
Ginza Sony Park
（Page 52）
Almost fifty years have passed since Sony Building was created 
by architect Yoshinobu Ashihara in 1966.
And it was demolished and regretted by a lot of people in 2018 
but this August saw Ginza Sony Park on the site. Sony for this 
park made a project team five years ago collaborated with 
company staff, architect, historian, and editor. They thought over 
the development project including conservation of the building. 
Architect Nobuo Araki was commissioned by the team to design 
the park under a theme of “designing dismantlement”, 
representing something to show a history of the building. He made 
this park complex as a platform to connect a lot of areas both 
internally and externally. It includes shops and eateries.
Designer : Ginza Sony Park Project

BLUE BOTTLE COFFEE Kyoto Cafe
（Page 83）
Upon integrating Blue Bottle Coffee - coming from America's 
West Coast culture - with the machiya (traditional townhouse) 
located along the approach way to Nanzenji Temple in Kyoto, the 
architect continued to focus on our design concept for all of the 
Blue Bottle Coffee shops we designed, which is to "create equal 
relationships" throughout the space. The existing floor, raised 50 
above the ground conforming to a characteristic style of traditional 
Japanese architecture, was demolished to make a new floor level 
with the ground.
The continuous white floor is stripped of all unnecessary things 
and the structure is stripped of existing finishes to expose the 
original roof structure and clay walls, and one can see traces of 
its100-year old history throughout the large, medium and small 
spaces in the structure originally composed of two separate 
buildings.

Designer : Jo Nagasaka / Schemata Architects

DANDELION CHOCOLATE Kyoto Higashiyama 
Ichinenzaka
（Page 88）
This cafe and chocolate shop is located on Ichinenzaka street 
near Koudaiji temple in Kyoto. The existing building is surrounded 
by an atmosphere reminding us of old traditional city of Kyoto but 
the composition is rather disordered after repeated renovations. 
The architect of this establishment restored an initial image of the 
house, adding some San Francisco style elements to make people 
feel comfortable. The products they sell are variety of Dandelion 
chocolate which are classy and made of natural materials. Interior 
design uses solid cedar panels to expresses the high-quality 
chocolate.
Designer : Fumihiko Sano Studio

Cafe & Champagne Gion Chikara
（Page 92）
This cafe is on the second story of confectionery shop GRAND 
MARBEL Gion and serves champagne and western sweets like 
Danish pastry.  Artist Kouhei Nawa directed the interior of this 
project. Making the most of the existing traditional parts of this old 
Japanese-style house, the cafe was produced like simple modern 
one with the use of artistic objects and contemporary art pieces. 
A bent wood ring-shaped counter table and traditional Kyoto-style 
black lattices are among attractive interior elements. Art works are 
everywhere, including not only Nawa’s but also various local 
artists’. The cafe makes a cultural salon that promotes exchanges 
of creators in various generations.
Designer : SANDWICH 

soboro bakery
（Page 152）
This bakery and sweets shop caters for British, Korean and 
Japanese food within a mixed cultural environment, as the first 
step of strategic move for global multiple store expansion. Key 
concepts of the interior design are cleanliness, simple operation, 
and unique interior, which is reminiscent of Japanese 
establishment. Italian white marble tiles and natural wood 
elements are soft keynote presentation. A layout of the interior is 
similar to one-stroke sketch and difference in height of partitions 
and floor levels give a feeling of depth. As the result, the spatial 
design is well-balanced Japanese modern.
Designer : Doyle Collection

ATAMI PURIN CAFE 2nd
（Page 163）
This cafe, featuring puddings, opened in July this year in Atami-
ginza shopping street in Shizuoka prefecture. As the number of 
the tourists to Atami, one of famous hot springs, is decreasing, 
the client of this project proclaimed “entertaining hot spring public 
bath” for the concept of the interior design to contribute to 
revitalizes the town. The store front is fully open and there are 
benches. Inside was design like sento(communal bath house in 
Japan). Visitors pass through the goodwill and pay at bandai, 
where the attendant sits, to get puddings on tubs. You can use 
big bath-shaped eat-in-space after going through datsuijyo 
(changing room). Walls and windows are decorated with 
interesting illustrations for users to shoot photos.
Designer : Studio Tokyo West

BAKE CHEESE TART SHAPO FUNABASHI
（Page 168）
BAKE CHEESE TART is a cheese tart shop located in shopping 
complex building Shapo Funabashi conecting to Funabashi station 
in Chiba prefecture. As the whole building is based upon a natural 
theme, the interior of this shop follows it. The designer supposed 
the rhythm of the nature as 130 beats per minute, so he gave 130 
rhythm to the shop. Besides, he chose monochromatic color 
scheme and adopted natural minimalism elements as visual 
attractions.
Designer : REIICHI IKEDA DESIGN

Comfortable Toilet Space Design
（Page 179）
Today people need more comfortable spatial design for toilets and 
this featured article presents band new smart toilets aiming hyper 
usability, including a big men’s toilets with a dressing room and 
entertaining toilets for both kids and adults, using projector 
intriguingly. Also, here is an article covering current stylish pict 
signages and approach areas.
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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

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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