Policy

起 業 理 念기업이념

人、もの、ことがトータルで成り立っていく商業空間において、基本となる骨格（FRAME）づくりをしながら、
商業を囲むいろいろな要素も大切にしていくことを理念として設立。
なお、各分野のエキスパートとのコラボレーション（フレーム）を実現し、よりクオリティーある提案を目指します。
사람, 상품, 공간이 어우러져 새로운 가치를 만들어 내는 상업 공간 속에서 그 기본이 되는 골격 (Frame)을 만들고 상업 공간
기획에 다양한 요소들을 조화롭게 공간 안에 담아 낸다는 이념으로 설립 하였습니다.
단순한 디자인작업이 아닌 소매와 유통에 대한 사전 치밀한 조사와 기획 과정을 통해 소프트 플랜에 대한 이해를 기본으로
하드플랜을 제안하는 것이 FRAMEWORKS의 강점입니다.
디자이너 뿐만이 아닌 플랜, 기획 경험이 풍부한 다양한 전문가집단과 함께 긴밀한 파트너쉽을 가지고 일을 하고 있습니다.

■ Mission

-

			

■Vision

-

会社が果たすべき社会的使命 (프레임웍스의 사회적 사명)
生活全般に関わるデザイン提案を致します。
お客様の「こうしたい！」という情熱をカタチにして世に生み出すことで、
よりよい社会へと貢献します。
생활 전반에 걸친 디자인을 제안해 드립니다.
고객의 의향을 형태로 만들고 창출함으로서 사회에 공헌하고자 합니다.

会社の将来像 (프레임웍스의 미래상)

より豊かなくらしのためのデザイン提案をすることで、
お客様ひとりひとりが幸せを感じて過ごせることを目指します。

여유롭고 풍요로운 생활을 위한 디자인 제안으로
고객 한 분, 한 분의 행복한 라이프스타일을 지향합니다.

■Value

-

顧客に提供していく価値 (고객에게 제공하는 가치)

消費者という姿勢、個人としての視点。
素直に感じたことを、相手の立場に立ってビジネスに生かして行きます。
性別、国境を越え、人間性の向上と幸せを追求します。
これからのグローバル社会に向けて、様々なお客様と
十分なコミュニケーションを取り合います。

			

소비자의 입장에서 두 세걸음 앞서 생각하고 고객의 니즈를 정확하게 파악하여
새로운 부가가치를 창조

			
			

성별, 인종, 국경을 넘어 인간 생활의 다양성과 행복을 추구.
미래의 글로벌 사회를 향해 다양한 고객과의 커뮤니케이션을 실현하고자 합니다.

Project

会社概要

회사개요

■会社概要 CORPORATE PROFILE
・会社名

・設立年度
・代表取締役
・取引銀行
・資本金

株式会社 フレームワークス一級建築士事務所 (FRAMEWORKS CO.,LTD.)
登録番号： 一級 東京都知事登録 第63995号
2009年4月
李 宣怡（イ ソンイ）
三菱東京UFJ銀行 品川支店
300万円

■沿革 HISTORY

・2007年 05月 事務所設立
・2008年 10月 東京事務所移転
・2009年 04月 株式会社設立
・2011年 09月 株式会社 FRAMEWORKS 韓国事務所設立
・2011年 11月 事務所拡張移転
・2019年 03月 韓国事務所拡張移転
・2020年 09月 一級建築士事務所登録

■所在地 CORPORATE LOCATIONS

株式会社 フレームワークス一級建築士事務所 (FRAMEWORKS CO.,LTD.)
登録番号： 一級 東京都知事登録 第63995号
本社/東京事務所

〒108-0075
東京都港区港南2-11-18 天王洲デュープレックス403
TEL +81-03-5783-6051
FAX +81-03-5783-6052

E-mail ： info.jp@frameworks.asia
支社/ソウル事務所

2F, Samyoung Bldg. 61, Banpo-daero 26-gil,
Seocho-gu, Seoul, 06645, KOREA
TEL +82-2-525-2344
FAX +82-70-4015-7084

E-mail ： info.kr@frameworks.asia

Homepage : www.frameworks.asia

JAPAN

Project

会社概要

회사개요

■회사개요 CORPORATE PROFILE
・회사명

・설립연도
・대표이사
・거래은행
・자본금

주식회사 프레임웍스 (FRAMEWORKS CO.,LTD.) KOREA
2011年9月
이영주（Lee, Young Joo）
KOREA KEB 외환은행
500万円

■연혁 HISTORY

・2007년 05월 사무실설립
・2008년 10월 도쿄 사무실 이전
・2009년 04월 주식회사 설립
・2011년 09월 주식회사 프레임웍스 코리아 설립
・2011년 11월 사무실 확장 이전
・2019년 03월 코리아 사무실 확장 이전

■소재지 CORPORATE LOCATIONS

주식회사 프레임웍스일급 건축사 사무소 (FRAMEWORKS CO.,LTD.)
본사 / 동경 사무소 (一級 東京都知事登録 第63995号)
〒108-0075
#403 2-11-18 Konan Minato-ward Tokyo.JAPAN
TEL +81-03-5783-6051
FAX +81-03-5783-6052

E-mail ： info.jp@frameworks.asia
지사 /서울 사무소

〒06645
서울특별시 서초구 반포대로 26길61 삼영빌딩 2층
TEL +82-2-525-2344
FAX +82-70-4015-7084

E-mail ： info.kr@frameworks.asia

Homepage : www.frameworks.asia

Information

業務内容(専門店) 업무내용

店舗づくり全般に関わる業務をトータルでサポートします。
점포만들기 전반에 관한 업무를 종합적으로 지원하고 있습니다.

◆ 2005年ユニクロ韓国出店、初店舗設計をはじめ、
niko and… 、H&M 、HLA、SPAO、GVCなど
日本のブランドのみならず、海外ブランドも数多く携わって来ました。
そのおかげで、設計はもちろんのこと
PM(project management) + CM(construction management) インポートブランドの什器製作まで
業務範囲を広げております。
◆ 2005년 유니클로 한국 출점, 첫 점포 설계를 비롯하여,
niko and… ,H&M ,HLA, SPAO, GVC등
일본 브랜드 뿐만 아니라, 해외 브랜드도 수많이 종사하고 왔습니다.
그 덕분으로, 설계는 물론
PM(project management) + CM(construction management) 수입 브랜드의 집기 제작까지 업무 범위를 넓히고
있습니다.
◆ご提供できる業務内容
・出店前の事前調査
・店舗設計業務
・DV/建築主との調整業務
・設計監理業務
・移転/退店 支援
・オーダー 什器製作

最上の空間価値を提供
Creative

VALUE UP

魅力的なデザイン

System

システム構築

Total Management
企画、予算、設計、設計監理

Cost

施工費用節減

Know-how
豊富な経験

店鋪構築支援のための Frame Worksのサービス項目
점포구축지원을 위한 Frame Works의 서비스 항목
Marketing & Research Service

・新規出店と既存店鋪に関する店舗の方式、現在の問題分析、戦略補助
・신규출점과 기존점포에 관한 점포의방식, 현재의 문제 분석, 전략 보조

Store Development Management

・顧客の営業及びMarketing戦略による出店戦略確立補助、
賃借代行と賃貸主と出店交渉補助業務
・ 고객의 영업 및 Marketing 전략에 의한 출점 전략 확립 보조,
임차대행과 임대주와 출점교섭 보조 업무

Planning & Designing

・新規店鋪デザイン、図面作成
・신규점포디자인, 도면 작성

Project Management

・施設との調整、施工会社との調整、スケジュール管理
・ 시설과의 조절, 시공 회사와의 조절, 스케쥴 관리

Coordination & Management

・設計監理（Cost, Schedule, Safty Control & Management)
・설계 감리 (Cost, Schedule, Safty Control & Management)

移転/退店支援 (이전/퇴점 지원)

・Planning & Designing , Project Management , Construction Management

Information

業務内容(大型店) 업무내용

大型店 商業環境設計全般にかかわる業務を、トータルでサポートいたします。

대형매장(쇼핑센터) 상업환경 설계 전반에 관한 업무를 종합적으로 지원하고 있습니다.

Marketing Research

・マーケティングリサーチ
・마케팅 리서치

Merchandising

・マーチャンダイジング
・머천다이징

Design

・環境設計・ランドスケープ＆植栽・サイン etc...
・환경설계 ・렌드스켑&식재 ・사인등

Supervision

・テナント設計指針書作成・内装監理
・테난트설계지침서작성 ・내장관리

Coordination & Management

・日、韓 商業施設
コーディネーション＆マネジメント業務全般
・한, 일 상업시설
코디네이션 & 프로젝트 매니지먼트 업무전반

Information

業務内容(建築設計) 업무내용
Marketing Research

・マーケティングリサーチ
・마케팅 리서치

Merchandising

・マーチャンダイジング
・머천다이징

Design

・建築設計・ランドスケープ＆植栽・サイン etc...
・ 건축설계 ・렌드스켑&식재 ・사인등

Application

・建築確認申請

・건축인허가신청서

Management
・設計監理
・설계감리

Project

実績

실적

■日本国内業務（店舗設計及び設計監修 etc.）
・2005 ～2007

カジュアルブランド / ユニクロ (株式会社ファーストリテイリング)
市川コルトンプラザ店、泉佐野店、大津パルコ店、QUEEN’S伊勢丹杉並桃井店、
戸塚モディ店ヨドバシ横浜店、イオン札幌平岡SC店、イオン各務原店、ゆめタウン広島店、
JR蒲田駅グランデュオ店、仙台アエル店

・2008  韓国家庭料理/吾照里 （株式会社イメージネットワーク）
埼玉県入間アウトレット店、たまプラーザ店、二子玉川店、札幌三井アウトレットパーク店
韓国食品、惣菜/ハンアリ（株式会社イメージネットワーク）
銀座松屋店

・2009  化粧品 / アモーレパシフィック（株式会社 アモーレパシフィックジャパン）
髙島屋大阪店
婦人靴 / AKAKURA（株式会社アカクラ）
仙台パルコ店、京都ポルタ店、荻窪ルミネ店、ザ･モール仙台長町店、玉川SC店、二子玉川店
ファッション雑貨 / CARNET（スタディー有限会社）
福岡パルコ店
お弁当販売 / 屋台 DELI（ワオ株式会社）
東京汐留ビル店
・2010  化粧品 / IKKO STYLE（美容家IKKO）
福岡パルコ

・2012  化粧品 / NATURE REPUBLIC（株式会社メディカライズ）
新大久保店（日本1号店）
カジュアルブランド / LIPSTAR（株式会社 LIPSTAR / java group）
モレラ岐阜SC店（1号店）
カジュアルブランド / DIESEL（ディーゼルジャパン株式会社）
阪急梅田本店

・2013  化粧品 / THE FACE SHOP（銀座ステファニー化粧品株式会社）
吉祥寺店（日本1号店・路面店）
THE FACE SHOP（株式会社エバーライフ）
福岡市中央区天神 新天町店（日本2号店・路面店）
ファッションブランド / MIXXO、SPAO（株式会社E-LAND JAPAN ）
MIXXO横浜そごう店（日本1号店）、アリオ仙台泉店（2号店）
SPAOららぽーと横浜店（日本1号店）、アリオ仙台泉店（2号店）、イオンモール福岡店（3号店）
・2014  化粧品 / THE FACE SHOP（銀座ステファニー化粧品株式会社）
新大久保店（日本3号店・路面店）
LOTTE DUTY FREE 関西空港 WHOO、SUM（株式会社 LG生活健康）
SULWHASOO、LANEIGE（AMORE PACIFIC 株式会社）
靴 / BIRKENSTOCK（パルコスペースシステムズ）
ららぽーと豊洲店、ららぽーと海老名店
韓国大使館 部分改装（韓国大使館）、
四ッ谷韓国語教室（東京未来大学）

Project

実績

실적

■일본 국내 업무 (점포설계 및 설계감리 etc.)

・2005 ~2007

캐쥬얼 브랜드 / 유니클로 (FRL KOREA CO.,LTD)
이치카와 코르톤프라자점, 이즈미사노점, 오츠 파르코점, QUEEN’S이세탄 스기나미 모모이점, 토츠카 모디점
요드바시 요코하마점, 이온 삿포로 히라오카 SC점, 이온 카카미가하라점, 유메타운 히로시마점,
JR카마타역 그란듀오점, 센다이 아엘점

・2008 한국 가정요리 / 오죠리 (주식회사 이미지 네트워크)
사이타마현 이루마 아울렛점, 다마프라자점, 후타고타마가와점, 삿포로 미츠이 아울렛 파크점
한국식품 DELE / 항아리 (주식회사 이미지 네트워크)
긴자 마츠야점

・2009 화장품 / 아모레퍼시픽 (주식회사 아모레퍼시픽 재팬)
다카시마야 오오사카점
부인구두 / AKAKURA(주식회사 아카크라)
센다이 파르코점, 쿄토 포르타점, 오기쿠보 루미네점, 더·몰 센다이 나가마치점, 타마카와 SC점, 후타고타마가와점
패션 잡화 / CARNET (스터디 유한회사)
후쿠오카 파르코점
도시락 판매/포장마차 DELI (와오 주식회사)
도쿄 시오도메 빌딩점
・2010 화장품 / IKKO STYLE (미용가 IKKO)
후쿠오카 파르코

・2012 화장품 / NATURE REPUBLIC (주식회사 메디컬 라이즈)
신오오쿠보점(일본 1호점)
캐쥬얼 브랜드 / LIPSTAR (주식회사 LIPSTAR / java group)
모레라 기후 SC점
캐쥬얼 브랜드 / DIESEL (디젤 재팬 주식회사)
한큐우메다 본점

・2013 화장품 / THE FACE SHOP (주식회사 긴자 스테파니 화장품)
키치죠우지점(일본 1호점·노면점)
THE FACE SHOP (주식회사 에버 라이프)
후쿠오카시 츄우오구 텐진신천정점(일본 2호점·노면점)
패션브랜드 / MIXXO, SPAO (주식회사 E-LAND JAPAN )
MIXXO 요코하마 소고점(일본 1호점), 아리오 센다이천점(2호점)
SPAO 라라 포트 요코하마점(일본 1호점), 아리오 센다이천점(2호점), 이온몰 후쿠오카점(3호점)
・2014 화장품 / THE FACE SHOP(주식회사 긴자 스테파니 화장품)
신오오쿠보점(일본 3호점·노면점)
LOTTE DUTY FREE 칸사이 공항점 WHOO, SUM (주식회사 LG생활 건강)
SULWHASOO, LANEIGE (아모레 퍼시픽 주식회사)
구두 / BIRKENSTOCK (주식회사 파르코 스페이스 시스템즈)
라라 포토 도요스점, 라라 포토 에비나점
한국 대사관저 / 한국 대사관
요츠야 한국어 교실 / 도쿄 미래 대학

Project

実績

실적

■日本国内業務（店舗設計及び設計監修 etc.）
・2015 靴 / BIRKENSTOCK（パルコスペースシステムズ）
あべのキューズモール店
化粧品 / LOTTE DUTY FREE 関西空港 SULWHASOO、HPP（AMORE FACIFIC 株式会社）
銀座ステファニー免税店（株式会社 LG生活健康）
・2016 化粧品 / LOTTE DUTY FREE  銀座東急プラザ  WHOO & SUM (株式会社 LG生活健康)
     
        IOPE (AMORE PACIFIC 株式会社)
     
        NARITA JAPAN DUTY FREE  WHOO (株式会社 LG生活健康)
     
        LOTTE DUTY FREE 関西空港 OHUI  (AMORE PACIFIC 株式会社)
     
        NATURE COLLECTION 福岡新天町店 (株式会社 エバーライフ)
                  靴 / BIRKENSTOCK（ジェイアール名古屋タカシマヤ）
    ファッションブランド / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 株式会社)
                                   H&M イオンモール 浜松志都呂店
・2017 化粧品 / 髙島屋 DUTY FREE WHOO & SUM (株式会社  LG生活健康)
         ETUDE HOUSE ルミネ池袋店  (AMORE PACIFIC JAPAN 株式会社)
ファッションブランド / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 株式会社)
                                   H&M イオンモール 木更津店
                                   H&M イオンモール 甲府昭和店
                                   COS 銀座店
                                   H&M シーモール 下関店
                                   H&M ららぽーと 立川立飛店
・2018 化粧品 /LVMHフレグランスブランズ株式会社
                                   ジバンシィ 銀座 三越店
                                   ジバンシィ 日本橋 三越店
                                   ジバンシィ 日本橋 高島屋店
ファッションブランド / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 株式会社)
                                   H&M イオンモール 座間店
                                   H&M イオンモール いわき小名浜店
                                   H&M イオンモール 宮崎店
                                   H&M イオンモール 船橋店
                                   H&M イオンモール ジアウトレット広島店
                                   H&M イオンモール 津南店
                                   H&M イオンレイクタウン MORI店
                                   H&M オリナス 錦糸町店
                                   H&M ダイナシティ 小田原店
                                   H&M シーモール 下関店
                                   H&M パルコ２ 仙台店
                                   H&M テラスモール 松戸店
                                   H&M テラスモール 湘南店
                                   H&M ららぽーと 名古屋みなとアクルス店
                                   H&M ららぽーと EXPOCITY店

Project

実績

실적

■일본 국내 업무 (점포설계 및 설계감리 etc.)

・2015 구두 / BIRKENSTOCK(주식회사 파르코 스페이스 시스템즈)
                                   아베노 큐즈몰점
화장품 / LOTTE DUTY FREE 간사이 공항점 SULWHASOO, HPP (아모레 퍼시픽 주식회사)
                                   긴자 스테파니 면세점 (주식회사 LG생활 건강)
・2016 화장품 / LOTTE DUTY FREE 긴자도큐프라자점 WHOO & SUM (주식회사 LG생활 건강)
                                   IOPE (아모레 퍼시픽 주식회사)
                                   NARITA JAPAN DUTY FREE WHOO（주식회사 LG 생활건강）
                                   LOTTE DUTY FREE 간사이공항점 OHUI（주식회사 LG 생활건강）
                                   NATURE COLLECTION 후쿠오카 신텐쵸점（주식회사 에버라이프）
구두 / BIRKENSTOCK（제이알 나고야 타카시마야）
패션 브랜드 / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 주식회사)
                                   H&M 이온몰 하마마츠 시로토점
・2017 화장품 / 다카시마야 DUTY FREE WHOO & SUM (주식회사 LG생활 건강)
                                   ETUDE HOUSE 루미네 이케부쿠로점  (AMORE PACIFIC JAPAN 주식회사 )
패션 브랜드 / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 주식회사)
                                   H&M 이온몰 키사라즈점
                                   H&M 이온몰 코후쇼와점
                                   COS 긴자점
                                   H&M Seamall 시모노세키점
                                   H&M Lalaport 타치카와타치히점
・2018 화장품 / LVMH Fragrance Brands 주식회사
                                   GIVENCHY 긴자 미쓰코시점
                                   GIVENCHY 니혼바시 미쓰코시점
                                   GIVENCHY 니혼바시 타카시마야점
패션 브랜드 / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 주식회사)
                                   H&M 이온몰 자마점
                                   H&M 이온몰 이와키오나하마점
                                   H&M 이온몰 미야자키점
                                   H&M 이온몰 후나바시점
                                   H&M 이온몰 THE OUTLETS 히로시마점
                                   H&M 이온몰 츠난점
                                   H&M 이온레이크타운 MORI점
                                   H&M 오리나스긴시초점
                                   H&M 다이나시티 오다와라점
                                   H&M Seamall 시모노세키점
                                   H&M Sendai 파르코2점
                                   H&M Terracemall 마쓰도점
                                   H&M Terracemall 쇼난점
                                   H&M Lalaport 나고야 minato AQULS점
                                   H&M Lalaport EXPOCITY점

Project

実績

실적

■日本国内業務（店舗設計及び設計監修 etc.）
・2019 化粧品 /LVMHフレグランスブランズ株式会社
                                   ジバンシィ 岡山 高島屋店
                                   ジバンシィ 神戸 大丸店
                                   ジバンシィ 札幌 大丸店
                                   ジバンシィ 福岡 岩田屋店
ファッションブランド / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 株式会社)
                                   H&M  イオンモール 鳥取北店
                                   H&M カンカンベイサイドモール  岸和田店
                                   H&M  ハーバーランドumie 神戸店（リニューアル）
                                   H&M サンエーパルコ店
                                   H&M ボーノ相模大野店
                                   H&M ララガーデン 川口店
                                   H&M ららーぽと 沼津店
                                   H&M ラソラ 札幌店
ファッションブランド / HLA Garment 株式会社
                                   HLA  アリオ 橋本店
                                   HLA  イオンモール つくば店
                                   HLA  イオンモール 武蔵村山店
                                   HLA  イオンモール 水戸内原店
・2020 化粧品 /LVMHフレグランスブランズ株式会社
                                   ジバンシィ 神戸 阪急店
                                   ジバンシィ 新潟 伊勢丹店
ファッションブランド / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 株式会社)
                                   H&M 有明ガーデン店
                                   H&M イオンモール 利府店
                                   H&M イオンモール 高知店
                                   H&M イオンモール 高崎店
                                   H&M イオンスタイル 横須賀店
                                   H&M Opa 秋田店
                                   H&M 武蔵小杉店
                                   H&M 豊崎タウン 沖縄店
                                   H&M ららぽーと 名古屋 愛知店
                                   H&M ららぽーと 新三郷店（リニューアル）
                                   H&M ランドマーク 横浜店 （リニューアル）
                                   H&M テラスモール 湘南店 （リニューアル）

Project

実績

실적

■일본 국내 업무 (점포설계 및 설계감리 etc.)

・2019 화장품 / LVMH Fragrance Brands 주식회사
                                   GIVENCHY 오카야마 타카시마야점
                                   GIVENCHY 코베 다이마루점
                                   GIVENCHY 삿포로다이마루점
                                   GIVENCHY 후쿠오카 이와타야점
패션 브랜드 / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 주식회사)
                                   H&M 이온몰 토쯔토리키타점
                                   H&M Cancan Bayside Mall 기시와다점
                                   H&M Harborland Umie 코베점 (리뉴얼)
                                   H&M San-A Parco City점
                                   H&M Bono 사가미오노점
                                   H&M Lalagarden 카와구치점
                                   H&M Lalaport 누마즈점
                                   H&M Rasora 삿포로점
패션 브랜드 / HLA Garment 주식회사
                                   HLA아리오 하시모토점
                                   HLA이온몰 츠쿠바점
                                   HLA이온몰 무사시무라야마점
                                   HLA이온몰 미토우치하라점
・2020 화장품 / LVMH Fragrance Brands 주식회사
                                   GIVENCHY 코베 한큐점
                                   GIVENCHY 니가타 이세탄점
패션 브랜드 / H&M (H&M Hennes & Mauritz Japan 주식회사)
                                   H&M ARIA Garden점
                                   H&M 이온몰 리후점
                                   H&M 이온몰 코치점
                                   H&M 이온몰 타카사키점
                                   H&M 이온 스타일 요코스카점
                                   H&M Opa 아키타점
                                   H&M 무사시코스기점
                                   H&M 토요사키타운 오키나와점
                                   H&M Lalaport 나고야 아이치점
                                   H&M Lalaport 신미사토점 (리뉴얼)
                                   H&M Landmark Tower 요코하마점 (리뉴얼)
                                   H&M Terrace Mall 쇼난점 (리뉴얼)

Project

実績

실적

■韓国国内業務（店舗設計及び設計監修 etc.)
・2008 フードコート/TIMES SQUARE店（株式会社アワーホーム）
MAINDISH
・2005～2014

カジュアルブランド/ユニクロ（FRL KOREA CO.,LTD）
仁川（インチョン）店、ユニクロ韓国初出店店舗）、永登浦（ヨンドンポ）店、
ロッテマート蚕室（ジャムシル）店、亀尾（グミ）店、大邱（デグ）店、一山（イルサン）店、
明洞（ミョンドン）店、江南（カンナン）店、新村（シンチョン）店、大丘（デグ）店、
釜山（プサン）店、天安（チョンアン）店、昌原(チャンワォン)店、住十里(ワンシンリ)店、
九里（グリ）店、鷹岩洞（ヨンシンネ）店、清州（チョンジュウ）店、水原AK店, 龍山I-PARK MALL店、
D CUBE店、新村[大型店]、明洞（ミョンドン）ヤングプラザ 店、COEX（コエックス）店、
釜山（プサン）ミニモール 店、釜山（プサン）ロッテ百貨店ソミョン 店、
釜山 光復洞（プサン カンボク）店, 天安（チョンアン）店、安養（アンヤン）店、
押鴎亭（アックジョン）店、清州（チョンジュウ）店、蠶室（ジャンシル）ロッテワールド 店、
新林（シンリン）PODO MALL 店、議政府（イジョンブ）店、文井（ミュンジョン）ロデオ 店、
江南駅三（カンナムヨクサム）店、大丘（デグ）ドンソンロ 店、
光州（グァンジュ）チュンチャンロ 店、ロッテ百貨店 坪村（ピョンチョン）店、
パステルシティ祠堂（サダン）店, セントラルシティ 店、
現代百貨店 富川中東（ブチョンジュンドン）店グランドデパート 一山（イルサン）店、
IFC MALL 店、ホームプラス海雲台（ヘウンデ）店、ホームプラス江西（カンソ）店、
光州真月（カンジュジンウォル）店、江南（カンナム）駅三（ヨクサム）店、
ホームプラス東水原（ドンスウォン）店、明洞中央[FLAG SHOP]店、韓国版ストアマニュアル作成

・2014 ファッションブランド / LOWRYS FARM（株式会社アダストリアホールディングスグループ）
現代U-PLEX 新村店（シンチョン）（韓国進出1号店）、
Y’s PARK 弘大店（ホンデ）（韓国進出2号店）
ファッション雑貨 / niko and...（株式会社アダストリアコリア）
路面店 江南（カンナム）店（韓国進出1号店）
水原（スウォン）店、蚕室（ジャムシル）LOTTE MALL、PARNAS MALL 江南（カンナム）店、
富川（プチョン）店
レストラン / ALOHA TABLE（株式会社 MARIZIN）
PARNAS MALL店
・2015 カフェ / SEONAM UNIVERSITY
BOOK CAFE（SEONAM UNIVERSITY）
レストラン / ALOHA TABLE（株式会社 MARIZIN）
現代百貨店 板橋（パンギョ）店

・2016 ショッピングセンター / BELLA CITTA (ヨジン開発 株式会社) 環境設計・GARDEN PLAN・SIGN PLAN
カフェ / ナタリーフラワー BELLA CITTA店
・2017 ファッション雑貨 / niko and...（株式会社アダストリアコリア）
松島 TRIPLE STREET店
Lounge / DOOTA / Tourist Lounge
Town House / Bojung-Dong Town House
ファッション雑貨 / niko and...（株式会社アダストリアコリア）
路面店 江南（カンナム）店 / Renovation

Project

実績

실적

■한국 국내 업무 (점포설계 및 설계감리 etc.)

・2008 푸드 코트 /TIMES SQUARE점(주식회사 아워 홈)
MAINDISH
・2005~2014

캐쥬얼 브랜드/유니클로(FRL KOREA CO.,LTD)
인천점(유니크로 한국 1호 점포), 영등포점,
롯데 마트 잠실점, 구미점, 대구점,
부산점, 명동점, 강남점, 신촌점, 대구점, 부산점,
천안점, 창원점, 왕십리점, 구리점,
응암동(연신내)점, 청주점, 수원 AK점, 용산 I-PARK MALL점,
D CUBE점, 신촌점, 명동 영 플라자점, COEX(코엑스) 점, 부산 미니몰점,
부산롯데 백화점 서면점, 부산 광복동점, 천안점, 안양점,
압구정점, 청주점, 잠실롯데월드점, 신림 PODO MALL 점,
의정부점, 문정 로데오점, 강남역점, 대구 동성로점,
광주 충장로점, 롯데백화점 평촌점, 파스텔 시티 사당점,
센츄럴 시티점, 현대 백화점 부천 중동점, 그랜드 백화점 일산점,
IFC MALL 점, 홈 플러스 해운대점,
홈 플러스 강서점, 광주진월점, 강남 역삼점,
홈 플러스동 수원점,
명동 중앙[FLAG SHOP]점,
한국판 스토어 메뉴얼 작성

・2014 패션 브랜드 / LOWRYS FARM (주식회사 아다스트리아 코리아)
현대 U-PLEX 신촌점 (한국 진출 1호점),
현대 Y’s PARK 홍대점 (한국 진출 2호점)
패션 잡화 / niko and... (주식회사 아다스트리아 코리아)
강남 노면점 (한국 진출 1호점)
현대 백화점 수원점
LOTTE MALL 잠실점
PARNAS MALL점,
현대 백화점 부천 중동점
레스토랑 /ALOHA TABLE (주식회사 MARIZIN)
PARNAS MALL점
・2015 카페 / SEONAM UNIVERSITY
BOOK CAFE (SEONAM UNIVERSITY)
레스토랑 / ALOHA TABLE (주식회사 MARIZIN)
현대 백화점 판교점

・2016 쇼핑센터 / 일산 BELLA CITTA (요진개발 주식회사) 환경설계・ GARDEN PLAN・SIGN PLAN
카페 / 나탈리 플라워 BELLA CITTA점
・2017 패션 잡화 / niko and... (주식회사 아다스트리아 코리아)
송도 TRIPLE STREET점
Lounge / DOOTA (두산타원) Tourist Lounge
타운하우스/ 보정동 타운하우스
패션 잡화 / niko and... (주식회사 아다스트리아 코리아)
강남 노면점 리노베이션

Project

実績

■韓国国内業務（店舗設計及び設計監修 etc.）

・2017 ファッション雑貨 / niko and...（株式会社アダストリアコリア）
STARFIELD Goyang 店

・2018 建物/ Gangnam Platinum Tower (ORION PARTNERS KOREA INC.)
ファッション雑貨 / niko and...（株式会社アダストリアコリア）
STARFIELD WIRYE 店
・2019 ファッション雑貨 / niko and...（株式会社アダストリアコリア）
Jamsil LOTTEWORLD 店

■中国国内業務（店舗設計及び設計監修 etc.）
・2015 雑貨 / IY MOVING（株式会社 ITOYOKADO）
IY錦華店、IY双楠店、IY建設店、IY春熙店（成都市）
Wine Bar / (仮)安徽省(アンキショウ) Wine Bar
・2016 ファッションブランド / KOMEIZUMI 南通 （ナンツウ）
レストラン / 勝一（カツイチ）

Project

実績

■한국 국내 업무 (점포설계 및 설계감리 etc.)
・2017 패션 잡화 / niko and... (주식회사 아다스트리아 코리아)
고양 StarFilde 점
・2018 빌딩/ 강남플레티넘타워 (오라이언파트너스)
패션 잡화 / niko and... (주식회사 아다스트리아 코리아)
위례 StarFilde 점
・2019 패션 잡화 / niko and... (주식회사 아다스트리아 코리아)
잠실 롯데월드 점

■중국 국내 업무 (점포설계 및 설계감리 etc.)
・2015 잡화 / IY MOVING（주식회사 ITO YOKADO）
IY금화점, IY쌍남점, IY건설점, IY춘희점
Wine Bar / (가칭)안기성 Wine Bar
・2016 패션 브랜드 / KOMEIZUMI 난통
레스토랑 / 카츠이치

Project

実 績 실적

■日本国内業務（大型商業施設)
・2011～2012

東急渋谷ヒカリエ 2F ファッション / 基本設計

・2012 東武池袋店 1F / 基本設計

・2014 銀座 LOTTE DUTY FREE （丹青社）7F/8F 売場 提案
・2015 秋田県大仙市 イーストモール改装

衣類ゾーン / 基本構想、基本設計

■韓国国内業務（大型商業施設）
・2011 ENOCITY MALL (株式会社現代AMCO) / 基本構想、基本設計
・2013～2014

ファッションセンター doota! リニューアル 1F～4F売場 / 基本構想、基本設計

・2014 広橋（カンギョ）D3 ブロック（仮）提案

・2014 現代百貨店 木洞（モクドン）店 U-PLEX B3F～1F リニューアル
・2014～2015

WIRYE CITY / 基本構想、基本設計、実施設計

提案

・2015 BELLA CITTA（ヨジン開発 株式会社）/ 環境設計（実施設計)

・2016 CENTRAL AVENUE 始興（メッキンスカンパニー）/ 基本構想、基本設計、実施設計
・2018 TOKYO 2020 JAPAN HOUSE （平昌オリンピック）/ 基本計画、実施設計
     ULSAN UP Square（Cushiman and wokefield Korea LLC) / 基本計画、基本設計
・2019 K-SQURE gangnam 1（KORAMCO資産信託）/ 基本計画、基本設計
K-SQURE gangnam 2（KORAMCO資産信託）/ 基本計画、基本設計
水原大流行坪地区 2-Block 商業施設 (KT&G / 大宇建設) 環境設計

・2020 dongtan Lakmon（ソヨン建設プラスソヨン開発） / 基本計画、基本設計
     G-SQUARE（ネットマーブル株式会社） /  基本計画、基本設計
Singil 青年の家 商業施設 (Land Cooperation) / 基本計画、基本設計

Project

実 績 실적

■일본국내업무（대형상업시설)
・2011~2012

토큐 시부야 히카리에 2F 패션 잡화 매장 / 기본설계

・2012 토부 이케부쿠로점 1F 매장 / 기본설계

・2014 긴자 LOTTE DUTY FREE (탄세이샤) 7F/8F 매장 제안
・2015 아키타현 다이센시 이스트 몰 / 기본계획, 기본 설계

■한국국내업무（대형상업시설）
・2011 ENOCITY MALL ( 주식회사 현대AMCO ) / 기본계획, 기본설계
・2013～2014

패션몰 Doota ! 리뉴얼 1F～4F매장 / 기본 구상, 기본 설계

・2014 광교 D3 블록 / 상환경 제안

・2014 현대백화점 목동점 / U-PLEX B3F～1F 리뉴얼 제안
・2014～2015

WIRYE CITY / 기본계획, 기본설계, 실시설계

・2015 BELLA CITTA ( 요진개발 주식회사 ) / 환경설계 (실시설계)

・2016 TERACE MALL 시흥 ( 맥키스 컴퍼니) / 기본 구상, 기본 설계, 실시설계

・2018 TOKYO 2020 JAPAN HOUSE (평창올림픽) / 기본계획, 실시설계
     울산 UP Square (쿠시먼앤드웨이크필드 코리아(유)) / 기본계획, 기본설계
・2019 K-SQURE gangnam 1 (KORAMCO 자산신탁) / 기본계획, 기본설계
K-SQURE gangnam 2 (KORAMCO 자산신탁) / 기본계획, 기본설계
수원 대유평지구 2블록 상업시설 (KT&G / 대우건설) 환경설계

・2020 dongtan Lakmon (서영 건설 플러스 서영 개발) / 기본계획, 기본설계
     G-SQUARE  (넷마블 주식회사) /  기본계획, 기본설계
신길 청년주택 상업시설 (랜드코퍼레이션) 기본계획, 기본설계

Project

実 績 실적

■韓国国内業務（VMD/VisualMerchandising、マーケティングリサーチ）
・2007 ロッテ百貨店 / 食品、雑貨、衣類、VMD研修、プロジェクトコーディネート業務
・2007 株式会社アモレパシフィック/ 日本マーケティングリサーチ業務
LOTTE百貨店 / VMD研修、プロジェクトコーディネート業務
現代百貨店 / 日本マーケティングリサーチ業務 / 基本構想
ロッテ免税店 S.I（ショップアイデンティティー）/ 基本構想
・2012～ 2015

ファッションセンター doota ! / VMD研修

■中国国内業務（大型商業施設）
・2012 中国北京卓展百貨店 B1F売場 / 基本構想、基本設計
・2012～2013

中国成都 GLOBAL TIME CENTER B1F～5F売場 / 基本構想、基本設計

・2015 中国 上海 13号線金科路駅 バスターミナル / 基本構想
・2017 中国 广州番禺天河城 / 基本構想

Project

実 績 실적

■한국국내업무（VMD/VisualMerchandising, 시장조사）
・2007 롯데 백화점 식품, 잡화, 의류, VMD 연수, 프로젝트 코디네이터 업무
・2007 주식회사 태평양 / 일본 시장조사 업무
LOTTE 백화점 / VMD 연수, 프로젝트 코디네이터 업무
현대 백화점 / 일본 시장조사 업무
롯데 면세점 S.I(숍 아이덴티티) / 기본 구상
・2012～2015

패션센터 doota ! / VMD 연수

■중국국내업무（대형상업시설）
・2012 중국 북경 탁전백화점 B1F 매장 기본계획, 기본설계
・2012~2013

중국 성도 GLOBAL TIME CENTER B1F~5F 매장 기본계획, 기본설계

・2015 중국 샹하이 13호선 금과로역 버스터미널 상업시설 기본계획
・2017 판유 톈허시 番禺天河城 기본계획

Project

主要取引先 주요거래처

Project

主要取引先 주요거래처

Selected Projects Overview

실적소개

実績紹介

Selected Projects Overview

実績紹介

실적소개

株式会社 FRL CO., LTD.（日本）

「UNIQLO」店舗設計・設計監修

等/順不同

フィール西尾店
ホームズ寝屋川店
戸塚モディ店
ヨドバシ横浜店
イオン札幌平岡SC店
仙台アエル店
市川コルトンプラザ店
JR蒲田駅グランデュオ店
ゆめタウン広島店
ゆめタウン出雲店
QUEEN’S伊勢丹 杉並桃井店
各務ヶ原店

SHOP IN SHOP
필 니시오점
홈즈 네야가와점
토츠카 모디점
요도 바시 요코하마점
이온 삿보로 히라오카 SC점
센다이 아에루점
이치가와 콜턴 플라자점
JR가마타역 그란듀오점
유메타운 히로시마점
유메타운 이즈모점
QUEEN'S이세탄 스기나미 모모이점
등 다수점포 전개

FRL KOREA CO.,LTD.（韓国）

「UNIQLO」店舗設計・設計監修

等/順不同

明洞（ミョンドン）ヤングプラザ 店
COEX（コエックス）店
新村（シンチョン）店
釜山（プサン）店
釜山（プサン）ミニモール 店
釜山（プサン）ロッテ百貨店ソミョン 店
釜山 光復洞（プサン カンボク）店
天安（チョンアン）店
安養（アンヤン）店
押 亭（アックジョン）店

SHOP IN SHOP
명동 영 플라자점
COEX점
신촌점
부산점
부산 미니몰점
부산 롯데백화점 서면점
부산 광복동점
천안점
안양점
압구정점

FRL KOREA CO.,LTD.（韓国）

「UNIQLO」店舗設計・設計監修

等/順不同

清州（チョンジュウ）店
蠶室（ジャンシル）ロッテワールド 店
新林（シンリン）PODO MALL 店
議政府（イジョンブ）店
ロッテ百貨店 坪村（ピョンチョン）店
パステルシティ祠堂（サダン）店
セントラルシティ 店
現代百貨店 富川中東（ブチョンジュンドン）店
グランドデパート 一山（イルサン）店
ホームプラス海雲台（ヘウンデ）店
IFC MALL 店
ホームプラス江西（カンソ）店
各務ヶ原店

SHOP IN SHOP
청주점
잠실 롯데월드점
신림 포도몰점
의정부점
롯데백화점 평촌점
파스텔시티 사당점
센츄럴시티점
현대백화점 중동점
그랜드백화점 일산점
해운대 홈플러스점
IFC MALL점
홈플러스 강서점
이외 다수점포 전개

FRL KOREA CO.,LTD.（韓国）

FLAGSHIP SHOP

「UNIQLO」LOCAL ARCHTECTURE

明洞中央（ミョンドン）店

명동 중앙점

FRL KOREA CO.,LTD.（韓国）

FLAGSHIP SHOP

「UNIQLO」LOCAL ARCHTECTURE

明洞中央（ミョンドン）店

명동 중앙점

FRL KOREA CO.,LTD.（韓国）

「UNIQLO」店舗設計・設計監修

江南（カンナン）店
大丘（デグ）ドンソンロ 店
光州（グァンジュ）チュンチャンロ 店

ROAD SIDE SHOP

강남점
광주 충장로점
대구 동성로점

FRL KOREA CO.,LTD.（韓国）

ROAD SIDE SHOP

「UNIQLO」店舗設計・設計監修

明洞（ミョンドン）店
文井（ミュンジョン）ロデオ 店
江南駅三（カンナムヨクサム）店

명동점
문정 로데오점
강남 역삼점

株式会社 アダストリアコリア (韓国)

FLAGSHIP STORE

「niko and...」Project management

韓国進出第1号店
江南店(カンナム)

한국 진출 1호점
강남점

株式会社 アダストリアコリア (韓国)

「niko and...」店舗設計・設計監修

PARNAS MALL 店(カンナム)
富川 中東 U-PLEX店

SHOP IN SHOP

PARNAS MALL 강남점
부천 중동 U-PLEX점

株式会社 アダストリアコリア (韓国)

「niko and...」店舗設計・設計監修

松島 TRIPLE  STREET MALL店

SHOP IN SHOP

송도 TRIPLE  STREET MALL점

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「COS」店舗設計・設計監修

COS 銀座店

FLAGSHIP STORE

COS 긴자점

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「H&M」店舗設計・設計監修

SHOP IN SHOP

                                   H&M 이온몰 키사라즈점
H&M イオンモール 木更津店
                                   H&M 이온몰 코후쇼와점
                                   H&M イオンモール 甲府昭和店
                                   H&M シーモール 下関店                                    H&M Seamall 시모노세키점
                                   H&M ららぽーと 立川立飛店                                    H&M Lalaport 타치카와타치
                                  H&M 이온몰 자마점
H&M イオンモール 座間店
                             H&M イオンモール いわき小名浜店                                 H&M 이온몰 이와키오나하마점
                                   H&M 이온몰 미야자키점
                                   H&M イオンモール 宮崎店
                                   H&M 이온몰 후나바시점
                                   H&M イオンモール 船橋店
H&M 이온몰 THE OUTLETS 히로시마점
H&M イオンモール ジアウトレット広島店
H&M 이온몰 츠난점
H&M イオンモール 津南店

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「H&M」店舗設計・設計監修

H&M イオンレイクタウン MORI店
                                   H&M オリナス 錦糸町店
                                   H&M ダイナシティ 小田原店
                                   H&M シーモール 下関店
                                   H&M パルコ２ 仙台店
                                   H&M テラスモール 松戸店
H&M テラスモール 湘南店
H&M ららぽーと 名古屋みなとアクルス店
                                   H&M ららぽーと EXPOCITY店

SHOP IN SHOP

H&M 이온레이크타운 MORI점
                                   H&M 오리나스긴시초점
                                   H&M 다이나시티 오다와라점
                                   H&M Seamall 시모노세키점
                                   H&M Sendai 파르코2점
                                   H&M Terracemall 마쓰도점
                                   H&M Terracemall 쇼난점
H&M Lalaport 나고야 minato AQULS점
                                   H&M Lalaport EXPOCITY점

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「H&M」店舗設計・設計監修

SHOP IN SHOP

                                   H&M 이온몰 키사라즈점
H&M イオンモール 木更津店
                                   H&M 이온몰 코후쇼와점
                                   H&M イオンモール 甲府昭和店
                                   H&M シーモール 下関店                                    H&M Seamall 시모노세키점
                                   H&M ららぽーと 立川立飛店                                    H&M Lalaport 타치카와타치
                                  H&M 이온몰 자마점
H&M イオンモール 座間店
                             H&M イオンモール いわき小名浜店                                 H&M 이온몰 이와키오나하마점
                                   H&M 이온몰 미야자키점
                                   H&M イオンモール 宮崎店
                                   H&M 이온몰 후나바시점
                                   H&M イオンモール 船橋店
H&M 이온몰 THE OUTLETS 히로시마점
H&M イオンモール ジアウトレット広島店
H&M 이온몰 츠난점
H&M イオンモール 津南店

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「H&M」店舗設計・設計監修

H&M イオンレイクタウン MORI店
                                   H&M オリナス 錦糸町店
                                   H&M ダイナシティ 小田原店
                                   H&M シーモール 下関店
                                   H&M パルコ２ 仙台店
                                   H&M テラスモール 松戸店
H&M テラスモール 湘南店
H&M ららぽーと 名古屋みなとアクルス店
                                   H&M ららぽーと EXPOCITY店

SHOP IN SHOP

H&M 이온레이크타운 MORI점
                                   H&M 오리나스긴시초점
                                   H&M 다이나시티 오다와라점
                                   H&M Seamall 시모노세키점
                                   H&M Sendai 파르코2점
                                   H&M Terracemall 마쓰도점
                                   H&M Terracemall 쇼난점
H&M Lalaport 나고야 minato AQULS점
                                   H&M Lalaport EXPOCITY점

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「H&M」店舗設計・設計監修

SHOP IN SHOP

                                   H&M  イオンモール 鳥取北店                                 H&M 이온몰 토쯔토리키타점
              H&M カンカンベイサイドモール  岸和田               H&M Cancan Bayside Mall 기시와다점
     H&M Harborland Umie 코베점 (리뉴얼)
H&M ハーバーランドumie 神戸店 (リニューアル)
                                   H&M San-A Parco City점
                                   H&M サンエーパルコ店
                                   H&M Bono 사가미오노점
                                   H&M ボーノ相模大野店
                                   H&M ララガーデン 川口店                                   H&M Lalagarden 카와구치점
                                   H&M Lalaport 누마즈점
                                   H&M ららーぽと 沼津店
                                   H&M Rasora 삿포로점
                                   H&M ラソラ 札幌店
                                 H&M ARIA Garden점
                                   H&M 有明ガーデン店
                                   H&M 이온몰 리후점
                                   H&M イオンモール 利府店

H&M Hennes & Mauritz JAPAN 株式会社 (日本)

「H&M」店舗設計・設計監修

SHOP IN SHOP

                                   H&M 이온몰 코치점
                                   H&M イオンモール 高知店
                                   H&M 이온몰 타카사키점
                                   H&M イオンモール 高崎店
                                   H&M イオンスタイル 横須賀店                                    H&M 이온 스타일 요코스카점
                                   H&M Opa 아키타점
                                   H&M Opa 秋田店
                                   H&M 무사시코스기점
                                   H&M 武蔵小杉店
            H&M 토요사키타운 오키나와점
                                   H&M 豊崎タウン 沖縄店
                   H&M Lalaport 나고야 아이치점
                                   H&M ららぽーと 名古屋 愛知店
       H&M ららぽーと 新三郷店 (リニューアル)                         H&M Lalaport 신미사토점 (리뉴얼)
             H&M ランドマーク横浜店 (リニューアル)    H&M Landmark Tower 요코하마점 (리뉴얼)
                   H&M Terrace Mall 쇼난점 (리뉴얼)
       H&M テラスモール 湘南店 (リニューアル)

銀座ステファニー化粧品株式会社（日本）

「THE FACE SHOP」店舗設計・設計監修

新宿区新大久保

日本3号店

ROAD SIDE SHOP

신주쿠 신오오쿠보 일본 3호점

株式会社エバーライフ（日本）

「NATURE COLLECTION」店舗設計・設計監修

福岡市中央区天神

日本2号店

ROAD SIDE SHOP

후쿠오카시 츄오쿠 일본 2호점

平昌オリンピック（韓国）

「TOKYO 2020 JAPAN HOUSE」設計監修

平昌オリンピック

FLAGSHIP STORE

평창올림픽

HLA Garment株式会社（日本）

「HLA」店舗設計・設計監修

ARIO 橋本店
イオンモール つくば店
イオンモール 武蔵村山店
イオンモール 水戸内原店

SHOP IN SHOP

아리오 하시모토점
이온몰 츠쿠바점
이온몰 무사시무라야마점
이온몰 미토우치하라점

LVMHフレグランスブランズ株式会社（日本）

「ジバンシィ」店舗設計・設計監修

SHOP IN SHOP

                 ジバンシィ 銀座 三越店
GIVENCHY 긴자 미쓰코시점
                                   ジバンシィ 日本橋 三越店                                    GIVENCHY 니혼바시 미쓰코시점
                                   ジバンシィ 日本橋 高島屋店                                    GIVENCHY 니혼바시 타카시마야점
                                 ジバンシィ 岡山 高島屋店
               GIVENCHY 오카야마 타카시마야점
                                   ジバンシィ 神戸 大丸店
                                   GIVENCHY 코베 다이마루점
                                   ジバンシィ 札幌 大丸店
                                   GIVENCHY 삿포로다이마루점
                                   ジバンシィ 福岡 岩田屋店                                    GIVENCHY 후쿠오카 이와타야점
        ジバンシィ 神戸 阪急店
           GIVENCHY 코베 한큐점
                                   ジバンシィ 新潟 伊勢丹店
                                   GIVENCHY 니가타 이세탄점

LG生活健康株式会社 (WHOO＆SUM) (日本)

SHOP IN SHOP

銀座東急プラザ８F ロッテ免税店

긴자토큐프라자8F롯데면세점

「WHOO＆SUM」店舗設計・設計監修

株式会社アロハテーブル（韓国）

「ALOHA TABLE」店舗設計・設計監修

PARNAS MALL 店(カンナム)

SHOP IN SHOP

PARNAS MALL점 (강남)

フラワーカフェ ナタリーフラワー（韓国）

「NATARI FLOWER」店舗設計・設計監修

BELLA CITTA 店

SHOP IN SHOP

BELLA CITTA 점

株式会社コランコ資産信託（韓国）
基本構想、基本設計（環境設計）

COMMERCIAL COMPLEX

K-SQUARE Gangnam 1

株式会社コランコ資産信託（韓国）
基本構想、基本設計（環境設計）

COMMERCIAL COMPLEX

K-SQUARE Gangnam 2

株式会社 現代AMCO（韓国）
基本構想・基本設計（環境設計）

SHOPPING CENTER

ENOCITY MALL
SHOPPING CENTER

株式会社 現代AMCO（韓国）
基本構想、基本設計（環境設計）

SHOPPING CENTER

ENOCITY MALL
SHOPPING CENTER

WIRYE CITY（韓国）

基本構想・基本設計（環境設計）

SHOPPING CENTER

WIRYECITY MALL
SHOPPING CENTER

WIRYE CITY（韓国）

基本構想・基本設計（環境設計）

SHOPPING CENTER

WIRYECITY MALL
SHOPPING CENTER

BELLA CITTA（韓国）

基本構想・基本設計・実施設計
GARDEN PLAN

SHOPPING CENTER

BELLA CITTA
SHOPPING CENTER

BELLA CITTA（韓国）
環境設計

Management・実施設計

SHOPPING CENTER

BELLA CITTA
SHOPPING CENTER

CENTRAL AVENUE 始興（韓国）

基本構想・基本設計・実施設計

SHOPPING CENTER

CENTRAL AVENUE 始興
SHOPPING CENTER

CENTRAL AVENUE 始興（韓国）

基本構想・基本設計・実施設計

SHOPPING CENTER

CENTRAL AVENUE 始興
SHOPPING CENTER

Singil Foret （韓国）

基本構想・基本設計

SHOPPING CENTER

Dongtan Lakmon （韓国）

基本構想・基本設計

SHOPPING CENTER

netmarble G-Square（韓国）

基本構想・基本設計

SHOPPING CENTER

ストアプランニング（大型店）のフローチャート

基本構想 PILOT PLAN

基本計画/基本設計
MASTER PLAN

マーケットを調査、分析し、計画における
理想的なプランを提案する

計画の実施

基本構想に基づき、貴社担当と一緒に
実施プランを作成する

マーケティング戦略

ストアコンセプトの決定

・立地特性分析
・都市特性分析
・生活者特性分析
・競合店特性分析
・参考事例施設調査

・ポジショニングの設定
・ターゲットの設定
・商圏の設定
・ストアの方向性設定

・基本構想における
マーケティング戦略の修正・検証
・国内外参考事例の視察
（日本・海外）

Marketing

マーケット調査

基本計画/基本計画の
実施チェック

※本格的な調査の
場合は、調査会社
と連動する

Store Design

・ストアデザインコンセプト
・内装デザインイメージ
・ゾーニング計画
・動線計画
・VP、サービスエリア計画
・外装、パブリック計画

・ＭＤ構成、商品分類の決定
・差別化ＭＤ，集客施設ＭＤの決定
・日本、及び海外取引先の紹介
・ＭＤゾーニングの決定
・目標数字の設定

基本計画
・ストアデザインコンセプト
・内装デザインコンセプト
・主要パース
・各層平面計画
・各層床伏計画
・各層天井計画
・各層主要断面、立面図
・各層基本マテリアル
・FF&Eイメージ
・照明コンセプト(外装/内装)

基本設計
・各層平面図・床伏図・天井図
※天伏図は照明計画を含む
・各層立面図
・各層断面図
・各層各部詳細図
・各層マテリアル
・FF&E/什器図
・ショップ規制図
・サイン計画

OPEN

環境デザイン戦略

マーチャンダイジング計画

基本計画 (MASTER PLAN)

・業態戦略設定
・ストアＭＤコンセプト設定
・フロア別ＭＤ構成設定
・ＭＤ基本構成設定
・ＭＤ特性設定
・施設ＭＤ調査
・海外ＭＤ参考事例調査

基本構想 (PILOT PLAN)

Merchandising

マーチャンダイジング戦略

実施設計
施工のチェック
・施工会社の図面、
及び現場確認

※あくまで参考のフローチャートです
プロジェクトにより成果物は異なります

ストアプランニング（大型店）のフローチャート
基本構想 PILOT PLAN
マーケット調査を分析し、当計画における理想的な
プランを提案する

マーケット調査

Marketing

・立地特性分析
・都市特性分析
・生活社特性分析
・競合店特性分析
・参考事例施設

※本格的な調査の
場合は、調査会社
と連動する

マーケティング戦略

・基本構想における
マーケティング戦略の修正・検証
・国内外参考事例の視察
（日本・海外）

ストアプランニング（大型店）
（基本構想 Merchandising）のアウトプット・イメージ
基本構想 PILOT PLAN
マーケットを調査、分析し、計画における理想的な
プランを提案する

Merchandising

マーチャンダイジング戦略
・業態戦略設定
・ストアＭＤコンセプト設定
・フロア別ＭＤ構成設定
・ＭＤ基本構成設定
・ＭＤ特性設定
・施設ＭＤ調査
・海外ＭＤ参考事例調査

ストアプランニング（大型店）
（基本構想 Store Design）のアウトプット・イメージ
基本構想 PILOT PLAN
マーケット調査を分析し、当計画における理想的な
プランを提案する

環境デザイン戦略

Store Design

・ストアデザインコンセプト
・内装デザインイメージ
・ゾーニング計画
・動線計画
・VP、サービスエリア計画
・外装、パブリック計画

ストアプランニング（大型店）
（基本計画 Store Design）のアウトプット・イメージ
基本計画
MASTER PLAN

基本構想に基づき、貴社担当と一緒に、
実施プランを作成する

基本計画

Store Design

・ストアデザインコンセプト
・内装デザインコンセプト
・主要パース
・各層平面計画
・各層床伏計画
・各層天井計画
・各層主要断面、立面図
・各層基本マテリアル
・FF&Eイメージ
・照明コンセプト(外装/内装)

基本設計

・各層平面図・床伏図・天井図
※天伏図は照明計画を含む
・各層立面図
・各層断面図
・各層各部詳細図
・各層マテリアル
・FF&E/什器図
・ショップ規制図
・サイン計画

ストアプランニング（大型店）
（基本計画 Store Design）のアウトプット・イメージ
基本設計
MASTER PLAN

基本構想に基づき、貴社担当と一緒に
実施プランを作成する

基本計画

Store Design

・ストアデザインコンセプト
・内装デザインコンセプト
・主要パース
・各層平面計画
・各層床伏計画
・各層天井計画
・各層主要断面、立面図
・各層基本マテリアル
・FF&Eイメージ
・照明コンセプト(外装/内装)

基本設計

・各層平面図・床伏図・天井図
※天伏図は照明計画を含む
・各層立面図
・各層断面図
・各層各部詳細図
・各層マテリアル
・FF&E/什器図
・ショップ規制図
・サイン計画

ストアプランニング（専門店）のフローチャート
設計準備
デザイン提案

基本設計

実施設計

工事契約

設計監理

竣工・お引渡し

■ヒアリング（設計準備）
店舗設計を行うにあたり、まずはご出店者様のご意見・ご要望を
じっくりとお伺い致します。
■店舗検証（デザイン提案）
ご出店者様にオペレーションを考慮、検証をして頂くと同時に、
出店先の立地条件・周辺環境を踏まえ、売れる為のプランニングをご提案致します。
■基本計画（デザイン提案）
平面図、天伏図までを作成致します。
□敷地諸調査・検討
□官公庁との相談協議・調整
□物件概要調査・検討 □企画・提案→確認
□法規制の調査・検討

■デザインの方向性を確立します（基本設計）
仕様書・平面・天伏図・立面/展開・照明計画までを作成致します。
□各計画の法規制検討→確認
■基本設計に基づき設計します（実施設計）
仕様書・平面・展開・立面・配灯・各設備・詳細までをまでを作成致します。
□基本設計に基づき、意匠デザイン・技術の再検討→確認
□品質設定
□官公庁との最終調整・確認申請前の諸手続き・協議申請

■クライアントの立場で工事契約協力をします。
□施工者の選定協力
□契約諸条件の検討・確定協力
□工事予算チェック
□工事契約支援

■工事着工から引渡しまでの設計監理をします。
□工事現場検査、立会い、設計図書との照合
□工事関係者との検討調整
□施工図作成・製作図の検討・承認・助言
□工事現場施工状況の把握
□設計・施工品質確認検査
□引渡し立会い

① 上記基本業務以外の打合わせ
（定例会時の施工業者との打合せ、メーカーとの打合せ、業者、ＤＶからの質疑応答等）は 基本設計料に含むものとする
② 不測の業務が発生した場合には、設計料の加算、減算については担当者との協議とする
③ 設計施工の場合、設計料は別相談とする。
④ 移動交通費、宿泊費は業務終了後に実費清算とする（但し、都心近郊の場合、交通費は設計料に含む）
⑤ 上記以外の設計（防災設備、構造補強 等）業務については、追加業務となります。

株式会社フレームワークス(FRAMEWORKS CO.,LTD)
本社/東京事務�
〒108-0075
東京都港区港南2-11-18 天王洲デュープレックス403
※�車場有り
(1h400円、最大24h1500円 事前予約必要）
〒108-0075
TENNOZU DUPLEX #403 2-11-18 Konan Minato-ku
Tokyo.JAPAN
TEL
FAX
E-mail
HP

03-5783-6051
03-5783-6052
info.jp@frameworks.asia
http�//www.frameworks.asia

支社/ソウル事務所
〒06645
2F,Samyoung Bldg. 61, Banpo-daero 26-gil,
Seocho-gu, Seoul, KOREA
TEL
FAX
E-mail
HP

+82-2-525-2344
+82-70-4015-7084
info.kr@frameworks.asia
http�//www.frameworks.asia

상업시설 계획（대형매장）Flow Chart

기본구상 PILOT PLAN

기본계획/기본설계
MASTER PLAN

시장조사를 분석함으로써 이 계획의 이상적인
플랜을 제안

계획의 실시

기본 구상에 따라 귀사 담당자와 함께 실시 계획을
작성

마켓팅 전략

마켓팅 전략

・입지 특성 분석
・도시 특성 분석
・생활자 특성 분석
・경합점 특성 분석
・참고 사례 시설
※본격적인 조사의 경우는
국내 조사 회사와 연계한다.

・포지셔닝의 설정
・타겟의 설정
・상권의 설정
・스토어 방향성의 설정

・기본 구상의 마케팅 전략의
수정・검증
・해외 참고 사례의 시찰
（일본・해외）

Marketing

마켓조사

기
본
계
획

머천다이징 계획
・MD구성, 상품 분류의 결정
・차별화 MD, 집객 시설 MD의 결정
・일본, 및 해외 거래처의 소개
・MD 조닝계획의 결정
・목표 숫자의 설정

의

환경디자인 전략

Store Design

・스토어 디자인 컨셉
・외장,퍼블릭 계획
・점포 내장 이미지
・동선 계획
・조닝 계획
・사인 이미지
・VMD 전략
・외장,공용공간 계획

결
정

OPEN

(MASTER PLAN)

・업태 전략
・스토어 MD 컨셉
・플로어별 MD 구성
・기본 MD
・차별화 MD
・집객 시설 MD
・해외 MD 참고 사례

기
본
구
상

(PILOT PLAN)

Merchandising

머천다이징 전략

기본 계획의 실시 검사

의

기본계획
・스토어 디자인 컨셉
・내부 디자인 설계 컨셉
・주요 투시도
・각층 평면 계획
・각층 상복 계획
・각층 천정 계획
・각층 단면도,입면도
・각층 기본 유형
・FF&E이미지
・조명 컨셉 (외장/내장)

기본설계
・평면도・바닥 복도・천정도
※천정도에 조도 검토
・각층 입면도
・각층 단면도
・각층 각 상세도
・각층 매테리얼
・집기 이미지
・매장 규제도
・사인 계획

결
정

실시설계
시공의 체크
・현지 업체의 도면
및 현장 체크

※어디까지나 참고의 프로차트입니다.
프로젝트에따라 성과물은 다릅니다.

상업시설 계획（대형매장）PILOT PLAN
기본구상 PILOT PLAN
시장조사를 분석함으로써 이 계획의 이상적인
플랜을 제안

마켓 조사

Marketing

・입지 특성 분석
・도시 특성 분석
・생활자 특성 분석
・경합점 특성 분석
・참고 사례 시설

※본격적인 조사의 경우는
국내 조사 회사와 연계한다.

마케팅 전략

・기본구상의
마케팅전략의 수정, 검증
・해외 참고사례
（일본・해외）
・포지셔닝의 설정
・타겟의 설정
・상권의 설정
・스토어 방향성의 설정

상업시설 계획（대형매장）
（기본구상 Merchandising）Marketing Output
기본구상 PILOT PLAN
시장조사를 분석함으로써 이 계획의 이상적인
플랜을 제안

Merchandising

머천다이징 전략

・업태 전략
・스토어 MD 컨셉
・플로어별 MD 구성
・기본 MD
・차별화 MD
・집객 시설 MD
・해외 MD 참고 사례

상업시설 계획（대형매장）
（기본구상 Store Design）Store Design Output
기본구상 PILOT PLAN
시장조사를 분석함으로써 이 계획의 이상적인
플랜을 제안

환경디자인 전략

Store Design

・스토어 디자인 컨셉
・외장,퍼블릭 계획
・점포 내장 이미지
・동선 계획
・조닝 계획
・사인 이미지
・VMD 전략
・외장, 공용공간 계획

상업시설 계획（대형매장）
（기본계획 Store Design）Store Design Output
기본 계획
MASTER PLAN

기본 구상에 따라 귀사 담당자와 함께 실시 계획을 작성

기본계획

Store Design

・매장 디자인 컨셉
・인테리어 디자인 컨셉
・주요부위 스케치
・각층 평면 계획
・각층 상복 계획
・각층 천장 계획
・각층 주요 단면, 입면도
・각층 기본 유형
・FF&E이미지
・조명 컨셉(외장/내장)

기본설계

・평면도・바닥 복도・천정도
※천정도에 조도 검토
・각층 입면도
・각층 단면도
・각층 각 상세도
・각층 매테리얼
・FF&E/집기도
・매장 규제도
・사인 계획

상업시설 계획（대형매장）
（기본설계 Store Design）Store Design Output
기본 설계
MASTER PLAN

기본 구상에 따라 귀사 담당자와 함께 실시 계획을 작성

기본계획

Store Design

・매장 디자인 컨셉
・인테리어 디자인 컨셉
・주요부위 스케치
・각층 평면 계획
・각층 상복 계획
・각층 천장 계획
・각층 주요 단면, 입면도
・각층 기본 유형
・FF&E이미지
・조명 컨셉(외장/내장)

기본설계

・평면도・바닥 복도・천정도
※천정도에 조도 검토
・각층 입면도
・각층 단면도
・각층 각 상세도
・각층 매테리얼
・FF&E/집기도
・매장 규제도
・사인 계획

상업시설 계획（전문매장）Flow Chart
설계준비
디자인 제안

기본설계

실시설계

공사계약

설계감리

준공・인도

■히어링（설계준비）
점포설계를 실시하기전 출점자의 의견, 요구사항을 질문 합니다.
기초자료 수집.
■점포검증（디자인 제안）
출점자에게 의견 및 요구사항을 반영하고 동시에
출점처의 입지조건, 주변환경을 근거한 플랜닝을 제안 합니다.
■기본계획（디자인제안）
평면도, 천정도를 작성합니다.
□부지조사 및 검토
□관공청, 또는 시설팀과의 상담 협의, 조정
□물건개요 조사, 검토
□기획, 제안→확인
□법률, 규제의 조사 및 검토

■디자인 방향성 확립（기본설계）
시방서, 평면도, 천정도, 전개도, 조명계획까지 작성 합니다.
□각 계획의 법률, 규제 검토→확인
■기본설계를 바탕으로 시공을 위한 설계（실시설계）
시방서, 평면도, 천정도, 전개도, 조명계획, 설비, 상세도까지 작성 합니다.
□기본설계를 바탕으로 디자인, 시공성 검토
□품질설정
□관공청, 시설팀과의 최종 조정 , 협의 - 확정

■클라이언트의 입장에서 공사계약 협의
□시공자 선정 협의
□계약조건 검토 및 확정 협력
□공사예산 체크
□공사계약 지원

■공사착공으로 부터 완공 후 인도까지의 설계감리
□공사현장 방문, 설계도서와 시공 체크
□공사 관계자와 검토 조정
□시공도 작성, 제작도의 검토, 승인, 조언
□공사현장 시공상황의 파악
□설계, 시공 품질확인, 검사
□완공 후 인도 확인

① 상기 업무 이외의 협의
（정례회의시 시공업체와의 협의, 브랜드와의 협의, 디벨로퍼의 질의 응답등)는 기본설계료에 포함하는것으로 한다.
② 추가 업무의 내용 및 변경의 경우 설계료 가산, 가감은 담당자와 협의로 정한다.
③ 시공 설계의 경우 설계비는 별도로 협의하여 정한다.
④ 이동교통비, 숙박비는 업무 종료후 실비 정산한다.（근거리 현장의 경우 교통비에 한하여 정산한다.）
⑤ 상기 이외의 설계（예 방재설계、구조보강、등）업무에 대해서는 추가 설계비를 책정하여 한다.

주식회사 프레임웍스(FRAMEWORKS CO.,LTD)

■TOKYO / Head Oﬃce

〒108-0075
東京都港区港南2-11-18 天王洲デュープレックス403
※�車場有り（1h400円、最大24h1500円 事前予約必
要）
TENNOZU DUPLEX #403, 2-11-18, Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075, JAPAN
TEL
FAX
E-mail
HP

+81(0)3-5783-6051
+81(0)3-5783-6052
info.jp@frameworks.asia
http�//www.frameworks.asia

■SEOUL / Brunch Oﬃce

〒06645
서울특별시 서초구 반포대로 26길 61 삼영빌딩 2층
2F, Samyoung Bldg. 61, Banpo-daero 26-gil,
Seocho-gu, Seoul, 06645, KOREA
TEL
FAX
E-mail
HP

82-2-525-2344
82-70-4015-7084
info.kr@frameworks.asia
http�//www.frameworks.asia

