
072

15

■サイン：特注照明、のれん
■床：躯体床塗装仕上げ
■壁：躯体利用、一部デザインアート　
■天井：躯体利用
■照明器具：LED ペンダント

MATERIALDATAイタリアンバル / 東京都墨田区

心こめたおもてなし
オーナー　季 大尉

気取らないゆったりとした作りのイタリアンのお店で、その日の新鮮な素材を
仕入れ、料理長が自信を持ってご提供しています。
ワイン樽を模したテーブルが印象的で、ゆったり広々としたテーブルもあるの
で、女子会・誕生日会などにぴったりです。
会社帰りのサラリーマン・OL の飲み会にも最適。何度でも足を運びたくなる、
居心地の良さが自慢のお店です。ワインを飲まない人でも気軽に行くことがで
きる、錦糸町駅界隈で一番楽しく騒げるお店です。

モノづくりを通じて皆を笑顔にする
株式会社 TRUST　高橋 基比古

バルバル特注提灯が目印のイタリアンバルです。店内に入るとオープンキッチ
ンからの料理の演出があり、気軽に立ち寄れる大衆居酒屋をイメージいたしま
した。カウンター席にはブリックタイルと厳選した一枚板との融合でおしゃれ
で居心地の良い席に。壁面にはデザインペイントで現在の錦糸町の風景と過去
の錦糸町が描かれており、現在、過去、未来を語れてしまう、遊び心ある空間
をデザインしました。

現在、過去、未来が語れる！遊び心ある空間デザイン。

 業態  イタリアンバル  ターゲット  30〜50 代  施工種別 新規開店
 立地  路面店  英文表記  itameshisakaba barubaru hanare
 店舗名  いためし酒場 バルバル はなれ
 住所  東京都墨田区江東橋２-17-4 ファミービル 1F
 URL ー
 営業時間  17:00 〜 23:00
 TEL  050-5281-0936  定休日  月、祝日、祝前日
 最寄駅  JR 線 錦糸町駅  客単価  ￥3,000 以上  竣工日  2015.12.20
 フロアー面積  95㎡  従業員数  10 名  アルバイト人数 ー
 座席数  54 席  来店客数／日  100人  駐車場 ー
 設計・施工総予算  1,500 万以上  設計会社  株式会社 TRUST
 設計デザイナー  根津 歩美  施工会社  株式会社 TRUST
 撮影  株式会社 TRUST  グラフィックデザイナー  根津 歩美
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086 MATERIALDATA
■外壁：モザイクタイル + 塗装仕上　
■サイン：バックチャンネル文字
■床：モルタル下地　テラコッタ風ビニールタイル貼り
■幅木：サンメント OSCL
■壁：LGS+PB 下地ジョリパッド仕上　
■天井：天井スケルトンのまま
■家具・什器：チーク突板 OSCL& イタリアアンティー
　ク家具
■照明器具：スポットライト( 大光電機 )/ シャンデリア
　( イタリアアンティーク )

 業態  イタリアン、パスタ、ピザ  ターゲット  30 〜 40 代  施工種別 新規開店
 立地  複合ビル  英文表記  Brianza 6・1
 店舗名  ブリアンツァ６．１
 住所  東京都港区六本木 1-4-5 アークヒルズサウスタワー B1
 URL  http://www.la-brianza.com/

 営業時間  月〜金 11:00 〜 15:00(L,O,14:30)18:00 〜 23:00(L,O,22:00)
 土・祝 11:00 〜 15:00(L.O.14:30)18:00 〜 22:00(L.O.21:00)  ランチ営業

 TEL  03-5545-5025  定休日  日曜日
 最寄駅  東京メトロ南北線 六本木一丁目駅  客単価 ー  竣工日  2014.1.5
 フロアー面積  79㎡  従業員数 ー  アルバイト人数  ー

 座席数
 41 席
 店内 29 席、テラス 10 席、
 カウンター 2 席

 来店客数／日 ー  駐車場

 有 ( アークヒルズ、アーク
 ヒルズサウスタワー駐車
 場 ¥3000 以上で 1 時間
 サービス券 1 枚 )

 設計・施工総予算 1,200 万  設計会社  ideal  
 設計デザイナー  加覧 晴香  施工会社  株式会社 TRUST
 撮影 ー  グラフィックデザイナー ー

イタリアン、パスタ、ピザ / 東京都港区
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フルオープンなファサードから気軽に楽しめる
本場イタリアの味。

一流シェフがもてなすイタリア生まれの繊細な皿
la Brianza Group　奥野 義幸

本場イタリアの空気が漂う繊細な料理とアットホームな雰囲気で妥協を知ら
ないスタッフが気合と笑顔でお客様をお迎えします。
都心をリードするアークヒルズサウスタワーにふさわしいこだわりのクオリ
ティをご堪能ください。

全てのモノ・コトがデザインにつながる
株式会社 TRUST　加覧 晴香

ミシュラン掲載のリストランテ・ラ・ブリアンツァの姉妹店として 2014 年
1 月 14 日アークヒルズ B1F にオープン。六本木一丁目駅から直結するアプ
ローチ沿いの立地で”ワイワイ・ガヤガヤ " カジュアルに人が集まるお店づく
りをを目指すため、ファサードは間口いっぱい、フルオープンに使える設計に
し、通行人のアイキャッチとなるブルーのロゴとモザイクタイルをアーチ状に
用いて設計。内装は天井をスケルトンのままにし開放感をプラスし、イタリア
のアットホームさを感じさせるカラー & マテリアルでシンプルに構成。気軽
に、リーズナブルに、本場イタリアの味が楽しめる空間となってます。

シンボルのピザ釜 客席
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アットホームなのにスタイリッシュな客席
イタリアンアンティークのシャンデリアで本場の雰囲気を演出

天井をスケルトンにし空間を広く活用

客席客席

客席 開放感のある入り口


