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Peter Luger Steak House Tokyo
（Page 52）
The first branch of Brooklyn-based famous Peter Luger Steak 
House. The establishment is located in a brick building that 
reminds us of the headquarters of Peter Luger. The main dining 
area is on the second floor with double height ceiling and an open 
kitchen that is like a chef’s stage.
The third floor dining area is like a balcony of a theater where 
people look down the second floor. Also, there are six private 
rooms and a semi-private room, to meet various demands.
Designer : DESIGN POST

CROSSOVER Lab
（Page 68）
New office of design and interior construction company MITSUI 
Designtec opened in Ginza, Tokyo. Based upon a theme of 
“CROSSOVER”, they gathered the company’s much spatial 
knowledge of designing house, office, hotel, etc. The interior 
environment of the office is very much varied one workspace to 
another for the workers to experience varied room and to activate 
their thoughts. The floor plan shows an optimum model suitable 
for collaboration and communication among company workers. 
There is also spatial ingenuity that induces accidental encounters 
and energize co-creation.
Designer : MITSUI Designtec

THE CABINETS
（Page 105）
Takushokaihatsu is a Chiba-City-based developer that creates 
residential land and designs custom homes. This project is the 
second headquarters of the company. As the company positively 
deals events to activate parks, which is not common for ordinary 
developers, the new office demonstrates such enterprising 
character of the company. In this building introduced free-address 
work style. The first floor has a café which is open to the public. 
The interior is composed of unrefined skeletons and the furniture 
is made of construction materials. By the window, there are desk-
and-shelf infills that echo to span of structure. The building is like 
a big cabinet, so we can see employees working inside through 
the glazed openings. 
Designer : siloana + Daisuke Kamiryo Architects + HY Architect + 
Shun Imajo Architects + takushokaihatsu

ESR Amagasaki Distribution Centre KLÜBB AREA
（Page 126）
This is a lounge and nursery in Asia’s largest logistic facility. The 
lounge is located on the sixth floor of the building and it occupies 
11meter wide 55meter long area. To make this huge space 
comfortable for users, the architect created arc hanging partition 
walls. An area enclosed by the wall makes a place and the rest 
does alleys. Each area has different ceiling height and finish. The 
nursery is on the ground floor and has a huge floor-level window 
matching the height of children’s eye levels. Through the window, 
the giraffe pattern floor looks continuous to the outer garden. The 
giraffe pattern visually makes the room look wider and stimulates 
children’s urge to exercise.　A reading room looks like a tree 
hollow and pendant lamps hanging fruits, which are enjoyable for 
children.
Designer : TAKATO TAMAGAMI ARCHITECTURAL DESIGN

worXlab
（Page 142）
Panasonic recently opened worXlab as an active office upon a 
concept of “experiment of working”. It represents four themes, 
safe, intercourse, concentration, and recovery. Upon each theme, 
the office provides solutions to support various work styles. In this 
office, the solutions, based on the hypothesis, get data at any time 
and go through analysis to give feedback. In this age of new 
normal, the office makes itself updated for people to work 
comfortably, contributing to the sustainable development of the 
company. 
Designe : DRAFT

JFA National Football Center Locker Room
（Page 158）
This is a locker room of National Foot Ball Center that strengthen 
and train human resources in Japanese soccer. To win the world 
cup, this room was designed to maximizes the power of team 
building, incorporating communication theory and psychological 
approaches. For example, a table is flexible for players not to face 
each other and it makes casual atmosphere in which they talk 
freely. Above lockers there are walls to show history of Japanese 
soccer and there are team emblems on the ceiling, which raises 
the mood of the players. A lot of architectural elements in the 
interior with furniture make players positive and communicative as 
much as possible.
Designer : AGI design

CULVERT PARK
（Page 172）
Established in 1912, KATO CONSTRUCTION is a construction 
company based in Kanie city, Aichi prefecture. To commemorate 
the 110th anniversary of its founding, the company created a local 
landmark architecture to present importance and attraction of civil 
engineering and to be loved by local people. They chose box 
culverts as a key element in the interior of so-called indoor park. 
The culverts are usually buried in the ground, but in this building, 
they are used as they are. The culverts have strong presence and 
visitors can feel the texture of them readily. The indoor part 
successfully holds workshop targeting housewives of the child-
rearing generation. Providing a joyful place with sand pool and 
grass yard, laundry, bread shop, and café, CULVERT PARK is 
supported by parents who would like to let their children play as 
much as they like.
Designer : TYPE A/B

ROMANCECAR MUSEUM
（Page 179）
“Romance car” is a famous express train of Odakyu Electric 
Railways and this is a museum of the popular train. Including four 
areas, history theater, gallery, diorama park, and kid’s Romance 
car park, the museum has a shop and a café. A theme of the 
environmental design is “Playing Garage”. In front of Ebina 
station, the garage makes an impressive landmark and this project 
was design as homage to the garage. The materials and the 
design are simple to enhance the building and a lot of wood is 
used for colorful furniture and playsets. Near the front façade, a 
simplified wooden model of Romance car was installed which 
represents the car leaving a garage after inspection.
Designer : UDS
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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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