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武蔵野市御殿山 1 丁目、井の頭公園池の湧水口を上がっ

たところにベーカリー&カフェ レストラン ムスイはある。 
井の頭公園は江戸時代、日本に初めて生まれた郊外公園

であり、公園を楽しむ文化がここから始まった。七箇所あっ

たと言われる湧き水は上水道の源となり江戸の町民に潤

いを与えた生命の源であった。今でも雑木林の面影が残る

武蔵野丘陵の台地にオープンするムスイをデザインした。 
 
朝 7 時に開店し、自家製のパン、朝食、デリのテイクアウト、

ランチ、ティータイム、イタリアンディナー、そしてバー、朝か

ら夜12時まで無休で一日中美味しく楽しい時間を過ごせる

ヨーロッパスタイルのカフェである。 
店内を武蔵野丘陵に見立て、壁には樹木の幹と枝を直接

鉛筆で描き、年々減少する雑木林の幻影を表現した。屋外

用の椅子や外灯を店内に配し、コンクリート打ちっぱなしの

床、カウンターバーには外壁用のトタン板を使用するなど

店内全体に屋外の雰囲気を作り出した。メニューのほとん

どがオーガニック食材なこともあり、店内随所にパイン古材

を使用し、エイジング加工を自ら施しナチュラルな雰囲気を

作った。 トイレ内の天井と壁には、降りそそぐ花をインスタ

レーションし、幸福感溢れる場所を表現した。 
 
カフェを開くのは３人のオーナーである。パン職人、イタリア

ン・シェフ、ドリンク＆接客。その３人の名前にも御殿山の

土地に縁の深い文字が入っている。 
 
 
寺崎陵    ：武蔵野丘陵 
花輪剛   ：井の頭公園の桜の花 
遠藤弘樹  ：雑木林の樹林 
 
それらの「陵」「花」「樹」をモチーフとして店内のデザインに

使うことで、この土地にしかない ここだけのカフェ空間を作

り上げようと考えた。 
我々は、経済成長と共に雑木林を伐採した土地に街を作り

上げてきた。コーヒーを飲みながら、ふと、ここでもう一度文

化や自然について考えてみる場所になるカフェにしたいと

考えた。 
御殿山の四季を味わえる、他に類を見ないカフェになること

間違いないだろう。 
 
 
 
 

Dating from the Edo period, Inokashira Park in Western 
Tokyo is Japan's oldest suburban public park. Here in 
the rolling hills of Musashino overlooking a forested 
vista, right by the park entrance just above the source of 
the lake—one of seven springs in the region that fed 
life-giving waters to the Edo populace—now finds the 
European-style Bakery & Café-Restaurant Musui at 
Gotenyama 1-chome, Kichijoji. 
 
Open everyday from seven in the morning, serving 
homemade bread, breakfast, lunch, teatime and deli 
takeout items, dinner and drinks until midnight, Musui 
offers a delicious treats in a relaxed atmosphere any 
time of the day.  Deck chairs on the bare concrete floor 
and garden lights add to the picnicky feel of the interior, 
as does the zinc siding behind the counter bar. To 
complete the outdoor theme, we drew tree trunks and 
branches directly on the walls to capture something of 
the local greenery that seems to dwindle with each 
passing year. We also covered the walls and ceiling of 
the washroom in sprays of flowers for a peaceful, happy 
mood. 
 
Musui is the collective effort of three owners: a baker, a 
chef who specializes in Italian cuisine, and a maitre d' 
who doubles as a barrista. Their three names—Ryo 
Terazaki, Tsuyoshi Hanawa and Hiroki Endo—evoke 
natural elements of the verdant Gotenyama locale: hills 
(ryo), flowers (hana) and trees (ki). And so, by using hill, 
flower and tree motifs for the interior design, I wanted to 
create a café interior unique to this place and this 
community.  
 
Economic growth and afluence has seen the city 
encroach on felled forest lands, so I wanted to make 
this café a place where one might reflect on culture and 
nature over a cup of coffee. Come drink in the seasons 
of Gotenyama—this is how Tokyo cafés should be. 
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