
HYATT REGENCY SERAGAKI ISLAND, OKINAWA
（Page 68）
This resort hotel Hyatt Regency located in Seragaki island is 
connecting, by a bridge, to Onnason village of Oikanawa. It has 
344 guest rooms and six restaurants and a bar. The architecture, 
the interiors, and the landscape are integrated in this hotel 
elaborately. A lounge on the first storey has a big glazed opening 
and various floor materials and furnitures are arranged intriguingly 
like a patchwork. The environmental design quotes Okinawan 
elements like “gusuku (castle)” and handcraft of glass, which 
make visitors soothe with nice views of the outside.
Designer : hashimoto yukio design studio

LOG
（Page 92）
LOG is a hotel remodeled from an apartment in Onomichi city, 
Hiroshima prefecture, designed by Indian architectural firm 
STUDIO MUMBAI composing of architects, carpenters, and 
craftsmen. The hotel has six guest rooms, cafe, bar, gallery and 
lounge. Salvaged materials like mud and stone were re-used. The 
color scheme of the interior was based upon architects’ 
impressions about Onomichi. Various textured materials were 
used, such as copper doors and rice papers, with which people 
feel atmosphere of fascinating place Onomichi.
Designer : STUDIO MUMBAI ARCHITECTS + ARCHITECTS & 
CARPENTERS MUGURUMA + OKUDA ARCHITECTURE 
OFFICE

HAMACHO HOTEL&APARTMENTS
（Page 113）
Yasuda Real Estate Co. Ltd. has long-range experience in town 
planning in Nihonbashi-hamacho, Tokyo. The company recently 
launched a HAMACHO HOTEL project, combining a hotel and 
apartment. UDS and the range design designed the common 
place and guest room. A.N.D. and NOMURA designed restaurant 
HAMACHO DINING & BAR SESSiON and a concept room 
PREMIUM TERRACE ROOM. Teruhiro Yanagihara Studio 
designed TOKYO CRAFT ROOM.
On the first storey, a restaurant, a lobby and apartment entrance 
hall are connected seamlessly. Craftsmanship and plants are 
keywords of the environmental design. Both exterior and interior 
of the building use a lot of plants so that people experience three-
dimensional landscapes.

Designer : UDS + the range design

BESPOKE HOTEL SHINJUKU
（Page 138）
A conversion project of forty-seven years old office building. 
Inspired by the exciting location in Kabukicho, Shinjuku, a 
designer created this cool interior. Impressive is a glazed elevator 
in the entrance, which, lit up dramatically, makes an icon of this 
hotel. The double height entrance hall attracts visitors. There are 
five areas in a lounge and they are called “departure”, “arrival”, 
“community”, “cafe&work” and “group&meeting” to meet various 
needs. Three types of guest rooms. The existing beams are used 
as beaming signages. All common areas and guest rooms are 
seamlessly lit up to give vivid feeling.

Designer : the range design + seventh-code

MUSTARD HOTEL SHIBUYA
（Page 157）
Located in commercial complex SHIBUYA BRIDGE, which newly 
opened on the former Tokyu Toyoko line facility site, this hotel was 
designed upon a concept “a place to enjoy neighborhood”. The 
hotel interior quoted some station-like elements. The guest rooms 
remind us of 24h open convenience store that represent 
illuminating city Tokyo. The corridors are all pure white and the 
guest rooms are minimal. The hotel, beyond a common lodging 
facility, aim to be “a secret popular sight”, presenting interesting 
contents to visitors.
Designer : TRIPSTER

THE GATE HOTEL TOKYO by HULIC
（Page 169）
This hotel is near Ginza, Yurakucho, or Marunouchi. The 
environmental design theme is “just be yourself, coexisting with 
the charm of the neighborhood”. The neighborhood of the hotel 
has a lot of famous brand stores and old established stores in the 
back alley. The design motif is “flower and elegance”, so the hotel 
is simple with a lot of art pieces and planters everywhere.
Different kinds of furniture are installed on the terrace and by the 
windows. They make dramatic stages for visitors to spend their 
relaxing time.
Designer : Gensler and Associates International

ENSO ANGO
（Page 208）
Located near Shijo, Kyoto, ENSO ANGO is a hotel composing of 
five detached buildings. The front facade uses white walls and a 
black eave. People easily recognize the five building as one hotel 
by the visual focus points. Each entrance has each portico with 
plants and water basins.
Based upon a traditional Kyoto style house plan, the interior 
design was edited by modern elements. In the back of the 
buildings, there are lounges, small gardens, guest rooms 
admitting light or air. The interior is basically minimal with 
Japanese tastes, plus collaboration with various artists, which 
makes each room different.
Designer : UCHIDA DESIGN

HIRAKATASHI STATION / HIRAKATA MOYORI ICHI 
/ MUJI Hirakata
（Page 279）
Hirakatashi station of Keihan Electric Railway was reborn in last 
December as a new type station or a starting point of a town 
planning, collaborated by MUJI with its life style branding project 
focusing on “presentation of a comfortable life”.
The remodeling project of the station includes commercial 
complex HIRAKATA MOYORI ICHI and station annex MUJI 
KEIHAN HIRAKATA. Three projects are designed evenly on the 
same tone and same material like wood.  HIRAKATA MOYORI 
ICHI is in front of the central ticket gate and holds a market 
regularly to encourage communication among local people. That 
will make a starting point of revitalization of Hirakawa city.
Designer : SUPER POTATO
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特別企画／地域に泊まり、文化を体験するホテル
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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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