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HOTEL OKURA KYOTO OKAZAKI BETTEI
（Page 40）
This small luxurious hotel have sixty guest rooms including eight 
suites. The interiors and dining atmosphere represent taste of 
contemporary aesthetics of Kyoto. “GO ON”, a creative team of 
six Kyoto-based successors to traditional crafts joined this hotel 
project to exhibit intricated art pieces. North faced guest rooms 
have superb views of neighboring temples and Higashiyama 
mountain landscape. All the suites have balconies and the interiors 
are decorated with fabrics designed by Nishijinori maker HOSOO 
to represent lake surfaces reflecting light, and calligraphy works 
titled “Ko-ou (Correspondence)” by Tomoko Kawao, focusing on 
movement of brush.
Designer : Mitsubishi Jisho Sekkei + RENS NOMURA

CHOOSEBASE SHIBUYA
（Page 62）
This establishment is an OMO store with a selection of D to C 
brands that are not bound by the product categories of 
department stores. It is linked to the EC and website that were 
launched at the same time as the store. In the interior, there cross 
two wide traffic guidelines. At the crossroads, there meet four 
areas like cafe, showroom, etc. The floor plan is tapered from the 
entrance to the crossroads, and the lining lights are suspended 
and make organic waves below the ceiling, which invite shoppers 
into a space. As “sustainable” is a concept keyword of this 
establishment, crashed CRT, OSB, recycled aluminum, scraps 
generated during construction, and other eco-conscious materials 
were used.
Designer : no.10 NOMURA

Social Kitchen TORANOMON
（Page 90）
Collaborated by chefs and food business groups, Social Kitchen 
TORANOMON was set up, as a platform for innovation in food 
industry. Selected young chefs of various cuisines gather here to 
test and develop products, recipes, and business plans. Also, this 
facility is used as a base for catering service, seminars, and a 
cooking class. There are four kitchen islands with state-of-art 
equipment to be ready for any kind of cooking. A back wall behind 
the kitchen is used as a big screen for projectors.
Designer : HOLOGRAM

esports Challenger's Park
（Page 114）
Located on the eighth floor of a commercial building in Tenjin, 
Fukuoka City, esports Challenger's Park is an e-sports base 
targeting users of computer games and video games. They hold 
e-sports events and offer competition training, and dinning at 
restaurant. There is also an online streaming booth for e-sports 
players, and it gives opportunities for e-sports to see the players. 
Menu of the café was produced by a food coordinator to propose 
quality meals, which could eradicate a fixed image of poor food of 
e-game players and propose them a new way of life.
Designer : HYBE design team

SPiC Gym
（Page 145）
A personal gym located in the basement of a building in Kamakura 
city, Kanagawa prefecture. Entering an entrance on the ground 
level, you will find a three-story-height stairwells. Vertical louvers 
are beautifully installed along the spiral. The gym is divided into 
left and right rooms with one straight traffic line as the axis, so 
visitors cannot see through the entire interior or users’ activities. 
The gym looks closed and open with streaming air conditioning 
and quasi-natural lighting to let users feel outdoor ambient. 
Making the most of location of Kamakura, among important old 
cities indispensable in history of this country, the establishment 
makes a spiritually rich space where users experience traditional 
aesthetics and vital force.
Designer : acca

KOAMIGAME
（Page 156）
Located in the mountain of Takahagi in Ibaraki prefecture, this 
sauna was born as a renovation project of old warehouse. As it 
faces the clear stream, the project was designed to emphasize the 
relation to the river and fresh air bathing. The ground floor has a 
sauna, the second floor is a bath where users breathe, and the 
deck floor near the river makes an area for fresh air bathing. The 
deck continues to the inside of the building. The sauna is made of 
plaster and it looks like a cave and the base of the plaster uses 
concrete blocks to store heat, which saves firewood and keep 
forty to fifty degrees Celsius even after the use.
Designer : MIGRANT

REPORT / 
Community development in Kabutocho, Tokyo
（Page 172）
Kabutocho is a famous financial district in Tokyo, which is bustling 
with a lot business people on weekdays, but there are no people 
on weekends. Heiwa Real Estate owns a lot of real state in this 
district and started a redevelopment project to attract people. As 
the first step, they renovated an old modernism building and built 
hotel K5 (see May 2020 issue of Shotenkenchiku). Some small 
restaurants opened in the neighborhood since then and 
Kabutocho has been crowded and revitalized. This Kabutocho 
redevelopment project is still in progress, however, they continued 
to update the plan, while utilizing the context, to make new layers 
of regional reinvigoration. 

REPORT / 
Community development in Goto Islands, Nagasaki
（Page 186）
We visited commercial projects conducted by architect Junpei 
Nousaku (JUNPEI NOUSAKU ARCHITECTS) and Ryo Ishitobi 
(WANKARASHIN) in Goto Islands, Nagasaki. Their first project is 
SANGOSAN (2017), which is a complex including a library, 
coffee stand and multi-purpose hall. This project brought other 
new clients for them to produce five projects. Both architects 
proclaimed that they will build something new in the islands with 
the use of materials which cannot be found there. They also used 
even local specialty such as coral and lava. Both things and 
people can be more valuable when they are not tied to their roles. 
It seems that people and things are just as they should be.
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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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