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Hirotaka Omotesando Hills & Kobe
（Page 56, 60）
Here are two stores of Hirotaka, Japanese jewelry brand 
established in 2010. One is a flagship shop in Omotesando Hills, 
which is a renovation project with floor area expanded twice. The 
interior environment uses installations made of various materials, 
inspired by a studio of sculptor Constantin Brâncuşi. A lot of 
round tables are placed at angles, which gives an organic and 
dynamic impression to the stark room. The other one, located in 
the former Kobe Foreign Settlement, is the first direct-
management store that uses rocky tables have a strong presence. 
Basic interior colors are white and grey. The atmosphere of 
interior reminds us of an art gallery representing a feeling of the 
time flow, with the use of piled stone, rusted Corten steel, and 
boards with annual rings.
Designer : TORAFU ARCHITECTS

STAR JEWELRY Omotesando Hills
（Page 84）
This jewelry brand celebrated the 75th anniversary in 2021 and 
the store in Omotesando was currently remodeled to proclaim 
craftmanship and business ethics. Plain space, omitting trifling 
decorative elements, uses planters and natural materials to 
balance the whole.
The establishment can be suitable for Omotesando, a trendy 
shopping neighborhood in Tokyo, presenting a new store style.
Designer : TANSEISHA

SHIRO NEWoMan SHINJUKU & LUMINE KITASENJU
（Page 98, 102）
Two establishments for the cosmetic brand SHIRO, which takes 
pride in natural products.
NEWoMan SHINJUKU uses bronze-colored stainless steel and 
plaster as the main materials to differentiate the interior from the 
common area with wood and white materials. A large white display 
counter with semi-circular ends floats at the center of the store 
and a big square pillar appears to penetrate a table. 
SHIRO LUMINE KITASENJU has a J-shaped counter introducing 
a shoppers inside the shop. The counter and walls are mode of 
plaster and gravels and the texture and reminiscent of grains of 
rice, which helps appealing brand products like lotion made from 
sake lees. 
Designer : ODS

longleage Ginza
（Page 112）
Advocating “beautiful and healthy nail as a selling point”, 
longleage is a nail salon specializing nail polishing. Locating on 
the fifth floor of a building near a park, the salon opened in June in 
Ginza, Tokyo. Going through the entrance, you will see fine views 
of green of the park through glazed opening. The interior was 
designed upon concept of Japanese style and tea ceremony 
house. Nine treatment rooms are comfortable and partitioned by 
lattices to keep privacy in each room. Treatment furniture is 
movable, and the layout is changeable according to the situation 
and requirements.
Designer : KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE

FUEGUIA 1833 Ginza
（Page 116）
This flagrance shop offers at home atmosphere in which 
customers can relax and browse merchandises. No register 
counter nor backyard as a home. Even no ceiling lamps for 
shoppers to focus on their osphresis. Spotlights show up 
numerous small clear bottles of flagrance. 
Mud walls remind us of traditional house of Argentine (the 
birthplace of the brand) and Japan and the walls inhale and exhale 
the flagrance so that people in there always feel the scent.
Signage and wood cover of lamps are all hand crafted as 
instructed by director.
Designer : FUEGUIA 1833

MOONSTAR Jiyugaoka
（Page 126）
Kurume city-based shoemaker MOONSTAR, celebrating the 
150th anniversary in 2023, opened directly managed shop in 
Jiyugaoka, Tokyo. This company has system in Kurume city to 
promote manufacturing on their own, including mold making and 
material processing of rubber, canvas, and leather. Tables and 
lighting fixtures were manufactured by collaboration of the project 
designer, the engineering department of the company, and a 
construction company in Tokyo, using the properties of rubber. 
This shop designed under a theme of “community brand 
networking people, locality, and culture”, makes presentation of 
shop building, combining the wisdom of people around this shoe 
shop. 
Designer : ARA + KONTE

Featured Article: Comfortable Toilet Space
（Page 154）
Voice operation public toilets, toilets representing hotel’s concept, 
luxurious toilets suitable for gorgeous environment, and more. 
Those intriguing toilets, wherever they are, share high amenity, 
usability, and agreeableness. Some of those smart toilets are 
conveniently maintained and have natural ventilation that circulates 
air and arouse user’s awareness to keep toilet nice condition. 
Here are excellent samples of smart and comfortable toilets.

Obituary: Shigemasa Noi
（Page 176）
Shigemasa Noi, based in Osaka, is one of the most famous and 
excellent interior designers of this age in Japan. He designed a lot 
of bars, taverns, restaurants, etc. His style shows uniqueness and 
warmness and he was admired by many people, regardless of 
generation. Shotenkenchiku interviewed some people who were 
close to him, including designers, photographers, and others in 
creative line of business to fathom origin of his ideas. Also, we 
publish his chronicle with masterpieces. What should we, his 
successors, learn from his work?
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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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