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SPECIAL FEATURE
“Sustainability and Spatial Design”
（Page 52）
Mass production, mass consumption, and mass disposal in this 
age nearly show deadlock that we cannot afford to leave. 
Everything seems to be at a major turning point. Now is the time 
for spatial designers to ponder direction and social contribution to 
circulating society. Here picked up some intriguing projects: 
KAMIKATSU ZERO WASTE CENTER, base of “zero waste” 
campaign in Kamikatsucho, Tokushima prefecture, SANU 2nd 
Home Yatsugatake 1st, accommodation facility in Yamanashi 
prefecture, designed by sustainable wooded construction, and 
more. Interviews with the designers of these projects give us 
some useful insights. 

GOOD CYCLE BUILDING 001 
Asanuma Corporation Nagoya Branch Office 
Renovation
（Page 67）
Nagoya branch of Asanuma Corporation was remodeled as an 
environmentally friendly building. Making the most of the existing 
parts, the project was renovated to take in the natural light and 
wind. The westside front façade has 2.5m setback windows and 
there are verandas on the 2nd to the 8th floors for plants. Also, 
the façade installs Yoshinosugi cedar undried logs which could be 
diverted for other uses in the future.
Some of the materials used for this remodeling are mostly natural 
like wood and mud. Construction surplus soil from its site was 
used as finishing materials inside and outside the building and 
also for furnishing. The employees of Asanuma joined the 
workshop for earth coating of the building. They also preserve the 
building by themselves, as the participation in construction make 
them feel an emotional attachment.
Designer : Nori Architects + Asanuma Corporation

SEMBA ETHICAL DESIGN THINKING
（Page 98）
Interior builder Semba remodeled its headquarters, based upon a 
concept “SEMBA ETHICAL DESIGN THINKING”. Two storied 
office was made into one with a lot of things including construction 
material samples, which were salvaged and recycled as either 
furniture or artistic decorations. Collaborated with design firm 
we+, they started a research and development project for new 
material. This new office used some of such new materials. The 
article also includes interviews with Norihito Narutomi senior 
designer of Semba and we+. 

Single O Hamacho
（Page 130）
Single O, Australian specialty coffee roaster originated in Sydney, 
whose motto is “Creative Rebellion”, always provides creative 
solutions to environmental issues that affects coffee industry. This 
flagship shop adopted sustainable materials for the interior. The 
ceiling above the entry suspends paper art pieces which they 
used also for the shop in Sydney. The tables are made of recycled 
wasted plastic. A part of espresso bar was made by PANECO 
material boards made from 90% waste clothing and waste 
leather, so the interior is quite environmentally friendly.
Designer : LUCHETTI KRELLE

Chura Ichigo Nanjo IchigoBanare
（Page 141）
This cafe is located in a site of strawberry field in Nanjo city, 
Okinawa prefecture. The exterior walls show signs based on the 
elements of strawberry: calyx, flesh, and fruit. The building looks 
like a warehouse and blends in with surrounding green houses for 
strawberry cultivation. The interior is quite simple and stark just to 
show up merchandises. Strawberry-surface-textured counters, 
red tables, and glass partitions have something in common to 
make visitors feel strawberry. Industrial containers are stacked for 
multiple uses. Some parts of the ceiling are perforated to let in 
light. Such playfulness makes us feel like we are in “a secret 
factory”.
Designer : Smiles

BLUE BOTTLE COFFEE Umeda Chayamachi CAFE
（Page 155）
Chayamachi, Osaka city is among the cafe-tea societies in Japan, 
representing lifestyle for people to get together to share good 
time. BLUE BOTTLE COFFEE Umeda Chayamachi CAFE is 
there and designed as a modern Japanese tea society. The first 
floor used a lot of wood to give a warm feeling and shiny dripping 
station of steel welcomes visitors. Each area has corporate blue 
color glass parts to demonstrate brand icon refreshingly. On the 
second floor, there are “Sense Lounges” which stimulates our 
senses. With blue light from the ceiling and surrounding 
comfortable music, customers can reset their moods.
Designer : I IN

HOUSE F
（Page 212）
Located in Nagareyama city, Chiba prefecture, this project makes 
a complex of house, office, and cafe, surrounded by houses newly 
built for sale in neighborhood. As office workers generally spend 
the day in the office and stay at home in the morning and evening, 
both office and home have unmanned time. This project blurs 
boundaries between the home and office and it has a café which 
can be open to the local community. Irregularly composed box 
style of the building is open and has an air of deliberate 
imperfection to make people behave easy. 
Designer : KAMAKURA STUDIO

OLD HOUSE EXTENSION UPCYCLING
（Page 228）
A renovation project of forty years old private house to make a 
home and office. Making the most of old obsolete house, an 
architect was enthusiastic about creating new value responding to 
the current of the time. Instead of contrasting the old and the new, 
he emphasizes the spatial continuity that users experience. People 
can use varied interiors depending on their mood in this 
establishment that does not separate the working space and living 
space. This makes a new type of dwelling for various work styles 
and ways of living. 
Designer : Naoki Nomura
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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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