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W OSAKA
（Page 34）
Hotel W Osaka is Located in Shinsaibashi, downtown Osaka 
where there is full of luxury brand stores. It reminds us of the birth 
of Hotel W in 1998 in New York, energetic cultural melting spot. 
Environmental design of the hotel demonstrates the new concept 
of luxury with dynamic spatial and acoustic scheme. In contrast to 
the interior, the exterior design was subdued. Concrete , the 
interior architect, used different themes to each floor, echoing to 
the total architectural concept. The lower part of the building has 
terraces and courtyards for public areas, so the visitors feel both 
city atmosphere and seasonal changes like colors of skies. 
Superb collaboration of architecture and interior produce 
incomparable elaborate richness.
Designer : NIKKEN SEKKEI + Concrete Architectural Associates

FAUCHON HOTEL KYOTO
（Page 54）
FAUCHON, French gourmet food and delicatessen company 
opened a luxurious hotel in Kyoto in March, following the first one 
in Paris. The design theme is mixing culture and design of both 
Paris and Kyoto. The material, technology, and traditional from 
both cities were interpreted in modern design grammar. Iconic 
colors are black, white, gold and FAUCHON pink, which were 
used in various materials, art pieces and furniture. The entrance 
used cherry motifs for handrail of big stairs, stained glass works 
of the ceiling, and art works on the walls, representing spring in 
Kyoto. A FAUCHON store is on the ground floor, tea salon on the 
second, spa on the third, bar, restaurant, and reception hall on the 
top.
Designer : DESIGN STUDIO SPIN

KYOTO YURA HOTEL NIJO JO BETTEI MGALLERY
（Page 68）
As an annex of the KYOTO YURA HOTEL MGALLERY built in 
2019, this small luxurious hotel opened to have twenty five guest 
rooms. As it is located just near Nijo castle, the architecture was 
designed upon a concept of “depth” of a villa, respecting the 
castle as a famous stage of Japanese history. The interior used 
“shakkei (borrowed scenery)” the method of incorporating a 
distant vista into the interior. A contryard basin, mirror finish walls 
and ceilings, and polished rock tabletops reflect the nice views 
and hotel visitors enjoy visual continuity of surrounding landscapes 
of the castle and garden.
Designer : hashimoto yukio design studio + Jun Mitsui & 
Associates Inc. Architects

Azumi Setoda
（Page 80）
Ikuchijima is a small island in Seto Inland Sea between Honshu 
and Shikoku. This ryokan Azumi Setoda was born in the island, 
near old Shiomachi shopping arcade, as a renovation project of a 
mansion of a wealthy merchant in Meiji period. Simultaneously, 
accommodation and public bath facility “yubube” opened on the 
opposite side of the road. Among the founders of the hotel is 
Adrian Zecha, the founder of Aman Resorts. The original house 
was built 144 years ago, and the hotel was created by sukiya style 
carpentry and the local construction method. It represents that a 
ryokan as the icon of the local and this project was intended to 
make an irreplaceable place for both tourists and local people.
Designer : Rokukakuya

Tokyo Burnside
（Page 102）
Tokyo Burnside is a flexible place for events of art and food. The 
U-shaped floor plan includes bar, lounge, and multi-function 
kitchen for various cuisines. The kitchen is just behind the 
proscenium arch and it can be re-equipped according to time and 
date of use. The interior is mostly black derived from the color of 
charred cedar panels and dark atmosphere of an old tavern in 
Tokyo. Besides, it represents black culture and the style of Ghetto 
Gastro, Bronx-based cocking team, also known as Black Power 
Kitchen.
Designer : Snøhetta

Lim.
（Page 114）
This small cafe is three minutes’ walk from Komaba-Todaimae 
station of Keio Inokashira Line. The floor area is only 43㎡ and the 
big table is a reminiscent of a terrain where they serve tea and 
coffee and exhibit artists vessels. The entrance has “nijiriguchi”, a 
wriggle-in entrance that is often used in Japanese traditional tea 
house, which raise your mood from the threshold to the table. A 
big glazed facade, interior steps, mud plaster floor, and other 
architectural details blur internal and external boundaries. Visitors 
are to enjoy tea and see exhibited art pieces in a natural manner.
Designer : tomito architecture

BLUE BOTTLE COFFEE 
NEWoMan YOKOHAMA CAFE STAND
（Page 162）
This coffee stand is located on the ground floor of commercial 
complex NEWoMan YOKOHAMA, Yokohama station. The oblong 
floor area is only 25㎡ and open to bus terminal and  a crowd of 
people come and go busily. No eat-in space and takeout only. A 
folding partition on the facade, projecting outwards by 1.2 meters, 
make a space where people get together when the partitions are 
folded. A condiment station, a merchandising table, benches, and 
other furniture can be easily stored under the counter, making the 
most of leftover space. 
Designer : Schemata Architects

bibito 2
（Page 187）
This beauty salon is a renovation project on the ground level of a 
three-story apartment building in Jingumae, Harajuku, Tokyo. The 
owner firstly planned to extend the salon and found a site in a 
building across the street to make a 30㎡ small annex. He would 
like to let hairdressers go back and forth between two salons and 
the traffic will gain the publicity in the neighborhood. In the 
interior, mirrors are installed to make a pattern of landscape and 
they reflect the scenes of customers’ activities, which integrate 
with cityscape.  
Designer : toshimitsu minami & associates

25 ways to prevent COVID-19 infection  
（Page 214）
Under prolonged coronavirus crisis, infection countermeasures 
are the most crucial matter for beauty salon business. Last 
September saw JOYBOX the Origin in Minase, Osaka, was 
designed as an infection control beauty salon. In this salon, 
customers don’t have to change seat when she or he get any kind 
of treatment, from shampooing to styling service, so they can 
minimize the efforts of disinfection. Also, the salon introduced 
twenty five ways to prevent COVID-19 infection. For example, 
washstand is near the entrance and cutting areas are equipped 
with small UV disinfectants and small fridge. Waiting area is open 
and  well-ventilated.
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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チック 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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