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Report / TSUTAYA 〈SHARE LOUNGE〉
（Page 36）
Recently a lot of lounge projects are launched, as COVID-19 is 
changing our lifestyle. This series of lounges by TSUTAYA group, 
among other one in featured articles in this issue, could be the 
most attractive. TSUTAYA group aims to open 100 lounges in 
capital area by the year 2024. Taking samples of ones in Shibuya, 
Daikanyama, Futakotamagawa, Shimokitazawa, and Taipei city, 
Taiwan, we interviewed the company’s keyperson in charge of 
store development. Here some important points of their projects, 
including study of styles for both work and relaxation, 
communication models, and so on.

D’s LOUNGE SAPPORO
（Page 47）
Located on the seventh floor, this is a lounge for shoppers of 
Daimaru Sapporo department store. People use the lounge for the 
rest, face to face shopping, and participation in the workshop, 
etc. The lounge, therefore, is composed functionally, with various 
furniture and interior fixtures. A window-side counter, arc-shaped 
comfortable chairs, and other various sitting offers customers 
pleasant experience. A spatial design theme is “pursuit of locality”. 
Gauzy calm works, furniture maker, bases in Asahikawa city, used 
a lot of local wood, particularly local oak, and tuff from Sapporo 
effectively. Also, works by local artist are exhibited in the lounge. 
Everything makes nice harmony in the environment. 
Designer : gauzy calm works

SUMUFUMU TERRACE AOYAMA
（Page 56）
Residential developer SEKISUI HOUSE created a so-called 
communication lounge as a sales base. Different from housing 
exhibition site that get the clients request directly, this lounge 
emphasizes clients’ ideal lifestyle, being close to their minds. 
Visitors can easily drop here in to enjoy coffee and to chat with 
company staff. Two hundred sashes are arranged in a spiral to 
gently segment the environment, controlling sight and light. 
Blurring the distinction of exterior and interior, or hallway and 
room, this lounge makes a free and comfortable space that does 
not make people behave conventionally. 
Designer : nendo

ANCHOR KOBE
（Page 88）
Located on the fifteenth story of a building connecting to Kobe-
Sannomiya Station, ANCHOR KOBE is a membership lounge for 
business people and university personnel, which was established 
by Kobe city. It makes one-big-room lounge, commanding beautiful 
views of Rokko Mountain and Kobe city, where, they expect, 
various business encounters would happen. It includes workspace 
with a round table, area with sofa, and relaxation space.
Designer : Shunsuke Akimoto + Yuko Suzue + ondesign

GOODSMILE DENTAL OFFICE
（Page 104）
The waiting area of the GOODSMILE DENTAL OFFICE was set 
up as a lounge that can be opened to the city. The floor area of 
this lounge is twice as large as ordinary waiting area of a dental 
clinic and the lounge has a kitchen, reminding us of a residence. 
The table in the center has casters, so they can move it easily for 
any purpose. The lounge holds concerts and workshops and it 
makes a nice meeting space for local people.
Designer : Joint Center

AKANABE DENTAL CLINIC
（Page 144）
This dental clinic is located in Akanabe, Gifu city. It has two 
treatment rooms and three private maintenance rooms. You can 
look over a waiting room, kid area, and windbreak room, but you 
cannot see the corridor to the treatment rooms from the waiting 
room. The clinic building is located diagonally to the straight line 
of the road, so that passers-by cannot see the inside of the clinic 
directly. A big wide opening on roadside lets natural light in the 
waiting room and corridors and it makes the waiting room an 
approachable landscape in the neighborhood. Also, it is intriguing 
that a sterilization room is located on a traffic line, for the daylight 
from south-faced opening goes through the room to the whole 
interior, which emphasizes the cleanliness.
Designer : KEITARO MUTO ARCHITECTS

COCOON
（Page 162）
Club Cocoon opened in 2000 and it was currently relocated, 
because of COVID-19 disaster, to make ventilated environment 
that anyone can easily drop in. Six sliding doors make a new 
entrance and an original historical counter was moved to accept 
visitors quickly from any direction. The letters of “cocoon” were 
hollowed out at the lower part of the sliding doors, and you can 
see how crowded the inside, looking through the eye holes. 
Mosaic tiles cover the interior walls, but some areas are left blank 
for customers to use tiles after they pay for it.
Designer : KAMITOPEN Architecture-Design Office

STAND UMINEKO YOCA
（Page 196）
This beer bar opened in Tenjin, downtown Fukuoka city and has 
seventy beer taps, which is the largest serving system in western 
Japan. The frontage of the bar is so open and wide to let passers-
by look inside and makes a townscape. As it is located near an 
intersection, some of pedestrians goes through the bar frontage. 
The floor is raised from the ground level, and the bar looks 
integrated with sidewalk. The walls and the ceiling are painted 
silver and they reflected the scenery of the neighborhood.
Designer : YAP
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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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