
architect. A design theme based upon an office of an imaginary 
company “Something & Associates” located in somewhere in Wall 
Street, in 1980s. Water server, one of most popular American 
business icon is installed, and are LED display monitor showing 
stock prices and company logo on the upper part of the wall.
Designer : Virgil Abloh + FAMILY NY

le coq sportif avant HARAJUKU
（Page 148）
Le coq sportif avant is a new category of le coq sportif. Designing 
this  shop environment, an architect  pondered two keywords; a 
tantivy bike as an icon of the brand and French word “avant” as 
aggressiveness. The shop has a convenience store MART and a 
cafe EGG STAND. The former quotes images of France and 
cycling and the latter offers egg dishes, and both make visitors 
feel like doing sports. The front facade is recessed to invite people 
and to make good harmony with the neighborhood.
Designer : Makoto Tanijiri + Ai Yoshida / SUPPOSE DESIGN 
OFFICE

M-PREMIER
（Page 186）
M-PREMIER is located in Sendai PARCO 2(est. 2016) in Sendai 
city, Miyagi Prefecture. In this artistic interior, the raised black 
platforms are forced and emphasized. They are delicate and 
paper-like thin, and look like tables or black piano keys, in the 
center of the store. The ceiling is so flat that viewers focus on the 
platforms.
Designer : Akihito Fumita / FUMITA 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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