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「世界一美しい響き」
をコンセプトに、
サントリーホールは1986年に創られました。
世界的指揮者、故ヘルベルト・フォン・カラヤン氏も
「音の宝石箱」
だと感動されたそうです。
そんな豊かな響きを奏でる“大人の社交場”に現代のモードが共鳴します。
さあ、
うんとおしゃれをして音楽を聴きにいきましょう。

PIPE ORGAN / MAIN HALL
全 2,006 席がぶどうの段々畑状にステージを
向く “ ヴィンヤード ( ぶどう畑 ) 形式 ” の〈大
ホール〉は、数々の指揮者・演奏者から音響
の美しさを賞賛される空間。また、ひときわ
荘厳な雰囲気でそびえるパイプオルガンは、
パイプ総数 5,898 本と世界最大級のものでも
ある。ほぼ毎月１回行われる入場無料の〈オ
ルガン プロムナード コンサート〉は、クラ
シック音楽のための最上の空間と、オルガン
の重厚な響きとを堪能するまたとない機会だ。

GIORGIO ARMANI
左 ペ ー ジ ／ ブ ラ ウ ン ジ ャ ケ ッ ト ¥290,000
（¥313,200)、ベ ス ト ¥110,000（¥118,800)、
シ ャ ツ ¥55,000
（¥59,400)、パ ン ツ ¥170,000
（¥183,600)、シ ュ ー ズ ¥85,000
（¥91,800)。右
ページ／ジャケット ¥1,000,000
（¥1,080,000)、
スカート ¥410,000
（¥442,800)、クラッチバッグ
¥320,000
（¥345,600)／以上ジョルジオ アルマ
ーニ ☎03-5413-6291／六本木けやき坂通り1F

LOUIS VUITTON
表 紙 ／ ブ ラ ウス ¥194,000
（¥209,520)、ベ ス
ト ¥114,000
（¥123,120)、パ ン ツ ¥158,000
（¥170,640)、ベ ル ト ¥66,000
（¥71,280)、バ
ッ グ ¥489,000
（¥528,120)、ピ ア ス ¥94,000
（¥101,520)、シ ョ ー ト ブ ー ツ ¥231,000
（¥249,480)／以上ルイ・ヴィトン ☎ 0120-001854
（ルイ・ヴィトン カスタマーサービス）
／
六本木けやき坂通り1F
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SUNTORY HALL
東京初のクラシックコンサート専用ホール

として 1986 年秋にオープンした〈サントリ
ーホール〉
。当時のサントリーの社長で、大
のクラシックファンとしても知られた佐治敬

三が、文化事業に積極的に取り組む同社の理

念に則って実現させたプロジェクトだった。
“ 世界一美しい響き ” を目指して、錚々たる

指揮者や演奏家たちの意見を取り入れながら

創り上げたホールの音響の素晴らしさは出色。
設計時から熱心なアドバイスを続けた名指揮
者、故ヘルベルト・フォン・カラヤンも「音

の宝石箱のよう」と絶賛したという。さらに

佐治には、
「日本にコンサートを楽しむ文化
を根づかせたい」という強い思いがあったの
だそう。欧米では、コンサートホールは大人

の社交の場。
〈サントリーホール〉にレセプ
ショニストがいたり、ドリンクコーナーがあ

ったりと、コンサートホールの本来のスタイ
ルを踏襲したのも、とびきりのお洒落をして
上質の場所へ出かけていくという、新しい楽

しみを提供するためだったのだ。開館から 28
年。一流の音楽家たちによるコンサートが行

われ続けているのはもちろんだが、音楽文化
を耕していく〈サントリーホール〉の試みは、
館を飛び出して広がっているようだ。秋ごと

に行われる〈サントリーホール フェスティバ

ル〉期間中に、ホールのあるアークヒルズや

近隣のエリアで行われる「アークヒルズ音楽
週間」はその一例。今やこのエリア全体が、

上質な音楽に出会える街となりつつあるのだ。

BLUE ROSE / SMALL HALL
英語では不可能の代名詞だった “ ブルーロー
ズ ” だが、2004 年、サントリーが新品種「青
いバラ」を開発したことで、不可能が可能と
なった。その名を冠して 2007 年に改修オー
プンしたこの小ホールは、多くのアーティス
トが新しい可能性に挑めるようにという願い
を込めた場所。企画を公募、応援し、秋のサ
ントリーホールフェスティバル期間中に公演
する「やってみなはれ」プロジェクトなどで、
“ 青いバラ ” は様々に芽吹いている。

SALVATORE FERRAGAMO
レディス／ドレス ¥700,000
（¥756,000）
、シュ
ー ズ ¥175,000
（¥189,000）
、バ ッ グ ¥190,000
（¥205,200）
。
メンズ／スーツ ¥440,000
（¥475,200）
、
シャツ ¥41,000
（¥44,280）
、シューズ ¥198,000
（¥213,840）
／以上サルヴァトーレ フェラガモ
☎03-5770-0051／六本木けやき坂通り1F
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ESCADA
ジャンプスーツ ¥168,000
（¥181,440）
、ベルト
¥46,000
（¥49,680）
、サンダル¥80,000
（¥86,400）
／以上エスカーダ ☎03-5772-2071／六本木け
やき坂通り1F
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FOYER

INTERMEZZO
イタリア語で間奏曲を意味する〈インテルメ
ッツオ〉。サントリーホールのそれは 1 階と
２階にあるドリンクコーナーのことだ。コン
サートの合間に、アルコールやコーヒー、軽
食などを楽しみながらくつろぎ、同じ場に集
った人々と言葉を交わすのは、欧米では社交
のスタンダードだが、日本ではサントリーホ
ールで初めて導入されたもの。全館で使われ
ている椅子の、ワインを思わせる深紅とぶど
うの柄のテキスタイルも雰囲気を盛り上げる。

BOSS
ブルーコーデュロイスーツ ¥95,000
（¥102,600）
、
シ ャ ツ ¥43,000
（¥46,440）
、ド ッ ト ス カ ー フ
¥17,000
（¥18,360）
、シューズ ¥48,000
（¥51,840）
／以上ボス ストア ☎ 03-5786-9806／六本木
けやき坂通り1F
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きりっと背筋の伸びたレセプショニストたち
に迎えられて館内に足を踏み入れると広がる
ホワイエ。大理石とマホガニーを多用した、
華やかさと落ち着きとが同居する大空間だ。
写真奥に見えるモザイク壁画は、日本を代表
する抽象画家、故・宇治山哲平の最晩年の作。
さらに天井のシャンデリア (P5) は、照明デ
ザイナーの石井幹子が、ホワイエに光を呼び
込む２階廊下のステンドグラスは三浦啓子が
手がけるなど、一流のアートが空間を彩る。

BURBERRY
レディス／ドレス ¥310,000
（¥334,800）
／バー
バリー プローサム、トレンチコート ¥195,000
（¥210,600）
、ス カ ー フ ¥125,000
（¥135,000）
、
ベルト ¥70,000
（¥75,600）
、シューズ ¥210,000
（¥226,800）
／ 以 上 バ ー バ リ ー。メ ン ズ ／ ニ
ッ ト ¥195,000
（¥210,600）
、タ ン ク ト ッ プ
¥38,000
（¥41,040）
、パンツ ¥96,000
（¥103,680）
／以上バーバリー プローサム、トレンチコー
ト ￥210,000
（¥226,800）
、ス カ ー フ ¥45,000
（¥48,600）
、シューズ ¥88,000
（¥95,040）
／以上
バーバリー ☎03-6857-7771／六本木けやき坂
通り1F・2F
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白を着る。
クールな白、
エレガントな白、
ノスタルジックな白。
白とひとことに言っても、
そこには無限のイメージがある。
だからこそ、
ひとつのアイテムから、
様々なスタイルを生み出すことができる。
その白をテーマカラーに、
この秋、六本木ヒルズに限定・先行アイテムが登場。
ここでしか出逢えない、
自分らしい白のスタイルを探して。
Photography by Ikuo Kubota (OWL) Styling by Aya Fukushima(OTUA)
Hair by Keiko Tada (mod’s hair) Make-up by Yuka Hirata (A.K.A.)
Edit by Akane Maekawa Model : Anna (parfe)

いつものスタイルをドレスアップ。

ニットで描く柔らかなシルエット。
トレンドを牽引し続けるステラ マッカート
ニー。ノスタルジックなニットに、柔らかな
コクーンシルエットを描くオーバーサイズの
ニットコートを重ね、リラックス感のあるモ
ードなニットスタイルを。コート ¥240,000
（¥259,200）
、ニット ¥191,000（¥206,280）
、靴
¥121,000（¥130,680）／（ステラ マッカート
ニー 03-3403-1644 ／ウェストウォーク 2F）
★は六本木ヒルズ限定、◆は先行アイテム。
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白のダウンコートは、カジュアルにもエレガ
ントにも着回せる優れモノ。今年は、フェミ
ニンなワンピースの上に羽織り、デコラティ
ブなアクセをポイントに、白のレイヤード
ルックでドレスアップに挑戦したい。コート
¥69,000
（¥74,520）
／アルマーニ ジーンズ
（ア
ルマーニ ジーンズ / アルマーニ ジュニア 035786-9590／メトロハット／ハリウッドプラザ
1F）
、★ワンピース ¥16,000
（¥17,280）
／
（ジュ
エルチェンジズ 03-5414-3062／ウェストウォ
ーク 3F）
、シャツ ¥16,000
（¥17,280）
／サクラ、
クラッチバッグ ¥27,000
（¥29,160）
／サンティ
（ともにユナイテッドアローズ 六本木 ウィメ
ンズストア 03-5786-0555／ウェストウォーク
2F）
、パール付ネックレス ¥56,000
（¥60,480）
／リジー フォルトゥナート
（エストネーション
03-5159-7800／ヒルサイド 1・2F）
、シルバー
ネックレス ¥43,000
（¥46,440）
／フィリップ オ
ーディベール
（デザインワークス ドゥ・コート
03-5786-9831／ウェストウォーク3F）
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都会派リラックスはスポーティに。

旬なトレンドを、ホワイトトーンでスタイリッシュに取り入れて。
右上から時計まわり：ふんわりとした立体感やシフォンのアクセントがフェミニン。※写真はトップのみ。スカートとの上
下セットアップでの販売。セットアップ ¥19,000
（¥20,520）
／
（ランゲージ 03-5771-7100／ヒルサイド B1F）
、アクセサリー
を変えるだけで、パーティドレスに変身。オンにもオフにも役立つ一着。★ドレス¥38,000
（¥41,040）
／ピンキー＆ダイアン
（フレーバー・ドレッサー 03-5786-9823／ウェストウォーク 2F）
、トレンドのフレアな台形スカートは、トップをコンパク
トに大人かわいいスタイルで。◆スカート ¥15,000
（¥16,200）
／
（スピック＆スパン ノーブル 03-6438-1267／ウェストウォ
ーク3F）
、甘さの中にセンシュアリティを潜ませるレースの透け感がポイント。★トップ¥19,000
（¥20,520）
／ソブ
（ダブルス
タンダードクロージング 03-6447-2299／ウェストウォーク3F）
、カジュアルなトートも、ビジュースタッズがデザインされ
たファンシーなものを選べば、仕事からお出かけまで、オールラウンドに活躍。バッグ ¥11,000
（¥11,880）
／
（プラステ 03-
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5413-9715／ウェストウォーク3F）
、アートなプリントが印象的なシルクシャツは、デニムと合わせてかっこよく着こなした
い。★シャツ¥41,800
（¥45,144）
／
（デンハム 03-6447-4994／ウェストウォーク3F）
、書類サイズのクラッチバッグを颯爽と
持ってスタイル上級者に。存在感のあるゴールドチェーンがおしゃれ度指数を上げてくれる。クラッチバッグ¥51,000
（¥55,080）
／
（ルル ギネス 03-5412-7588／ヒルサイド B1F）
、もこもこ感が愛らしいラグランスリーブのニット。ボトムはシャープに
まとめ、ボリュームバランスを大切に。ニット¥28,000
（¥30,240）
／
（ヴィヴィアン・タム 03-5786-9821／ヒルサイドB1F）
、
ラメ入りのアシメトリーなニットはタイトなシルエットでエレガントに。★変形ニット¥25,000
（¥27,000）
／デザインワーク
ス
（デザインワークス ドゥ・コート 03-5786-9831／ウェストウォーク3F）
、今季のスタイルを代表するマニッシュなコート。
ウールとレザーの異素材ミックスが新鮮。コート¥140,000
（¥151,200）
／
（アドーア 03-3475-5915／ウェストウォーク2F）

ほどよくトレンドを感じさせる上質なムートン
コート。ニットやシャツを合わせたクリーンで
ぬくもりのある白のムードをスニーカーではず
し、アーバンスポーティな着こなしを。コー
ト ¥470,000
（¥507,600）
／ナイジェル プレスト
ン アンド ナイト
（エストネーション 03-51597800／ ヒ ル サ イ ド 1・2F）
、ニ ッ ト ¥29,000
（¥31,320）
、シャツ¥24,000
（¥25,920）
／チノ
（ド
ゥーズィエム クラス 03-5413-3607／ウェス
トウォーク2F）
、スカート¥54,000
（¥58,320）
／
（ダイアン フォン ファステンバーグ 03-54132067／六本木けやき坂通り 1・2F）
、スニーカ
ー¥15,000
（¥16,200）
／オニツカタイガー× ア
ンドレア・ポンピリオ
（オニツカタイガー 035772-2660／ウェストウォーク4F）
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質感ミックスでまとめるレディルック。

ハンサムな女を演出するスウィート＆クールな小物たち。
右から：ホワイトセラミックがモダンなディーゼルのクロノグラフ。ブレスレットのように身につけ、手もとのおしゃれを楽
しみたい。時計¥56,000
（¥60,480）
※11月入荷予定／
（ディーゼル 03-5413-9830／メトロハット／ハリウッドプラザ2F）
、ロ
マンティックで遊び心が詰まったポンテヴェキオのジュエリーたち。セラミックとダイヤモンドのハーモニーが美しいリング
は、指もとにクールなかわいさを覗かせ、耳もとを飾るフラワーピアスはさりげなく女心をアピールする。リング
〈K18PG、
セラミック、ダイヤモンド〉
¥138,500
（¥149,580）
、ピアス
〈K18PG、マザーオブパール、ダイヤモンド〉
¥105,000
（¥113,400）
、
上のリング
〈K18PG、セラミック、ダイヤモンド〉
¥189,500
（¥204,660）
、下のリング
〈K18YG、セラミック、ダイヤモンド〉
¥210,000
（¥226,800）
／
（すべてポンテヴェキオ 03-5786-7400／ウェストウォーク2F）
、白のフラワーモチーフがラブリーなコ
スチュームネックレス。マスキュリンなシャツの胸もとや、今季注目のタートルネックに合わせたい。ネックレス¥17,000
（¥18,360）
／
（ケイト・スペード ニューヨーク 03-5771-5200／ヒルサイドB1F）
、シンプルなシャツは、アクセサリーの重ねづけでクー
ルな華やかさを。シャツ¥25,000
（¥27,000）
／
（ドゥーズィエム クラス 03-5413-3607／ウェストウォーク2F）
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ボックススカートとの組み合わせが、レディラ
イクなスタイルを作る白のセットアップ。しな
やかなラムレザーのストールやパテントシュー
ズ、パールのアクセサリーをプラスし、白の質
感をミックスさせたコーディネイトで、ワン
ランク上のレディルックを。★トップ ¥19,000
（¥20,520）
、★ ス カ ー ト ¥18,000
（¥19,440）
／
ユナイテッドアローズ
（ともにユナイテッド
アローズ 六本木 ウィメンズストア 03-57860555／ウェストウォーク 2F）
、クラッチバッ
グ ¥54,000
（¥58,320）
／ウィ・オディール
（エス
トネーション 03-5159-7800／ヒルサイド 1・
2F）
、ブレスレット¥12,000
（¥12,960）
／アデル
（ジュエルチェンジズ 03-5414-3062／ウェス
トウォーク 3F）
、★レザーストール ¥100,000
（¥108,000）
／
（アルタ クラッセ カプリガンティ
03-5980-8470／ ウ ェ ス ト ウ ォ ー ク 4F）
、靴
¥22,000
（¥23,760）
／オデット エ オディール
（オ
デット エ オディール ユナイテッドアローズ
03-5772-0560／ウェストウォーク3F）
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メンズの白は、カジュアルなスタイルに洗練されたシャープさを。
右から：ストレッチのきいた細身のパンツは、オーバーサイズのアウターと合わせて。パンツ¥25,000
（¥27,000）
／デザイン
ワークス
（デザインワークス ドゥ・コート 03-5786-9831／ウェストウォーク3F）
、水玉のライナーがアクセントになった白
のダブルジャケット。コットンの風合いがフォーマル過ぎない小粋さを演出。ジャケット ¥70,000
（¥75,600）
／
（ウノ ピゥ ウ
ノ ウグァーレ トレ 03-6721-1381／ウェストウォーク 2F）
、こだわりの素材と職人の技が生み出す輪怐のショルダーバッ
グ。タブレット端末も収納できるデザインで、機能性も抜群。バッグ¥33,000
（¥35,640）
／
（輪怐
（リンク）03-6721-1852／ウ
ェストウォーク 4F）
、履き心地のよいブッテロのスリッポン。異素材の対比が足もとをスタイリッシュに決めてくれる。靴
¥43,000
（¥46,440）
／ブッテロ
（ユナイテッドアローズ 六本木 メンズストア 03-5772-5501／ウェストウォーク2F）
、ほっこり

レトロなアランニットは、クロップド丈のスキニーパンツでシャープに。ニットカーディガン¥24,000
（¥25,920）
／ユナイテ
ッドアローズ
（ユナイテッドアローズ 六本木 メンズストア 03-5772-5501／ウェストウォーク2F）
、シンプルなＶネックニッ
トは、どんなパンツにも似合う永遠のアイテム。ニット¥23,000
（¥24,840）
／
（エストネーション 03-5159-7800／ヒルサイド
1F・2F）
、NYのブランド、アレックス ミルのオックスフォードシャツは、こだわりのディテールとラフな風合いが魅力。シ
ャツ ¥21,000
（¥22,680）
／アレックス ミル
（エストネーション 03-5159-7800／ヒルサイド 1F・2F）
、ストライプのパッチワ
ークが味わいのある定番のカトマンズシャツ。シャツ¥13,800
（¥14,904）
／キャピタル
（キャピタル レッグス ロッポンギ 035772-3171／ヒルサイド1F）
、椅子¥86,111
（¥93,000）
／ジェルバゾーニ
（アジト 03-5770-4411／ウェストウォーク3F）
。

9/5(金)～10/3(金)の期間、六本木ヒルズでは、今季のテーマカラー
「白」
を中心とした商品の限定販売をはじめ、館内に様々な
「白」
の世界が表現されます。また、期間中、
対象店舗にて2万円以上お買い上げいただいた方には、先着で10/3(金)のファッションイベントへご招待します。詳細は公式HP(www.roppongihills.com)にて近日公開予定。
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秋のヒルズは食からイベントまで楽しみいっぱい

HILLS IN FOCUS

HILLS IN FOCUS
Open

PIROUETTE
DEBUT!
TEXT BY SHIORI FUJII

新スタイルの食空間が
虎ノ門ヒルズに誕生
ビストロ、カフェ、エピスリーが一体と
なった新しいスタイルの店「ピルエッ
ト」
。浅草「オマージュ」
、南仏「オステル
リ ジェロンム」などで経験を積んだシェ
職人）」の称号を持つフランス人シェフの
エリック・トロション氏とのコラボレー
ションによるカフェ＆ビストロに加え、
注目は併設されたエピスリー。旬の食材
から調味料や食器まで、食にまつわるさ
まざまな商品がそろいます。その場で味
わう、自宅で楽しむ……新しい食の楽し
みが、ここから始まります。
入口のエピスリーを抜けると、
キッチンを囲むコの字型カウン
ターを中心に、カフェ＆ビスト
ロ が。● 場 所： 虎 ノ 門 ヒ ル ズ
ガーデンハウス 1F ●時間：カ
フ ェ 11:00～22:00（L.O.）※ 土
日 祝 ～21:00（L.O.）ビ ス ト ロ
11:30～14:30（L.O.）,18:00～
21:30（L.O.）※ 土 日 祝 17:30～
21:00（L.O.）エ ピ ス リ ー11:00
～23:00 ※土日祝～22:00 ●問：
03-6206-6927 ● URL：www.
pirouette.jp

画像はイメージです。

「ピルエット」は、レストラン（ガ
ストロノミー）よりカジュアルで、
ビストロよりもフレキシブルな
「ビストロノミー」
。生産者の顔
が見える素材をシェフが吟味し、
その日に仕入れた魚や肉、野菜
を使って素材のおいしさを最大
限に引き出すメニューを組み立
てています。写真は「五島列島
黒ムツのブイヤベース仕立て
須永農園の野菜達」
（ビストロ
メニュー）
。ディナーコース（ビ
ストロ）￥5,000（税・サ別）～。

Event

ROPPONGI HILLS
HALLOWEEN 2014
毎年恒例の六本木ヒルズ・ハロウィンイベント、
今年はティム・バートンのモチーフで館内が彩られます
毎年、多くの街々で盛り上がりを見せ

毎年恒例のパレードは、六本木ヒルズ
アリーナやけやき坂通り周辺にて。画
像上 / 日本初お目見えのティム・バー
トン監督オリジナル作品「バルーンボ
ーイ」装飾イメージ。画像右／過去の
イベント時のもの。●場所：六本木ヒ
ルズ内の各所 ●期間：10/10
（金）
～31
（金）※ハロウィンパレードは 10/25
（土）

にも、レストランではハロウィン特別メ

るハロウィン。六本木ヒルズでは、恒例

ニューが、ショップではハロウィンをモ

のハロウィンイベントを今年は規模を拡

チーフにしたキッズワークショップが用

大し 10/10（金）～31（金）の日程で開催

意されるなど、大人も子供も楽しめるイ

します。メインイベントの「ハロウィン

ベントが目白押し。特に今年は、六本木

パ レ ー ド」の 日（10/25（土）
）は、お 菓

ヒルズで 11/1（土）より開催される「テ

子のプレゼント、仮装教室などさまざま

ィム・バートンの世界」展とのコラボレ

なサービスが。今年は映画のモチーフで

ーションとして、ティム・バートン監督の

仮装したお子さまが参加できるフォトコ

オリジナルキャラクター「バルーンボーイ」

ンテストも開催するほか、街の中をめぐ

など、ティム・バートン作品をモチーフ

ってのスタンプラリーでは、スペシャル

にした装飾が随所に配され、六本木ヒル

なお菓子などをプレゼントします。ほか

ズ館内がファンタジックに変身します。

月、秋のはじまりの風が吹き始める頃。ご無沙汰しております、ヒルボックルです。秋と言えばファッション、食欲、イベントと盛りだくさんの季節ですね。今回もいろんなヒルズから、美味しく楽しい耳寄り情報をお届けします！

9

フ・小林直也氏と、
「M.O.F（国家最優秀

17

PHOTOGRAPHS BY
KAZUYA AOKI STYLING
BY KAYO YOSHIDA TEXT
BY CHIHARU MASUKAWA
EDITED BY KAORI
MURAKAMI（RCKT）

オトナの秋色スニーカー

秋の気配を感じる今日この頃、新しいシーズンの着こなしに思いを馳せる

節は、スニーカーにもファッション性を重視。直球のスポーティとは一線

のも日に日に楽しくなってくる時期です。カジュアルなムードが似合う春夏

を画す、スタイリッシュなモデルが狙い目です。いち早くマークすべきは、

とは打って変わり、装いはぐっとシックな路線へとシフトしていくけれど、

ラグジュアリーなデザイナーズもの。スポーツブランドなら、端正でクラ

足元はやっぱりスニーカーが気分。トレンドの勢いはまだまだ止まりませ

シックな要素を散りばめた新作を。洗練のスタイルに小気味よい抜け感を

ん。ニットやコートなどといった重めのアイテムにも惹かれ始めるこの季

与える一足を、今すぐ探しに出掛けてみませんか？

六本木ヒルズ

表参道ヒルズ

L ADIES’

MEN ’S

スニーカーの軽やかさが
新鮮なスタイルのキーに

スポーティから一歩先へ。
最新系デザインが目白押し
メンズファッションにおいて、スニーカーはもはやカジュア
ルアイテムにあらず。シンプルなデニムスタイルに、アクセ

ムードを帯びてきます。レディスのいち押しは、六本木ヒル

ントとして。そして時にはスーツにも、遊び心のあるスパイ

ズに勢揃い。マニッシュなデザインや、ダークトーンの落ち

スとして。コーディネートの可能性はどんどん広がっていま

着いた色使いが際立つ、辛口スタイルが注目を集めていま

す。表参道ヒルズに集まるメンズブランドにも、オシャレ上

す。きめ細かなスエードや肉厚のツイードといった高級素材

級者を満足させる個性派スニーカーが続々と入荷中。手の

の登場も、スニーカートレンドが成熟した今年ならではの

込んだ素材のマッチングや加工を施したものから、レザー

特徴。大人のハイモードにもよく似合う、リッチな顔ぶれが

シューズの形を踏襲したハイブリッドなデザインまで、進化

出揃いました。

したラインアップをその目で確かめて。

01

06

ウォッシュドデニムの温もりと、スケルトン仕様のモダンなソールのコントラスト
が効いた一足。足首を包み込むハイカット仕様とベルクロも相まって、ボリューム
のある足元を演出する。スニーカー￥25,000
（税込￥27,000）
／ディーゼル
（ディー
ゼル 03-5413-9830／六本木ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ2F）

グロッシーなエナメルの艶感が、クールな着こなしに華を添える。ジュエルを配
したシルバーのロゴプレートもまた、視線を集めるアピールに。￥74,000
（税込
￥79,920）
／ダルタン ボナパルト
（ダルタン ボナパルト 03-5474-1874／表参道
ヒルズ 本館2F）

01 DIESEL

06 Dartin Bonaparto

02

07

ツイードと淡いピンクのパンチングレ
ザーのミックスが、女心にヒット！イ
タリア人デザイナー、アンドレア・ポ
ンピリオとのコラボラインから。
￥15,000
（税込￥16,200）
／オニツカタイ
ガー
（オニツカタイガー 03-5772-2660
／六本木ヒルズ ウェストウォーク4F）

“woodrow” と名付けられた新作は、
東京ブランド
「ロアー」
とのコラボモデ
ル。迷彩や二丁拳銃のプリントが入り
混じり、プレイフルに足元を飾る。
￥33,000
（税込￥35,640）
／ホワイトフ
ラッグス × ロアー
（アール & コー 036804-3393／表参道ヒルズ 本館2F）

03
深い色味のスエードに、内側にはファ
ーを忍ばせて。靴の名手と謳われる
イタリアンブランドは、スニーカーに
もエレガントな個性を注入。￥96,000
（税込￥103,680）
／ジュゼッペ ザノッ
ティ デザイン
（エストネーション 035159-7800／六本木ヒルズ ヒルズサイ
ド1F・2F）

08

02 Onitsuka Tiger

03 ESTNATION

04

デッキシューズがスニーカーに変身？
伝統的デザインとクッション性に優れ
たソールの融合で生まれた、新感覚の
個性派スニーカー。製法にモカシン作
りの技術を取り入れていることも特徴
的。￥25,000
（税 込 ￥27,000）
／AKM
（エ イ・ケ イ・エ ム 03-6440-0019／
表参道ヒルズ 本館2F）

07 R&Co.

08 AKM

09

アクティブな女性のために開発された
新作は、わずか 139g
（24cm）
という超
軽量モデル。サテンのような光沢があ
るアッパーはストレッチ性も備え、や
みつきになる履き心地。￥8,900
（税込
￥9,612）
／リーボック
（リーボック フ
ィットハブ 03-5771-1024／六本木ヒ
ルズ メトロハット / ハリウッドプラ
ザB1F）

真っ白のスエードに
「汚れ加工」
を施し、
わざと履き込んだような雰囲気に仕
上げた定番スニーカー。ひとつひとつ
微妙に汚れ方が違う、一点ものの味が
魅力。￥89,000
（税込￥96,120）
／アン
ドゥムルメステール
（アン ドゥムルメ
ステール 03-6279-5071／表参道ヒル
ズ 本館1F）

です。わたくしも、どこかにいるかも。

この秋注目しているのは〈グランド ハイアット 東京〉
「オーク ドア」の「ポータベロマッシュルームバーガー」
。直径約８㎝の肉厚キノコをパテの代わりに使用したハンバーガーなんですって。 月〜 月の間、ランチで楽しめます。

わたくしの悩み、聞いてもらえます？ ずばり、今年のハロウィンでどんな仮装をしたらいいか、です。今年も六本木ヒルズで「ハロウィンパレード」開催。仮装をしていれば誰でも参加

いつもならヒールやブーツで決める足元を、今年はスニー
カーにチェンジ。それだけで、コーディネートが一段と旬の

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS
OK

CLOSE UP!

ROPPONGI HILLS
OMOTESANDO HILLS

10

05

10

スニーカーブームを牽引するニュー
バランスの新作は、今季も要チェッ
ク。スリムな形とどこかクラシックな
佇まいが特徴で、洗練されたスタイ
ルにも難なくマッチ。￥9,300
（税込￥
10,044）
／ニューバランス
（デザインワ
ークス ドゥ・コート 03-5786-9831／
六本木ヒルズ ウェストウォーク3F）

11

ナチュラルなスエードに、つま先のペ
イントやエンブレムといった、小技を
効かせた装飾が映える。丸みのあるフ
ォルムが醸し出す、コンフォートな
雰囲気も心ニクい。￥28,000
（税込￥
30,240）
／オスクレン
（オスクレン 035410-5012 ／表参道ヒルズ 本館B1F）

04 Reebok

05 DESIGNWORKS deuxcotes

09 ANN DEMEULEMEESTER

10 OSKLEN
※掲載の価格は、本体価格（税込価格）の表記となります。

18

19

広告コミュニケーションの世界に醍醐味

この６月に虎ノ門ヒルズに入居した広告代理店のアサツー ディ・ケイ。
広告主と広告制作者の思いを結ぶ同社の営業として奔走する女性に注目した。

INNOVATIVE CITY FORUM 2014
PORTRAIT BY
TAKESHI SHINTO
TEXT BY KAZUKO
TAKAHASHI

「都市とライフスタイルの未来を描く」国際会議、
虎ノ門ヒルズで開催

様々な研究者、実業家、企業、
アーティストが参加し、議論したInnovative City Forum 2013。
第2回目の今回、
この議論の場に登壇するチームラボFounder猪子寿之さんが、
モデレーターの南條史生さんと誌上プレ会議を開いた。

INNOVATIVE CITY FORUM 2014

@HILLS

@HILLS ヒルズで働く女性たち

SPECIAL DISCUSSION

PHOTOGRAPH BY TADA

「アジアに見るアートと都市の新たな関係」
とは？
猪子寿之×南條史生、誌上プレ会議
南條

3
1. 新オフィスの受付まわり 2.
「ドラえもん会議室」など、オフィス内には気分を変えてアイデアを出すためのユニークな会議室がいくつも設けられている 3. 広々としたカフェスペース

CONNECTING PEOPLE
WITH IDEAS

まさに国民性の違いを日本市場に適応さ

したいと、休日は録りだめした高視聴率

単なる連絡係ではなく
アイデアを提案し続けたい

せることにやり甲斐がありました。ただ、

番組を見て CM をチェック。CM から広告

海外ブランドの広告は大半が現地制作な

主の意図を考えたり、新しい表現を探し

ので、次はクリエイティブの現場とかか

ているという。
「広告主の意向を確実に遂

わる仕事がしたいと希望し、飲料業界を

行するのは当然のこと。さらに＋αの提

扱う今の部署に異動、一点 100 万円台か

案ができるようになりたい。指名でご相

ら 100 円台の世界に移りました（笑）
。広

談をいただけるようになれたら最高です」

告戦略の課題もブランディング中心から

同社は６月より虎ノ門ヒルズに入居。

中井詩津香さんは、カナダの大学で社
会心理学を学び、広告に興味を持った。
「アメリカ人は『この服はあなたにしか似
合わない』と言われると買い、日本人は
『この服は皆が持っている』と言われると
買う。社会心理学の授業でそうしたこと
を学び、面白いなと思ったんです」
コミュニケーションの仕方や国民性で
ブランドイメージや商品の売れ行きが変
わる。そのことを追求してみたいと、ア
サツー ディ・ケイに入社した。営業職と
してマーケティング、予算編成、クリエ
イティブなど広告制作の一連の流れに目
を配り、広告主と現場スタッフとの橋渡
し役を務める。
「単なる連絡係ではなく常
にアイデアを持っていたいと思います。
最初の４年間はファッションや化粧品業
界の広告営業を担当。外資の広告主で、

セールス中心に変わりましたが、多様な
課題に取り組めるのが醍醐味です」
磨いたスキルとして、スケジュール管

新たなオフィス環境が、新たなコミュニ

は文化の本質を継続していくことなんで

猪子

す。逆に言えば、文化を保存したいなら、

クリエイティブな都市を目指す

のであれば、まず都市は寛容であるべき

新しいものを生むことのみに力を入れる

だと思います。そうでなければ新たな時

べきです。

代に追いつくことはできない。でも寛容

南條

になると、現在に最適化することだけが

びとのライフスタイルの中でつねに咀嚼

目的になりますよね。今この瞬間が絶対

され、利用され続けるものだからね。

的な基準になってしまう。重要なのは、

猪子

過去や未来をいかに今につなげて、この

ていますからね。アートというのは、そ

瞬間に息づかせられるか。そのためには、

の無意識の内に継続されているものを、

それぞれの都市が持つ長い歴史や文化、

より意識的に可視化させるための装置。

場所としての特異性、あるいはその都市

みんなに気づかせるもの、みんなの見方

が目指す未来と現在とをつなぐことが重

や価値観を変えるためのものです。

要で、アートにはその媒介としての役割

南條

が期待されていると思います。

意味でいえば、プロでもない人たちがこ

南條

つまり、古いものをいかに残す

れだけクリエイションを楽しんでいる社

かではなく、それを使って今の時代に何

会というのは世界を見回してみても極め

をするかということ？

てめずらしい。日本には現代アートが根

猪子

たとえば歌舞伎って、誰でもが

付かないと言われる一方で、何か違う圧

カッコよくなれるポージングの発明です

倒的なエネルギーが渦巻いているよね。

よね。能は、誰でも演じられる型の発明。

猪子

でもそれは過去の話ではなく、仮面ライ

いる最大の強みだとぼくは思っていて、

ダーやウルトラマンの変身ポーズもメイ

アートによってその力をどう喚起してい

ド喫茶の女の子たちのポージングも、そ

けるか。ICF ではそのあたりのことをみ

の文化の連続の中にある。つまり、いま

んなで議論できればと思っています。

文化は固定したものでなく、人

そう、無意識の中でずっと生き

無意識の中に生きているという

が増えました。また、個性的な会議室が
数々あり、当社が制作にかかわる「ドラ

ながら学んできました。今も忘れ難い失

えもん」の世界観を演出した部屋もあり

敗は、制作物の方向性が大きく変更にな

ます。
『新オフィスを見たいので、こちら

り、スタッフの努力を水の泡にしてしま

から打ち合わせに出向きます』といって

ったことです。広告主と綿密に話を詰め、

くれる取引先も多いんですよ（笑）」

国際交流基金などを経て2006 年より現

チームラボ創業。大学では確率・統計モ

がある。

トを研究。http://www.team-lab.net/

年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。
職。近著に「アートを生きる」
（角川書店）

京大学工学部計数工学科卒業と同時に

デルを、大学院では自然言語処理とアー

猪子さんと南條さんによるプレ会議の全文は、
「WIRED」日本版ウェブ

サイト(WIRED.jp) にてお読みいただけます (９月中旬以降アップ予定 )。
都市とアートをめぐる熱血討議をぜひお楽しみに！ http://wired.jp

INFORMATION
「20年後の私たちはどのように
生きるのか？」都市とライフスタイル
の未来を描く3日間

変更を予測してスケジューリングをして

広告主にも制作陣にもフィードバック

ロジスト集団チームラボ代表。2001 年東

それこそが日本の社会が持って

いれば……と、心から悔やみました。で

人に恵まれた環境に感謝しています」

1977 年徳島県生まれ / ウルトラテクノ

1972 年慶應義塾大学経済学部、1976

ケーションをもたらし始めている。

理力とコミュニケーション力を挙げる。

もスタッフは、
『君がいちばん頑張ってた

1949 年東京都生まれ / 森美術館館長。

Toshiyuki Inoko

猪子寿之さん

「ワンフロアが広いので、社内交流の機会

「完璧に身についてはいませんが、失敗し

じゃないか』と逆に励ましてくれました。

Fumio Nanjo

南條史生さん

Shizuka Nakai

中井詩津香さん

Innovative City Forum では、世界から参集した先端技術や

まだ子どもはいませんが、育休後に復職した人を支え

都市開発に携わる研究者や実務家、アートやクリエイティブ

る職場の雰囲気があり、子育てしながら活躍している

にかかわるデザイナー、アーティスト等の方々が発表者として、

女性が大勢いるので、自分もそうしたいですね。

それぞれの描く未来の可能性を提案・共有し、議論します。
※詳細は右記 URL まで。http://icf.academyhills.com/

女性が働きやすい職場づくり、
アサツー ディ・ケイの取り組みとは？

Information

性差なく活躍できる職場づくりに配慮しており、子どもを持つ社員のための専用サイトも設置。育休前・育休中・
復職後のワークライフバランスや給与などについての情報を全社員が閲覧できる。人事や上長が個別に相談に
応じ、働く母親のキャリアをサポートする体制も整っているため、育休取得率は極めて高い（人事担当者／談）
2013年10月に六本木ヒルズ10周年を記念して開催された第1回会議の様子。多様な事例と可能性が紹介、議論されて、

その結果、東京が文化と創造産業の新たなアイデアとネットワークのハブとなる可能性を内外に示しました。

■ 日程 ： 2014年10月8日
（水）
～10日
（金）
（3日間）
■ 会場 ： 虎ノ門ヒルズフォーラム
■ 主催 ： 森記念財団都市戦略研究所、
森美術館、
アカデミーヒルズ
■ 共催 ： 国際交流基金アジアセンター
■ 協力 ： 世界経済フォーラム、
テート・アジア太平洋リサーチセンター、
国際文化会館、
ブリティッシュカウンシル
■ 協力メディア ： WIRED、
東洋経済オンライン
■ 参加費：3日間通し券15,000円
（税込）

"

表参道ヒルズのフロアをぐるりとらせん状に結ぶスロープの傾斜が約３度の理由、知っていますか？ 建物が面する表参道の坂の勾配に合わせているからなんです。
「おもて さんど う」だからって、ダジャレじゃないですよ。

六本木ヒルズのヒルサイドにある、おやこ休憩室。賑わいに惹かれてたまに立ち寄ってみるんですが……わたくし、どうやらおもちゃと勘違いされるようです。ファッションの秋、お買い物を楽しみたいお子様連れの方におススメですよ。
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2

この瞬間に新しい文化を生むことが、実

"

1

未来の都市に対して、アートは

どんな役割を果たせると思う？

21

“音楽がであう。音楽にであう。” アークヒルズ音楽週間
今年で4回目となる
「アークヒルズ音楽週間」。街のそこここで音楽が奏でられる1週間がはじまる。
その中で、
日本フィルと子ども向けプログラムを実施するマイケル・スペンサーさんが語る“音楽体験”とは？

EVENT CALENDAR 9.1 10.31
六本木ヒルズ総合インフォメーション
www.roppongihills.com
☎ 03-6406-6000

表参道ヒルズ総合インフォメーション
www.omotesandohills.com
☎ 03-3497-0310

アークヒルズインフォメーション
www.arkhills.com

虎ノ門ヒルズインフォメーション
www.toranomonhills.com

EVENT CALENDAR

ARK HILLS MUSIC WEEKS

ARK HILLS MUSIC WEEKS

六本木ヒルズ
開催中 ‒ 9.23 TUE.

Food & Drink

9.4 THU. - 9.15 MON.

Food & Drink

9.13 SAT. - 10.19 SUN.

Entertainment
Activity

VOICE FROM
PARTICIPANTS
注目の音楽イベント、
担当者に見どころを聞きました

「昨年好評を博した川上ミネさん
によるピアノコンサ -ト。今年は、
若手実力派の西澤安澄さんを迎
えて開催されます。日本人の西澤
さんがスペインの作品を演奏する
という、日西融合の心を感じても
らえたらうれしいですね」

写真提供：日本フィルハーモニー交響楽団

PROGRAM

両口屋是清の「江戸前おはぎ」
。お寿司に見立てたおはぎは、彩りも美しく、わたくし、いつもうっとりしてしまいます。表参道ヒルズでしか買えない、特別なお菓子なんですって。
R style by

大倉集古館 副主任学
芸員 田中知佐子さん

マイケル・スペンサー流、音楽体験とは？
Q
A

子どものための音楽教育プログラム
を始めたきっかけをお聞かせください。
プロとして何年も演奏しているう
ちに、人と音楽とのつながりにつ

Q
A

「大倉喜七郎が考案した、尺八に
フルートの機能を取り入れたハイ
ブリットな管楽器 “ オークラウロ ”
のコンサート。硬いイメージをお
持ちの方も多い和楽器を、気軽
に聴いたり、体験したりできる楽
しい会にしたいと思っています」

今回のプログラムについて、簡単に
教えてください。
子どもたちとともに、ストラヴィ

楽曲を体験します。彼はもともとこの作

が、ジャンルに関係なく、すべての人に

品を、巡業で演奏するのにちょうどい

とって重要だと言われるのは、一体どう

い、少人数のアンサンブルのために作曲

してなのだろうか？と。子どもに、もの

しました。ヨーロッパに脈々と通じる

の考え方を教えこむのではなくて、自分

「旅芸人」の伝統も受け継いでいるこの

の力でものごとを探っていくように促す

作品は、カラヤン広場でのイベントにと

という、教育方針のムーブメントが今世

ても合っていると思っています。

「JIM BEAM」
を中心としたバーボンウイスキーを愉しめるバ
ーがオープン。数十種類のバーボンカクテルが登場します。
この機会にぜひ様々なバーボンウイスキーをお愉しみいただき、
お気に入りの味を見つけてみて下さい ●場所：ヒルズカフェ
/ スペース ●時間：11：00～23：00
（L.O.：22：30）●入
場：無料 ※飲食費別途 ●問：0120-139-310（サントリー
お客様センター）

9.20 SAT. - 10.19 SUN.

Entertainment
Activity

ベルギービールウィークエンド東京2014

リカちゃん、
ジェニー、
バービー、
ブライス、
そして
スーパードルフィー “Kawaii”の源流から未来へ

64 種類のベルギービールと料理とLIVEによる魅力満載の12
日間。フリッツの専門スタンドFRITKOT が六本木ヒルズに
初登場！ ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時間：平日
16：00～22：00、土日祝 11：00～22：00（最終日～21：
00、L.O.は 30 分前）●料金：スターターセット3,100 円（オ
リジナルグラス、飲 食コイン 11 枚）●問：03-5829-6878
●詳細：www.belgianbeerweekend.jp

５つの人気ドール達の競演が初めて実現！ それぞれのドー
ルの世界を表現するテーマを切り口とした展示演出や、各ド
ールのグッズが数多く取り揃えられた特設ショップが登場。
ドール達の魅力を存分に感じることができる展覧会です
●東京シティビュー ●時間：10：00～22：00（最終入場
21：30）●料金：一般 1,500 円ほか ●問：03-6406-6652
●詳細：www.doll-culture.com

9.26 FRI - 9.28 SUN.

Entertainment
Activity

9.27 SAT. & 9.28 SUN.

Entertainment
Activity

別冊マーガレット 少女まんがの半世紀～

ポーランド祭2014

六本木に “ふくしま” がやってくる！
福島フェス2014

1963 年の創刊以来、すべての時代の少女たちに愛されてき
た少女まんが誌「マーガレット」「別冊マーガレット」の 50
年の足跡を辿る展覧会。オリジナルグッズもお楽しみに！ ●
場所：森アーツセンターギャラリー（森タワー52 階）●時
間：10：00～20：00（最 終 入 場 19：30）● 料 金：一 般
1,800 円ほか ●問：0570-063-050（10：00～20:00 ローソ
ンチケット内）●詳細：my-margaret.jp

陶器、ボードゲーム、琥珀、革製品などの輸入品や伝統料
理の販売。ステージではコンサートやフォークダンス、景品
の当たるクイズが行われます。和やかな“ ポーランド黄金の秋 ”
を六本木ヒルズでお楽しみ下さい ●場所：大屋根プラザ
●時間：11：00～19：00（9/27（土）のみ～20：00）●
入場：無料 ●問：03-5437-5050（ポーランド大使館 貿
易・投資促進部）●詳細：tokyo.trade.gov.pl/ja/

美味しい食材、広い土地に散らばる文化。沢山の魅力が詰
まった " ふくしま" の「ステージ、飲食、物産」を目一杯楽
しむために、２日間だけの「港区ふくしま」でお会いしまし
ょう！ ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時間：9/27（土）
11：00～20：00、28（日）11：00～18：00 ● 入 場：無
料 ●問：03-3496-2400（㈱スローハンド・リレイション内：
福島フェス実行委員宛）●詳細：fes.fukushima.jp

わたしのマーガレット展 ～マーガレット・

※
「ベルサイユのばら」
©池田理代子プロダクション

ンスキーの『兵士の物語』という

いて関心を持つようになりました。音楽

JIM BEAM BAR

泉屋博古館 学芸課
橋本旦子さん
「” 茶 の 湯 釜 の 美 ” 展（11/1 ～
12/14）のプレイベントとして、和
楽器のロビーコンサートを開催。
茶道具の展示を鑑賞しながら松
風の音を聴く……普段味わえな
い感覚の広がりや新たな発見が
あるかもしれません」

10.9 THU. - 10.15 WED.

CULTURE

10.18 SAT.

Entertainment
Activity

10.20 MON. & 10.21 TUE.

Entertainment
Activity

※昨年のロビーコンサートの様子

界中で起こっていることも、このプログ
ラムを始めたきっかけのひとつです。

Q
A

音楽を通じて、
子どもたちに何を感
じ取ってほしいですか？

Q
A

ストラヴィンスキーの
『兵士の物語』
のどんなところがお好きなのですか？
魔法、歴史、伝統ありの素敵な物
語で、かつ、あらゆる文化や世代

誰でも、音楽などの芸術にふれた

に通じる「自分の選んだ道が招くもの」と

ときには何かを感じるもの。芸術

いう寓話も含んでいるところです。

を味わう方法は「一つ」ではありません。
子どもたちには、何を自分が好きだと思
ったか、さらに、なぜそれが好きなのか
考えるようになってほしいですね。子ど
もたちに、色々な選択肢や、自分の力で
分析するための方法を与えるのが私の仕

Q
A

どんな人にプログラムに楽しんでも
らいたいですか？｠
皆さんで！！漫画家シュルツ氏は
「子どもだって、大人が気が付かな

いときに、大人と同じカーブボールを打

事です。このような探求のプロセスは、

たなきゃいけない時もあるんだ」と言いま

子どもたちに身につけてもらいたい、人

した。家族一緒に物語を体験しましょう。

生の知恵そのものだと思っています。

Q
A

昨年に続きカラヤン広場での開催で
すが、
どのような印象をお持ちですか？

マイケル・スペンサー

こうしたイベントに最適の場所だ

エデュケーター、ヴァイオリニスト。日本フィルハーモ

と思います。このようなプログラ

ムが催されれば、広場にはもっと家族や
コミュニティが集まるようになりますよ。

MICHAEL SPENCER

ニー交響楽団コミュニケーション・ディレクター。上野
学園大学客員教授。アークヒルズ音楽週間では、
〈兵

士の物語〉を題材に子ども向けプログラムを開催。お

申込み、詳細はwww.arkhills.comまで。

INFORMATION
アークヒルズエリアで
クラシック音楽を気軽に楽しむ
アークヒルズ音楽週間 2014
サントリーホールやアーク・カラヤン広場と周辺施設で
展開される音楽イベント ■期間：10/4（土）～11（土）
■問：03-6406-6663 ■詳細：www.arkills.com
10/4 SAT.

10/5 SUN.
10/6 MON.--10/10 FRI.
10/11 SAT.

にっぽんー大使たちの視線写真展
COOL Japan 2014! through Diplomats' Eyes

Dance Cafe

2015SS pierre cardin collection

駐日大使、外交官が写真で「日本の魅力」を紹介する写
真展。今年は「COOL JAPAN! 2014」をテーマに、日本
のクールさ、かっこよい側面を撮り下ろします。約 40 カ国、
60 名の外交官が参加予定です ●場所：ヒルズカフェ/ スペ
ース ●時間：11：00～23：00 ●入場：無料 ●問：033543-0156（にっぽんー大使たちの視線写真展実行委員会）
●詳細：www.diplomatseyes.com

無料体験レッスンからプロダンスショーまで、ダンスを満喫
できるお洒落なカフェが今年も出現。社交ダンス・タンゴ・
フラメンコ・サルサetc のクロスオーバーな１日がやってくる！
●場所：ヒルズカフェ/スペース ●時間：13：00～21：30、
15：30～ 無 料レッスン 会 ● 料 金：昼 の 部（13：00～）
4,000 円、夜 の 部（17：30～）5,000 円 ● 問：03-34051678（StudioR） ●詳細：www.studio-ryo.net/

2015 年春夏のピエール・カルダン コレクションのテーマは
“cardin cardin cardin”。自分らしさをキーワードに、より
cardin、もっとcardin、とにかくcardinを表現します。アイ
コンとなるアクセサリーも揃う会場で、是非この機会に手に
取ってご覧ください ●場所：ヒルズカフェ/スペース ●時間：
10：00～17：00 ●入場：無料 ●問：03-3230-3633 ●詳
細：www.pcj.co.jp/

表参道ヒルズ
9.1 MON. - 9.30 TUE.

Entertainment
Activity

9.6 SAT.

Entertainment
Activity

9.27 SAT. & 9.28 SUN.

Entertainment
Activity

マイケル・スペンサーと日本フィルの音楽た
んけん団〈兵士、ヴァイオリン、魔法の本の
物語〉
（アーク・カラヤン広場）
ミュージックマルシェ／コンサート
（アーク・カラヤン広場）
ロビーコンサート（サントリーホール）
、
ピアノコンサート（スペイン大使館）など
フィナーレコンサート
（アーク・カラヤン広場）

キッズの森５周年
「Happy 5th Anniversary」
キッズの森では５周年を迎える9/1（月）から9/30（火）ま
で、ス ぺ シ ャル コ ン テン ツ をご 用 意。ア ー ティスト
COOKIEBOY による作品展示やワークショップ、キッズファ
ッション誌 sesameによる撮影会など、盛りだくさんの催しで
お待ちしております ●場所：本館 B2F キッズの森ほか ●時
間・料金：ワークショップによる ●問：03-3497-0310 ●詳
細：www.omotesandohills.com/kids-no-mori/

VOGUE FASHION’S NIGHT OUT 2014

Lux 25th Anniversary Art Exhibition

- A GLOBAL VOGUE CELEBRATION OF FASHION -

～Bloom to Shine～

｢ファッション業界の活性化｣ を目的とした、グローバルなショ
ッピング・イベント「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」
が今年も開催されます。オープニング・セレモニー（表参道
ヒルズ 本館吹き抜け大階段）では加藤ミリヤさんがスペシ
ャルライブを披露！ ●場所：表参道・青山・原宿エリア
●時間：オープニング・セレモニー16：00～、ショッピング・
タイム17：00～22：00 ●詳細：www.vogue.co.jp/fno

25 年間にわたり、日本の女性に輝きを届けてきたLUX Hair
が、
「一人ひとりが主役となり、美しく輝く体験」をテーマに
したアートイベントを表参道ヒルズにて開催いたします ●場
所：本館 吹抜け大階段、本館 B3F スペース オー ●時間：
11：00～21：00 ※9/28（日）は～20：00 ●入場：無料
●詳細：www.lux25.jp ●問：0120-500-513（ユニリーバ
お客様相談室）

〈アンダーズ 東京〉のビアバーガーショップ「 BeBu
」のソフトクリームサンデー、マニアのわたくしを唸らせる味でした。隣のペストリーショップの９種類もあるエクレアは、わたくし用でしょうか、小さいサイズもあるんですよ。

秋が来れば思い出す〜♪というのが

22

スペイン大使館
宮本佳奈さん

ドール・カルチャー展
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EVENT CALENDAR

アークヒルズ
9.27 SAT.

Entertainment
Activity

9.12 FRI. - 9.14 SUN.

アークヒルズ秋祭り2014
赤坂氷川神社の例大祭に合わせて、今年も秋祭りを開催します。
秋の味覚満載のグルメ屋台に加え、縁日や和太鼓の演奏のほか、
9/13
（土）
には大盛り上がりの盆踊りなどもお楽しみいただけます。
ぜひ浴衣でお越しください ●場所：アーク・カラヤン広場 ●時
間：9/12（金）11：00～21：00、13（土）10：00～20：00 14
（日）
10：00～20：00 ●入場：無料 ●問：03-6406-6663
（平日
10：00～17：00）●詳細：www.arkhills.com

Entertainment
Activity

10.18 SAT.

Food & Drink

ヒルズマルシェ 5th Anniversary

ルーフガーデン秋の特別公開

ヒルズマルシェより５周年の感謝を込めて、特別なマルシェ
を開催します。おなじみの出店者から懐かしの出店者までが
一同に会し、当日は抽選で素敵なプレゼントもご用意。い
つもとはひと味違ったヒルズマルシェをお楽しみください ●
場 所：アーク・カラヤン広 場 ● 時 間：10：00～17：00
● 入 場：無 料 ● 問：03-6406-6619
（平 日 10：00～18：
00） ●詳細：www.arkhills.com

アークヒルズの豊かな緑を象徴する「ルーフガーデン」（通
常非公開）の一般公開です。風にゆれるススキや、色づく
ヒメリンゴなど、都心にいながら豊かな秋を満喫していただ
けます ●場所：サントリーホール屋上ルーフガーデン ●時
間：10：00～14：00 ●ガーデン維 持 協力金：300 円 ●
問：03-6406-6664（平 日 10：00～17：00）● 詳 細：
www.mori.co.jp/garden/

虎ノ門ヒルズ
Entertainment
Activity

開催中～9.13 SAT.

サントリーホールで毎月開催の無料オルガンコンサートに、素敵なサービスがあるのをご存知ですか？ 赤ちゃんとお母さんも気兼ねなく楽しめるよう、大型スクリーンで鑑賞する特別な席をご用意。粋なはからいですよね！

MUSIC TERRACE
～虎ノ門ヒルズ ビアガーデン～
リラックスできる空間で、素敵な音楽とお酒を楽しめるビア
ガーデンが虎ノ門ヒルズに登場。週末には J-WAVE や日本
フィルハーモニー交響楽団のプロデュースによる豪華なライ
ブを実施します。皆様のお越しをお待ちしております ●場所：
オーバル広場 ●時間：平日 16：00～22：00、土 12：00
～22：00、日・祝 12：00～21：00 ● 問：03-6206-1407
（虎ノ門ヒルズカフェ）

NEW OPEN
9.5 FRI.

Entertainment
Activity

10.12 SUN.＆10.13 MON.

Entertainment
Activity

１才からのベビーとママのための
BIGサイズの栄養マルシェCafé

INTER-DESIGN FORUM TOKYO 2014
PROVOKE=DESIGN
【挑発するデザイン】

よく食べるお子様のためにうまれた、おでかけが楽しくなるベ
ビーフード、和光堂の
「BIG サイズの栄養マルシェ」
を、無料
で体験！ お子様と一緒でも、おしゃれな気分でランチやマ
マ友とのティータイムを楽しめます ※対象は１歳から２歳く
らいのお子様です ●場所：虎ノ門ヒルズカフェ ●時間：
11：30～17：30 ● 入 場：無 料 ※ 大 人 の 飲 食 費 別 途
●詳細：community.wakodo.co.jp

1980 年発足以来、国内主要都市で30 回を超えるフォーラム
を開催。メッセージを送り続けてきた日本文化デザインフォー
ラム。2014 年は「挑発するデザイン」をテーマに、デザイン
の現在と未来を検証します ●場所：虎ノ門ヒルズ 5F ホール
Ａ ● 時 間：10/12（日）11：00～20：00、13（月 ･ 祝）
10：00～20：30 ●入場：無料 ●問：03-6432-9766（日本
文化デザインフォーラム）●詳細：www.jidf.net/about/

豊かな暮らしから、
充実したビジネス環境、
ハイクオリティな旅への誘いまで、
あなたのライフスタイルから
多種多様なワークスタイルまでを幅広くサポートする、
ヒルズエリアの新たな仲間たちをご紹介します

六本木ヒルズ

8.10 SUN.

表参道ヒルズ

7.8 TUE.

アークヒルズ

ビレロイ&ボッホ 六本木ヒルズ店

リモワストア 東京 表参道ヒルズ

アクセア

ビレロイ＆ボッホは 1748 年に創業した、ドイツの老舗洋食器
ブランドです。毎日の暮らしの中で使える、上質で革新的な
製品を幅広くラインナップ。食器だけでなくグラスやカトラリー、
ベースなどテーブルに必要なものがすべてそろっています。ヨ
ーロッパの豊かなライフスタイルをトータルにご提案します
●場所：六本木けやき坂通り1F ●時間：11：00～21：00
●問：03-5775-6620 ●詳細：www.villeroy-boch.co.jp

世界中のセレブリティから愛され続けてきたオリジナルのデ
ザイン。1898 年から続く伝統に革新的技術が融合されたド
イツのスーツケースブランド、リモワの直営店舗がオープン。
白を基調に、リモワブルーをアクセントにした店舗には、直
営店ならではのシリーズの展開や革小物、収納グッズも充実。
限定商品もいち早く店頭に並びます ●本館 1F ●問：036459-2545 ●時間：11：00～21：00（日曜～20：00）

スピード対応をモットーとするビジネスサポートの「アクセア」
がアーク森ビルに登場！ オンデマンド印刷で、チラシやポ
スター、製本、ラミネート等の印刷加工を短納期で提供し
ます。また、パーソナル文具の充実とギフトのニーズに応え
られる商品をラインナップ。オリジナル名入れプリントのノベ
ルティ制作も行います ●場所：アーク森ビル 2F ●問：035545-7705 ●時間：9：00～20：00 ※土日祝定休

PRESENT!

六本木ヒルズウェブサイトのヒルズライフのページからお申し込みください。

www.roppongihills.com/hillslife

わたしのマーガレット展

1

2

～マーガレット・別冊マーガレット
少女まんがの半世紀～

招待券5組10名様

少女まんが誌「マーガレット」
「別冊マーガ
レット」の 50 年の足跡を辿る展覧会。数々
の貴重な原画や名作の立体展示など、その
光輝く世界をお楽しみください

Lux 25th Anniversary Art
Exhibition ～Bloom to Shine～
製品セット10名様

［ 応募締切 9.15 MON. ］
和光堂のおでかけに便利な
「BIGサイズの栄養マルシェ」
製品セット10名様

3

美の象徴として25 周年を迎え、9/27（土）、
9/28（日）に表参道ヒルズで体験型アート
イベントを行うLUX から、製品セットをプレ
ゼント。贅沢な美をご体感ください

※
「イタズラなKiss」
©多田かおる／ミナトプロ・エムズ

１歳を過ぎて、よく食べるお子様のためにう
まれた、おでかけが楽しくなるベビーフード、
「BIGサイズの栄養マルシェ」
２個をセットに
して10 名様にプレゼントします

ACCESS

六本木ヒルズ

地下鉄
●日比谷線「六本木駅」1C出口徒歩０分
（コンコースにて直結）
●大江戸線「六本木駅」
３出口徒歩４分
●大江戸線「麻布十番駅」
７出口徒歩５分
●南北線「麻布十番駅」
４出口徒歩８分
バス
●RH01 系統（渋谷⇔六本木ヒルズ）
直行シャトルバス
都営01 系折返系統
（渋谷⇔六本木ヒルズ）
「六本木ヒルズ」
「六本木けやき坂」下車

発行／森ビル株式会社
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9.3 WED. & 9.4 THU.

●都営01 系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」下車
●都営渋88 系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」下車
パーキング
■駐車料金
全日：300円/30分（600円/h）0:00～24:00
■1日料金
全日：3,000円/24h ※24時間以上の駐車は、
通常料金（300円/30分）
が加算されます。
※P3は料金が異なります。

東京都港区六本木6-10-1

表参道ヒルズ

地下鉄
●銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道駅」徒歩２分
●千代田線・副都心線
「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩３分
●JR山手線「原宿駅」徒歩７分
パーキング
700円/h（以降350円/30分）
10:00～24:30（日曜は24:00まで）
※お買い上げ金額毎に、店舗にて
駐車サービス券を発行します。

アークヒルズ

地下鉄
●南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口徒歩1分
●南北線「六本木一丁目駅」
3番出口徒歩1分

バス
●都営01系統（渋谷⇔新橋）
「赤坂アークヒルズ前」下車

愛宕グリーンヒルズ

虎ノ門ヒルズ

地下鉄
●銀座線
「虎ノ門駅」2番出口徒歩5分
●日比谷線
「神谷町駅」
4a出口徒歩6分
●丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」
A12出口徒歩8分
●三田線「内幸町駅」
A3出口徒歩8分
●JR東海道線・京浜東北線・山手線・
横須賀線
「新橋駅」
鳥森出口徒歩11分

地下鉄
●三田線「御成門駅」A5出口徒歩3分
●日比谷線「神谷町駅」3出口徒歩4分

Editor in Chief : Naoya Sasaki（Switch Publishing） Art Director : Yasushi Fujimoto（cap） Designer : Sayumi Kishi

Cover Photo : Takashi Homma

SPECIAL FEATURE

FASHION × SUNTORY HALL

LET'S GO TO
SUNTORY HALL!
演奏会に足を運ぶ楽しみ、
それは音楽の魅力を全身で
体感するライブならではの
スリリングな体験！
佐渡 裕 ・ 指揮者
国内のみならず世界各国で活躍する熱血マエストロ・
佐渡裕さんに、指揮者として、聴衆として、ホールに足を
運び生演奏に出会う魅力についてうかがいました。
Photograph by Manami Takahashi Text by Nobuko Suzuki

̶̶ 音楽会をホールで聞く体験、つまりライブでなくては味わえないこ
とってなんでしょうか？
S

さど・ゆたか ｜ 故レナード・バーンスタイン、小澤征爾らに師事。1989 年、ブザ
ンソン指揮者コンクールで優勝。ベルリンフィル、パリ管弦楽団、ケルン放送交
響楽団、ロンドン交響楽団など海外の一流オーケストラへ客演を毎年多数重ねる。

それは、目の前の空気が振動することですよ！ ヘッドフォンからでも

2015 年 9 月よりオーストリアを代表する、107 年の歴史を持つトーンキュウン

スピーカーからでもない。実際のホールで聞く音というのは、聴覚だけ

ストラー管弦楽団音楽監督に就任する。国内では兵庫県立芸術文化センター芸
術監督のほか、
「題名のない音楽会」
（テレビ朝日系列）の司会者などを務める。

ではない、すべての感覚に刺激を与えます。演奏と聴衆によって、人の「気」

●オフィシャルファンサイト=http://yutaka-sado.meetsfan.jp

がホールに充満して、一度しか起こりえない「何か」をそこにいる皆で体

佐渡裕指揮 ケルン放送交響楽団 ベートーヴェン「第九」

験する。本当に刺激的な経験ですよ。

■ 日時：12/12
（金）、
（火）19:00 開演 ■ 会場：大ホール
16
■ 料金：S=¥20,000、A=¥17,000、B=¥13,000、C=¥9,000
（9 月 13 日一般発売） ■ 問：チケット ･スペース☎ 03-3234-9999

̶̶ 近年は、テレビやインターネットでも世界中のライブが聞けて、ラ
イブはデジタル空間でも楽しめると思う人が増えているのでは？
S

© Jun Yoshimura

だからこそ音楽ホールの側でも、何か仕掛けをしていかなければな

らないとぼくは思うんです。デジタル化が進んでいるからこそ、ふだんは
味わえないライブ空間の価値というのが、これからますます高まってい
くはずです。
̶̶ たとえば佐渡さんが芸術監督である西宮の兵庫県立芸術文化セン

秋の音楽シーズン幕開けにお届けするサントリーホールならではの
華やかなお祭りコンサート、映画のワンシーンに
紛れ込んだような気分で、大人の社交場をお楽しみください！

ターでも、そういった試みに取り組まれているのでしょうか？
S

サントリーホール フェスティバル 2014
オープニング・フェスタ ～ That's オーケストラ！

芸術文化センターがオープンしたのが 2005 年。当時は西宮に大き

■ 日時：9/20
（土）18:00 開演 ■ 会場：大ホール ■ 出演：ソプラノ = 天羽明惠、
テノール = ジョン・健・ヌッツォ、ヴァイオリン = 南紫音、ピアノ = 金子三勇士、フルート =
ディーター・フルーリー、オルガン = 高橋博子、吹奏楽 = 海上自衛隊東京音楽隊、指揮：
ジョン・アクセルロッド、管弦楽 = 東京交響楽団 ■ 司会：高嶋政宏 ■ 料金：ウインクシート

なホールはなかったし、ホールができてから演奏会に来てくれた人たち
の半分以上は、初めてクラシック音楽を聞く人たちだったと思います。兵
庫県西宮市は、人口が 50 万人弱。それで芸術文化センターの年間の平

=¥17,000、パルティエ S=¥14,000 円 / パルティエ A=¥12,000 円、ミッテ S=¥14,000 /
ミッテ A=¥12,000、バルコン R / バルコン L=¥10,000 円、ポディウム =¥8,000（発売中）

均入場者数が、開館以来の９年間ずっと約 50 万人です。
この数は「奇跡」

サントリーホール クリスマス オルガンコンサート
2014 バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物語 ( パジェント）

だと言われているんですよ。
それだけの人たちに常に演奏会に足を運んでもらうためには、たとえ

■ 日時：12/24
（水）19：00 開演 ■ 会場：大ホール ■ 構成・演出・編曲：鈴木優人
ヴァイオリン = 白井圭、
合唱 = バッハ・
■ 出演：オルガン = 鈴木優人、語り・歌 = 波多野睦美、
コレギウム・ジャパン ■ 料金：S=¥5,000、A=¥4,500、B=¥3,500（9 月 19 日一般発売）

ばぼく自身が劇場の近くの小学校に音楽の授業をしに行ったり、幼稚園
の子どもたちと一緒に合唱したり、夏のオペラ公演の前夜祭を地域の主

サントリーホール

催で行ったり。ホールのライブ演奏ではすごくよいものを作っている自

■ 住所：東京都港区赤坂 1-13-1 ■ 問：03-3505-1001 ■ 詳細：http://suntory.jp/

信があるから、それをとにかくたくさんの人に知ってもらい、実際に足を

HALL/ ※チケットに関するお問い合わせはチケットセンター（☎ 0570-55-0017）まで
■ アクセス：東京メトロ銀座線・南北線の溜池山王駅、南北線の六本木一丁目駅 /
都営 01 系統バス
（渋谷～新橋）の赤坂アークヒルズ前で下車

運んでもらうための努力をしています。
̶̶ 海外での演奏の機会も多いと思いますが、ライブ演奏の場で日本

※車いすでご来場の場合は、東京メトロ南北線の六本木一丁目駅のご利用をおすすめします。

との違いを感じることはありますか？
S

たとえばドイツでは、音楽会をすること自体をものすごく大切にして

いて、そのことは演奏する側からも深く感じます。曲が終わって拍手がく
るまでの空白がすごく長いし、でもその後には本当にあたたかい拍手が

にできたものなので、場所によっては舞台の半分が見えなかったりもしますが、音だけ聞いていればそ

ある。
とても感動してくれたお客さんがいれば、指揮者が一度ステージを

れで充分とさえ感じます（笑）。ウィーン楽友協会ホールにしても東京のサントリーホールにしても、やは

去ってもう一度出て来た時に「ブラボー」の声があがる。ケルンにしても

り究極の、生演奏の音のために作られた空間がそこにあるということ自体がすばらしい。そういう場所

シュトゥットガルトにしても、ドイツではそのオーケストラのマネージャー

がこの世にあるということを、ぜひ多くの人に知ってほしいと思いますね。

とホールの定期会員が、そういう場の伝統と雰囲気を作ってきたんですね。

̶̶ サントリーホールの音の特徴はどんなものでしょうか。

̶̶ 聴衆として特に感動したライブ体験は？

S

S

豊かな音色、音響。響きがたくさんある、けれども濁らない。客席のどの場所に座っても満足できる

ウィーン楽友協会ホール（ムジークフェライン）でウィーンフィルを聞

ホールです。サントリーホールが、日本におけるクラシック専用ホールの代表格だと思っているのはぼ

くというのは本当に至福の時ですね。一番最初に体験したのは 1988 年の

くら日本人だけじゃない。世界中の人がそう思っていて、日本にやって来る海外のオーケストラや演奏

９月、ぼくが 27 歳の時。バーンスタインの指揮で曲はマーラーの６番でし

家たちにとってのハレの舞台。いい響きがあって、多くの指揮者やオーケストラや聴衆がいい演奏会を

た。
オーケストラがホールに包まれたようなすごくいい音がする。
19 世紀

作り上げて来た歴史の積み重ねの賜物です。

撮影協力：公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

写真提供：サントリーホール
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という。その筆頭が食の部分だ。
「トレーニングが苦手と

STEP 1- 6

いう女性でも、食事なら気軽にトライできるもの。女性

THE BEAUTY
AND
HEALTH
2014 年 9 月、六本木ヒルズ店が大規模リニューアル。

BODY Innovation〈革新〉

「トータル・ワークアウト」
が
提案する新しいライフスタイル。
Photographs by Yasuhide Kuge Text by Kimiko Yamada

基本となる６種のトレーニング、その詳細を解説。

は筋肉が少ない分、ウエイト・コントロールに食事が大
きな割合を占めています。ジムに隣接する『トータル・
フーズ』では、我々が提唱する高タンパク質・低脂肪・
低糖質の食事をいつでも気軽に楽しむことが出来るし、
テイクアウトも可能。まずはこの食事をきっかけに体重
をコントロールし、さらにカラダを引き締めるためにト
レーニングにも興味を持ってもらえると思います」
。

またトレーニングには、自慢のウエイト＆スピード・

トレーニングに加え、ヨガやピラティスなど新しいメソ
ッドも活用しているのも特徴。こちらは既存のヨガやピ
ラティスとは異なり、目的のカラダづくりに必要な道具
として活用したオリジナルスタイル。難易度も個別に調
節することも可能で、目標達成までの効率もいいと言う。

STEP 1

STEP 2

カウンセリング／まずトレーニングの目的やカラダの悩
みなどをパーソナル・トレーナーがヒアリング。トレー
ニング計画と生活スタイルのアドバイスも行う。

ヨガ＆ストレッチ／ヨガのポーズを取り入れたストレッ
チは筋肉を伸ばすだけじゃなく、バランス感覚を養いつ
つ、カラダをつくるアクティブなストレッチだ。

STEP 3

STEP 4

体幹トレーニング／すべての運動の基本となる体幹を鍛
える運動。上半身を水平に保ちつつ、骨盤の傾斜を正し
い位置に修正することで、全身の軸を作ってゆく。

ウエイト・トレーニング／ダンベルなどを使い、筋肉を
鍛え代謝のいいカラダを作る。また普段の生活ではなか
なか鍛えられない部位を引き締める効果もある。

STEP 5

STEP 6

スピード・トレーニング／運動時に自分で筋肉の使い方
をコントロールするためのトレーニング。その筋肉の使
い方を意識できるようになると日常の動きも美しくなる。

食生活の改善／美しいカラダに必要な食材と食生活のル
ールについての説明＆アドバイスも。隣接する『トータ
ル・フーズ』ではオリジナルの食事やドリンクも販売する。

また同じフロアには『トータル・ボディ・ケア』という
ボディケア施設も完備。トレーニング後のトリートメン
トにプラスして、リコンディショニングという歪んだ骨
盤や背骨の位置を正しく戻すケアを導入している。こち
らは従来のマッサージとは違い、理学療法士が宙にカラ
ダを浮かして骨格を整えるボディ・メンテナンスの一種。
歪みのない骨格にこそ、美しい筋肉が宿るものだ。
この施設をフル活用して、具体的には右の６項目を軸
にパーソナル・トレーナーがバランス良く組み立てたも
のが、
“整える”トレーニングの内容となる。

池澤 智
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント（株）
代表取締役社長 / パーソナル・トレーナー
在学中にケビン山崎氏と出会い渡米。2001 年トータル・ワーク
アウトの創業メンバーとして多くの有名人のボディメイクを手掛け、
高い評価を得る。2005 年、プロテインフード・デリ「トータル・
ワークアウト カフェ」をプロデュース。2007 年にはダイエット・
ファストフードも開発するなど多彩な才能を発揮し活躍中。

「アンチエイジング・クリニックなど様々な施設とも提
携し、カラダに関する相談には全方位からバックアップ
できる体制も整っています。
『トータル・ワークアウト』
のパーソナル・トレーナーとは、単なる運動の指南役で
はなく、人生のパートナーとも言える存在なんです」
。

トータル・ワークアウトは、日本のフィットネスシー

ンを常にリードし続けるために〈革新〉を続ける。
ケビン山崎
トータル・ワークアウト主宰
シアトルを拠点にトレーナーとして活動
を開始。自らのトレーニング方法を研
究・開発し、1987 年シアトルに「トー
タル・ワークアウト」を設立。2001 年、
東京に国内１号店をオープン。さまざま
なアスリートの肉体改造を手がけ、現
在も数多くのアスリートや著名人のパ
ーソナル・トレーナーとして活躍中。

「定期的に池澤さんからトレーニング
指導してもらっていますが、今回初
めて、池澤さんが提唱する“整える”
トレーニングを受けてみました。その
内容はいずれも池澤さんがミス・ユ
ニバース・ジャパン育成のためのト
レーニングにも取り入れていた効果
的なメソッドばかり」と原さん。継続
すれば立姿も美しく整い、太りにくい
カラダを短期間で入手できるという。

原 綾子

「鍛える」から「整える」へ。
よりハイクオリティなカラダを作る。

“最短で最大の結果を出す”という画期的なトレーニング

るはず。ヘルシーフードを嗜好する人口も圧倒的に増え

で有名、ケビン山崎氏が主宰をする『トータル・ワーク

ているし、洋服もシンプルでカラダにフィットするシル

アウト』
。ここに行けばたった 3 週間でカラダが変わる

エットが主流。女性もかつては化粧品や洋服やジュエリ

と、プロのアスリートを始め、各界の著名人の間でも絶

大な支持を得ている事実は、ご存知の通り。そんなこの

康にお金や時間を投資する人が増えてきた。だからこそ

ジムで今、また新たなプロジェクトが始動した。カラダ

フィットネスが生活の一部となってきたのです。そんな

を“鍛える”から“整える”を目的にしたトレーニングが

美意識の高い人々のニーズの中には、ただ単に強く、早

リリースされたのだ。

く、高く飛べるといったアスリートのカラダではなく、

「人間のカラダは常に変化してゆくもの。と同時に我々を

日常生活で活動する姿をさらに美しく見せ、しかもタフ

取り巻く環境も移り変わり、ただ単に痩せればいい、ラ

で無駄のない魅力的なボディが求められているはず。そ

インが変わればいいというニーズから、もっと日常生活

の望みをかなえるのが、今回、提案する“整える”トレー

の中で美しく機能できるカラダが欲しいと、誰もが思う

ニングで得られるカラダなのです」
。

時代になってきている」と言うのは、
『トータル・ワーク

六本木ヒルズ メトロハット / ハリウッドプラザ B2F に
あるトータル・ワークアウト 六本木ヒルズ店。常に新
しい価値を発信し、フィットネス業界の最先端をリード
し続ける空間に生まれ変わった。
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ーなどモノを自分に投資をしていた時代から、自分の健

では“整える”トレーニングとは一体どんなものか？

アウトプレミアムマネジメント㈱』代表取締役社長であ

「このトレーニングはマッチョな男性さながらにウエイ

る池澤智さん。数々の著名人のパーソナル・トレーナー

トを持ち上げる、といった従来のハードなイメージでは

でもあり、ミス・ユニバース・ジャパンオフィシャルト

なく、カスタマイズが基本。どんな目的で、どんなカラダ

レーナーとしても活躍中の彼女は、20 年間のパーソナ

に、いつまでになりたいのか？ それを個別に相談しなが

ル・トレーナー活動を通して、新しいフィットネスのニ

らトレーニング内容、食事、ケアの３本柱で、個別に細か

ーズを的確に捉えていた。

いメニューを組み立てていきます」
。

「今、人々は日々の中で、美しく丁寧な暮らしを求めてい

1988 年 3 月生まれ、宮城県仙台市出
身。ファッションモデルとして活躍中
に 2012 年度のミス・ユニバース日
本代表ファイナリストに選ばれ、そ
の頃から現在まで継続して池澤氏の
パーソナル・トレーニングを受けカ
ラダを整える。親交も深い。

AYAKO HARA

ROPPONGI Innovation
2005 年のオープン以来、多くの皆様にご愛顧いただいてきた六本木ヒルズ店は、多くの皆様からご要望いただきましたフロアスペースの拡大をいたしました。
利便性の向上、最大のトレーニング効果・効率を考えたマシンレイアウトとなっており、一層研ぎ澄まされた環境を実現。最高の環境でのパーソナル・トレーニングとトータル・
ボディ・ケア (TBC) でのカラダのケア。そしてトータル・フーズとして生まれ変わった、皆様の食生活を支える進化したフードサポート。これまでのボディメイクという枠を超え、
ビューティ＆ヘルスケアという領域にまで拡がる、六本木ヒルズ店。皆様へ更なる最高のトレーニングライフをお届けします。

PERSONAL TRAINING

パーソナル・トレーニング

最短で最大の結果を出すために、
お客様ごとの目的に応じたカラダ
づくりをサポート。目的に対して確
実な成果を提供いたします。アス
リートのみならず、ミス・ユニバー
ス・ジャパンや多くの著名人達の
ボディメイクを支えてきたパーソナ
ル・トレーニングは進化し続けます。

TOTAL FOODS

トータル・フーズ
タンパク質を理想的に
「食事」としてカラダに
取り入れるために高タン
パク質・低脂肪・低糖
質のバランスに着目し
「美味しさ」にこだわっ
たオリジナルフードを提
供いたします。

TOTAL BODY CARE

トータル・ボディ・ケア
カラダの状態に応じた
マッサージやストレッチ、
鍼治療など貴方だけの
スペシャルケアを受けて
いただける〈トータル・
ボディ・ケア〉を併設し
ております。

トータル・ワークアウト 六本木ヒルズ店
■ 所在地：東京都港区六本木 6-4-1
六本木ヒルズメトロハット / ハリウッドプラザ B2F
■ 電話：03-5414-1102
■ アクセス：
六本木駅【日比谷線】直結【大江戸線】徒歩 4 分
麻布十番駅【大江戸線】徒歩４分【南北線】徒歩 7 分
■ 営業時間：
平日 7：00 ～ 23：00（最終チェックイン 22：30）
土 8：00 ～ 20：00（最終チェックイン 19：30）
日・祝日 9：00 ～ 18：00（最終チェックイン 17：30）
■ 休館日：年中無休
■ 料金：
入会登録手数料 ¥32,400 月会費 ¥21,600
パーソナル・トレーナー料金 ¥3,240 ～ ¥8,640
■ 詳細：http://totalworkout.jp/gym/roppongi

このため池澤氏は施設やメニューをさらに充実させた
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27TH TOKYO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
Photographs by Tomoyo Yamazaki Text by Subaru Kawachi
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2

3

おかもと・あずさ ｜ 1992 年 6 月 21日、愛知県出身。
「non-no」( 集英社 ) の専属モデル。主な作品に、堤
幸彦監督「A.F.O -All For One- 」(2014 年 ) など
がある。現在、
「金田一少年の事件簿 N」( 日本テレ
ビ系 ) に出演中。また「Going! Sports & News」

1 OPENING MOVIE
天才少年ヒロとケア・ロボットのベイマックスが繰り広げ
る感動アドベンチャー。ディズニー・アニメーション史上
初の、日本でのワールドプレミア上映となる。
「ベイマッ

クス」
（配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン）

（日本テレビ）土曜レギュラーで出演中。

2 CLOSING MOVIE

はりー・すぎやま ｜ 1985 年 1 月 20日、東京都出身。

日本マンガの金字塔にして世界中に熱狂的ファンを持つ
「寄生獣」
（岩明均 / 講談社）の実写映画化に、日本映画界
最高峰のスタッフ＆キャストが集結！ 世界最速のワール
ドプレミア上映となる。
山崎貴監督。
「寄生獣」
（配給：東宝）

イギリス人の父と日本人の母を持ち、幼少～学生時
代をロンドンで過ごした国際派。現在、
「ノンストッ
プ！」
、
「MONDAY FOOTBALL R」(ともにフジテ
「HELLO WORLD」
レビ系 ) にレギュラー出演中。
（J-WAVE）では金曜日のパーソナリティを務める。

3 JAPANESE ANIMATED MOVIE
全世界で高く評価されるジャパン・アニメーション。
今年は、
その魅力的な世界をこれまで以上に押し出すべく特集
上映「庵野秀明の世界」の開催が決定。日本を代表する
庵野秀明の大規模な特集上映は、今回が史上初となる。

ハリーさん、岡本さん
東京国際映画祭の
魅力って何ですか？
10 月 23 日にスタートする「東京国際映画祭」、今年の見どころ
とは？

27 回目となる今年は、メイン会場の六本木ヒルズのほ

かにも会場を設け、まさに東京の街を巻き込んだ映画祭になる
予感。ナビゲーターを務めるのは、映画やドラマで活躍する新進
女優、岡本あずささんと、ユーモアを交えた軽快な MC で話題を
集めるハリー杉山さん。意気込み溢れる 2 人が、この映画祭の楽
しみ方をお薦めしてくれました。
̶̶「東京国際映画祭」がいよいよ間近に迫ってきました。お二
人はどんな期間にしたいですか？
H

僕はまず、東京に住む人、東京を訪れた人が、気軽にたくさ

ん参加してくださるといいなと思っています。この映画祭は、日
本の素晴らしい作品を発信する場であると同時に、これから話

います。オープニングを飾るディズニーの新作「ベイマックス」のような、子供から大人まで楽しめるエ
ンターテインメント性溢れる作品もあるし、普段はなかなか出会うことのできない遠い国の作品など
まで一挙に上映されるとあって、ワクワクしています。私自身、映画は人生の一部だと思っていて、作品
が提起する問題から世の中のことを見つめるようになったり、作品を観る中で自分の生き方を改めて
考えてみたり。あとはシンプルに喜怒哀楽の感情を味わう喜びもあったり。
̶̶ 期間中の公開作品に先駆けて、オープニングとクロージングを飾る 2 タイトルが発表されましたね。
H

はい、早速僕たちも予告編をチェックしてきました。
「ベイマックス」はこの映画祭での公開が世界

初お目見えとなります。日本文化から多くのインスピレーションを得たとあって、僕らにとってもすご
く愛着の持てる作品になりそうですし、海外と日本の文化を繋ぐ架け橋になると予感しています。
O

大ヒットの「アナと雪の女王」に続くディズニー・アニメーション作品とあって、注目せずにはいら

れないですよね。それから、クロージングの「寄生獣」も待ち遠しい。原作も人気でキャストも話題、その
うえ山崎貴監督が手がける実写版ですから、どんな映像を見せてくれるのか今から楽しみです。
̶̶ 最後に、来場者へのメッセージを。
H

映画を見に出かけた街を歩きながら、今まで知らなかったスポットを見つけたり、そのエリア特有

の風情に触れたりと、パーソナルな新発見もありそう。この映画祭を通じて、映画とこの東京の魅力を
再確認していただけたらうれしいです。
O

映画祭開催中は、監督さんや演じ手の方々ともライブに対面できるイベントや、様々なスペシャル

イベントもあると聞いています。世界の優れた作品を一度に味わうことのできる 9 日間、思う存分満喫
していただけたらと思います。

題になる海外作品にも触れられるのがいいところ。国際的な映
画祭と聞くと、限られた人のための機会で敷居が高いというイ
メージを持たれる方もいらっしゃると思うのですが、まずは会
場へ足を運んでみてほしいですね。
O

私にとって豊かな視点や気持ちを与えてくれるのが映画な

ので、そういった作品に誰もが出会える期間になればと思って

第 27 回東京国際映画祭
■
■
■
※

日時：10/23
（木）～ 31
（金）
会場：六本木ヒルズ、TOHO シネマズ 日本橋ほか
詳細：http://2014.tiff-jp.net/
（土）より ticket board にてチケット発売開始！
10/11
http://portal2.tickebo.jp/1410-tiff/
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LEE MINGWEI AND
HIS RELATIONS

リー・ミンウェイを読み解く３つのキーワード。
K

リー・ミンウェイさんのアートは観客が見るというよりも何かを“する”
ことが多い、アートです。そこでリーさんの作品を理解するために、
「交
換」、
「贈与」、
「親密さ」という３つのキーワードを考えてみました。
L

そうですね。たとえば《石の旅》という作品は私がニュージーラ
ンドで拾った 11 のきれいな石と、その複製のセットです。これを
お金と「交換」、つまり購入した人はどこかのタイミングでどち
らかを捨てなければなりません。決して安くはない値段で買っ

リー・ミンウェイとその関係展

た石のうち、所有者はいつ、どちらを捨てるのか、私にとって
とても興味深い問題です。物質的に所有することと、心理的

参加するアート ― 見る、話す、贈る、書く、食べる、
そして世界とつながる

に所有することの間にジレンマがあるのです。
K 「贈与」を意味する英語「ギフト」には天から与えられ
た才能という意味もあります。リーさんの作品には観客に
“見えないギフト”を贈ってくれるものもありますね。

展覧会場でもらった花を帰り道に知らない人に渡す、
砂絵の上をあえて歩きイメージを崩す、
言えなかった言葉を手紙にする…。
観客が参加することで作品が変わり続ける、
新しいアートの枠組みを提示するリー・ミンウェイ。
森美術館チーフ・キュレーター片岡真実との対話。

L

《ソニック・ブロッサム》というパフォーマンスでは

一人の観客のために歌手が歌を歌います。私は最初、歌
手が観客にギフトを贈るのだと思っていましたが、観
客が歌手にギフトを贈れることにも気づきました。自
分の歌が人を感動させ、ときに涙を流させるほどのパ
ワーを持つことを教えてくれるのです。
《ひろがる花園》
は観客が展示室で花を受け取り、帰り道で知らない人

Photograph by Takehiro Goto Text by Naoko Aono

に手渡します。誰に渡そうか、この人に声を掛けたら
変な人と思われないだろうか、そう逡巡する心のプ
ロセスから、気づかなかった自分の内面があらわに
なることもあるでしょう。展覧会場で花を受け取る
ことが、そんな目の覚めるような体験のきっかけに
なるのです。
K 「親密さ」はリーさんの作品にとって、もっと

2 プロジェクト・ともに食す

も重要なコンセプトだと思います。
《プロジェクト・
ともに食す》、
《 プロジェクト・ともに眠る》はその
究極とも言える作品ではないでしょうか。

見知らぬ人を食事に招き、一対一で食事をして対話をする。
（このプロジェクトは開幕前
に行うもののみ展示用に映像を記録し公開するが、それ以外は公開されず、対話は参加
者のプライベートな体験として残る）
。類似の
《プロジェクト・ともに眠る》は美術館で同
じく知らない人とともに一夜を過ごし、対話をするというもの。いずれも参加者は応募
した人のなかから抽選で選ばれる。互いに初めて会う人が食事や睡眠というごく日常的
だけれど親密な行為をともにすることで、二人の内面に起こる変化にスポットを当てる。

L

私と参加者が一対一で食事をしたり、ともに

夜を過ごすこれらのプロジェクトはどちらもお金
で買うことはできませんが、参加し、体験するとい
う見えない作品を所有することになります。食べる、

《プロジェクト・ともに食す》1997 年 展示風景：
「対話」
台北現代美術館、2007 年 撮影：Lee Studio

眠るというのは誰もが毎日やっているごくシンプ
ルな行為ですが、人によってそれぞれの“儀式”が

1 石の旅

あり、それは家族や友人などごく親しい人たちか
ら学んでいくものです。私はいつもこのプロジェ

リー・ミンウェイが 2008 年にニュージーランドのポロラリ峡
谷で見つけた石は、7000 年にわたる氷河期の地殻変動によ
って美しく削られていた。彼はそこから 11 の石を持ち帰り、
台湾でその複製を作って、自然の石と人工の石をペアにした
セットをつくった。この作品を購入、つまりお金と交換した人
は、本物か複製のどちらかを捨てるよう求められる。破壊と
創造、所有と放棄といったさまざまな問題を考えさせる作品。

クトをする度にいつパジャマに着替えるか、お休
みなさいを先に言うべきか、といったことで迷い
ます。眠ることには、普段は意識していないデリケ
ートな瞬間がたくさんあり、その度に内的な問いに
直面することになるのです。

《石の旅》2009 年 展示風景：
「花と石の物語」
エスパス ルイ・ヴィトン台北、2012 年
撮影：Lee Studio

K 《プロジェクト・手紙をつづる》では、会ったこ
とのない観客どうしのコミュニケーションが生まれ
ることもあります。
L

このプロジェクトでは最初の数人が書いた手紙

に他の観客が影響されることがあります。観客の間で

リー・ミンウェイとその関係展：
参加するアート ― 見る、話す、贈る、書く、食べる、
そして世界とつながる
参加型アートの先駆的なアーティスト、リー・ミンウェ
イの作品を網羅的に体験できる初めての大規模個展。
作品の多くは、観客のみなさんが参加することで完成し
ます。いろいろな作品に参加して、
「つながり」について
一緒に考えましょう。

化学反応が起きるのです。私が一番衝撃を受けたのは
ある男性が女性に許しを請う手紙でした。彼は、その女

片岡真実

性に対して罪を犯したのです。手紙の最後でその罪が

森美術館チーフ・キュレーター。東京オ
ペラシティアートギャラリーを経て 2003
年から現職。
「アイ・ウェイウェイ展―何
「会田誠展：天
に因って？」
（2009 年）、
才でごめんなさい」
（2013 年）などを企画。

明かされる。その日はほかの観客の手紙もとてもエモー
ショナルなものになりました。その手紙が、その日のプ
ロジェクトの雰囲気を決定する種になったのです。

（土）～ 2015 /1/4
（日）
■ 会期：2014 /9/20

K

（六本木ヒルズ森タワー 53 階）
■ 場所：森美術館
（火曜日は～ 17:00）
■ 時間：10:00 ～ 22:00
※ 9/23、12/23 の火曜日は 22 : 00 まで

L

※入館は閉館時間の 30 分前まで

ヤコブ・キルケゴール」展にも入館可

（ハローダイヤル）
■ 問：03-5777-8600
■ 詳細：www.mori.art.museum
インタビューの続きは、森美術館公式ブログで！

www.mori.art.museum/blog/
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たとえば美術館にアーティストが設置した滑り台を観

客が滑るのと、公園の滑り台を子どもが滑るのとは違う。参加

■ 料金：一般 1,500 円ほか
※
「MAM プロジェクト 022：

観客がリーさんの作品に参加することで何が生み出

されると思いますか。

リー・ミンウェイ
アーティスト。1964 年台湾生まれ、十代
で渡米、現在はニューヨークが拠点。観
客の参加をうながすプロジェクト型の作
品が多い。主な個展に「澄・微」
（資生堂
ギャラリー、2012 年）など。ビエンナー
レなど国際展も多数。

することによって観客の意識を変えるものがアートであり、そ
のことが重要なのです。私の作品は展覧会が開幕した時点では

40 パーセントしか完成していません。残りの 60 パーセントは参
加してくれる観客によって、より豊かになっていくのです。
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魅力だ。パノラマラウンジは原則として 10 時から 21 時
まで開放され、居住者は“もうひとつのリビングルーム”
として自由に利用することができる。パーテーションを
挟んでダイニングキッチンが併設されており、併せて貸
し切ることも可能だ。
「たとえば、アンダーズ 東京のシェ
フ出張サービスを利用してパーティを開いたり、ミーテ
ィングスペースとして活用したり、さまざまな使い道が
あると思います」
居住者の入居を間近に控えた７月中旬、福井さんはデ
スクに留まることなく、敷地内を忙しく動き回っていた。
巨大な複合施設という形態だからこそのメリットもあれ
パノラマラウンジに併設されたキッチンには 10 人掛けのテーブルも。
事前に予約すれば、ラウンジと併せて借り切ることができる。

ば、デメリットもある。そう心して居住者を迎えるべき
と、福井さんは表情を引き締める。
「居住する方々の安全
を第一に考えて設計されているのはもちろんですが、用
心に越したことはありません。ロックやエマージェンシ

サービス面にも及ぶということだ。居住者はレジデンス

ーボタンの設置場所を改めて確認しつつ、小さいお子様

のフロントを通さずに、ルームサービスやハウスキーピ

が入り込んだら危ない場所はないか、非常時の動線は確

ング、ケータリングといったアンダーズ 東京のサービス

保されているか、時間が許す限り敷地内を巡回し、自分の

を受けられ、部屋でもランドリーの受け渡しが可能。ホテ

目で確かめるようにしています」

ル内スパへ、住宅フロアから直接アクセスできるのも嬉

入居する人々が日々安心して、安全に暮らせる環境を

しい。このように、日常生活にホテルのサービスという

整えるのと同様、
「皆さまのお名前とお顔を覚えるのが目

“非日常”を組み込んだことが、このレジデンス最大の付

下の急務」と、笑顔を見せる。ホスピタリティに満ちたこ

加価値といえるだろう。

37 階に広々としたパノラマラウンジがあるのも大きな

上）37 階に位置するパノラマラウンジ。住宅
ロビーと同様、WI-FI 環境が整っている。下）
フロントからエレベーターへと続くホールの
壁にはモダンアートが。

の姿勢は、新しい場所で新しい生活を始める人々にとっ
て、何より頼もしい支えとなることだろう。

「アンダーズ 東京」と同じく、トニー・チーがデザインした住宅ロビーに立つ福井淳
マネージャー。居住者の暮らしをサポートする頼もしい存在だ。

の家の鍵。

官民一体となって進められた大規模再開発計画の一環
として、2014 年６月 11 日にグランドオープンを迎えた
『虎ノ門ヒルズ』
。構想から 68 年もの年月を経て開通した
都心の大動脈「環状２号線」を足元に、地上 52 階建て、高

さ 247m のタワーがそびえる、東京の新しいランドマー
クだ。コンセプトは「Hello, Mirai Tokyo!」
。古くからの
官庁街である虎ノ門エリアに新風を吹き込み、東京の未
来を動かす機動力としての期待が高まる。
ホテル、住宅、オフィス、カンファレンス、商業施設。
11

虎ノ門ヒルズレジデンス

日常の中に非日常を取り込んだ
新コンセプトのレジデンス
６年後のオリンピック開催を控え、
再生と進化を続ける東京の心臓部に誕生した
新しいスタイルのレジデンスで、
最新鋭のセキュリティシステムと
心に響くサービスを享受する。
Photographs by Satoshi Nagare Text by Seishi Isozaki

５つの機能が集約されたこの巨大なタワーの 37 ～ 46 階
部分を占めるのが「虎ノ門ヒルズレジデンス」だ。活気あ
ふれるビジネス街の中心にありながら、レジデンスの中
には喧騒とは無縁の空間が広がる。約 70 戸ある賃貸用住
戸は１ベッドルームから３ベッドルームまであり、内装
は５タイプに分かれる。六本木ヒルズや東京タワー、皇居

Toranomon Hills Residence

一望できる圧倒的な眺望を誇る。

■ 所在地 : 東京都港区虎ノ門 1 丁目 23-2
■ アクセス : 虎ノ門駅 徒歩５分
［地下鉄銀座線］
霞ヶ関駅 徒歩８分
［地下鉄丸ノ内・日比谷・千代田線］
神谷町駅 徒歩８分
［地下鉄日比谷線］
（バイリンガル対応）
、パノラマラウンジなど
■ サービス : フロントサービス
: 駐車場あり
■ 備考
（空き状況により利用可）
。
ペット可
（飼育できるペットに制限あり）
。
棟内の
「AO
（アオ）スパ アンド クラブ」ほか、

フロントやホールなどの共有部分のデザインは、ホテ
ル『アンダーズ 東京』の内装を手掛けたトニー・チーが
担当した。
「新橋側からのアプローチを共有するホテルと
内装のテイストを揃え、一体感を持たせています。既存の
レジデンスとのいちばんの違いは、ホテルとの関係性が
密接なことでしょう」と、フロントマネージャーの福井淳
さんは話す。注目すべきは、この「ホテルとの一体感」が

34

虎ノ門ヒルズレジデンス

の緑、湾岸エリア、東京スカイツリーなど、東京の名所を

都内に５箇所ある
「ヒルズスパ」を利用可。

上）白を基調とした内装の 140m2、２ベッドルームタイプの住戸のリビングダイ
ニング。内装のテイストが異なる住戸も用意されている。下）フロントには大型
のブックシェルフを設置。約 200 冊ある蔵書は住宅ロビーで閲覧できる。

お問い合わせ：森ビル株式会社 住宅事業部
電話 : 0120-52-4032 www.moriliving.com
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INTERVIEW

AMANDA COX
GRAPHIC EDITOR
at The New York Times
Interview by Hidenori Watanabe

グラフィックの力で
街や社会は変えられる？
データジャーナリズムを牽引する
「ニューヨーク・タイムズ」のグラフィック・
エディター、アマンダ・コックスさんに、
データ表現の可能性について聞きました。

All Images taken from The New York Times

@nytgraphic

AMANDA COX ｜ アマンダ・コックス
ニューヨーク・タイムズ グラフィック・エディター。
2005 年、ワシントン大学で統計学を学び科学修士
号を取得後、NYT 入社。以来、同社のグラフィック
部門で最先端のデータビジュアリゼーションを手が
けている ● NYT のデータジャーナリズムセクショ
ン=www.nytimes.com/upshot
渡邉 英徳 ｜ わたなべ・ひでのり
情報アーキテクト、首都大学東京大学院システム
デザイン研究科准教授。
「ナガサキアーカイブ」
「ヒ
ロシマアーカイブ」
「東日本大震災アーカイブ」
など
のデジタルアーカイブを制作。著書に『データを紡
いで社会につなぐ デジタルアーカイブのつくり方』
●渡邊研究室 =http://labo.wtnv.jp

̶̶ NYT のグラフィックチームにおいてアマンダさんが担っている役割とは？
C

各種のデータの中に統計学的な背景を探ることですね。社内の優秀なジャーナリ

って大きく変わってしまうことをみんなが実感でき
るグラフィックに仕上がるよう腐心しています。

ストから生物学者、都市計画者など様々な人たちとともにデータで社会や街をスケッ

̶̶ そうした記事を作る先に、アマンダさんは何

チし、グラフィックデザイナーやプログラマーと共同して記事を作っています。

を見ているのでしょう？

̶̶ ここに掲載したのは、グラフィックチームが NYT の Web 用に手がけたインタラ

C

クティブな記事のほんの一部ですが、制作にあたって意識していることとは？

の通りでどんな被害が発生したかを同僚の記者た

C 「 明 確 で あ ること (clear)」と「 人 を 動 か さず に は お か な い も の で あ ること

ちから聞き取って、地図を作って掲載しました。翌日、

たとえば 911 が起きた時、あるスタッフが、ど

(compelling)」ですね。ニューヨークの街で、アメリカという国で、いま何が起きてい

別な記者が現場の消防署を訪ねてみると、消防士

るか。それも、誰もが目にする出来事や入手できるデータの中に、予想もしなかった見

たちが壁に張られた紙を真剣に見つめている。こ

方や把握や理解の鍵があることを伝える。平均値で語られることも、実は３～50％ぐら

れは役に立つ情報に違いない！と近寄ってみると、

いの幅があるとか、性別や年齢や人種、出身地、いま住んでいるエリアや職業などによ

前日タイムズに載った地図だったそうです。
この話は、
自分たちの仕事が被災の現場で、社会の中で、どの
ように活用され役立てられているかの理想を語っ
ていると思います。私はアーティストでもデザイナ
ーでもなく、
「図表屋さん (Chart Maker)」
という名
のジャーナリストとして、紋切り型のデータを押し
付けられることで不利益を被っている人たちの力
になりたいし、そのためにデータジャーナリズムに

アマンダ・コックスさんが５月 10 日に来日。朝日新聞社が進める
「未来メディアプロジェクト」の一環と
「メディアが未来を変えるに
して、マサチューセッツ工科大
（MIT ）メディアラボと開催したシンポジウム
は」のパネルディスカッションに参加しました。当日は、MIT メディアラボの伊藤穰一所長やザ・ハフィ
ントン・ポストのプロダクト統括ニコ・ピットニー氏らとともに、データジャーナリズムやソーシャルメデ
ィアの影響などを活発に議論。その時の模様は、同プロジェクトの HP にアーカイブされた記事および
動画でご覧いただけます ●未来メディアプロジェクト =www.asahi.com/miraimedia

はもっともっとできることがあると思っています。
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TUMULUSES IN MINATO-KU
Illustration by Kenichi Watanabe Edit by Akiko Wakana

「ひとり古墳部」主宰のスソアキコさん。
港区に残る遺跡をつないで、古代の地形を南北縦断！
ルート：虎ノ門ヒルズ & 愛宕グリーンヒルズ周辺

スソアキコ 帽子作家・イラストレ

ーター。仕事の合間に全国の古墳
を巡るようすを WEB サイト「ほぼ日

Hibiya Library
& Museum

刊イトイ新聞」で連載中。

G

Toranomon
Hills
G

Loo

pR

oa d

古代巡りの仕上げは日比谷公園にある
図書文化館。千代田区でも遺跡は数多
く発見されています。貝塚から出土した貝
の食べかすを前に「私がふっと捨てた果
物の種を、6000 年後の人が拾ってるよう
なものですよね」とスソさん。そう考えれ
ば縄文時代なんて、ついこないだのよう
に思えませんか／千代田区日比谷公園
1-4 ☎ 03-3502-3340

Shimbashi

No

千代田区立
日比谷図書文化館

.2

F

Atago Green Hills

F

愛宕山

巨大タワーが林立する合間に、深い緑に
囲まれ静かに鎮座する愛宕神社。
「東京
はこうして過去と現在が入り交じっている
のがおもしろいですよね」
。愛宕山は、古
川を挟んで三田の台地と向かい合う岬上
にあったと考えられています。
「古代地形
と遺跡がリンクすると嬉しくなります」。こ
れぞ古代ファンの極み／港区愛宕 1-5-3

E

都内最大級の古墳は芝公園にあります。
５世紀頃に作られた全長 106m の前方
後円墳で、
「丘陵を削って古墳にしたと思
われます」
。従来古墳は集落のなかでも
見晴らしのよい場所に作られ、周囲には
人々の暮らしがありました。
「古墳を見て
いると、田圃があって稲が実る風景が見
えてくるんです」とスソさん／港区芝公園
4-8-4 ☎ 03-3452-4966

Hamamatsucho

E

芝丸山古墳

D
D

東京は開発が進んで古代遺跡の少ない
都市ですが、神社や学校には残っている
場合もあります。都立三田高校内にある
直径 19m の小山はおセンチ山とも呼ば
れ、円墳ではないかと考えられています。
頂上にはベンチが置かれ、木々が鬱蒼と
茂っていました／港区三田 1-4-46 ※都
立高校内のため一般見学は事前に港郷
土資料館へ連絡を ☎ 03-3452-4966

Minato Local
History
Museum
C
B

Tamachi

C

港郷土資料館

三田図書館４階にある港郷土資料館に
は、虎ノ門の西久保八幡貝塚の標本や、
芝丸山古墳からの出土品など、港区の古
代地層から発掘された資料が目白押し。
なかでも芝公園出土の土器には凝った
文様が。スソさんによると「東京の弥生土
器の文様は繊細なんです」
。土器造りは
女性の仕事だったそう／港区芝 5-28-4
☎ 03-3452-4966

A

亀塚

Li n e

B

n ot e

古代巡りのスタートは港区三田の御田八
幡神社から。三田は屯田→神田→御田
→三田と表記を変えてきた歴史ある地名
です。八幡神社の創建も709 年と古く、
本殿の真裏に、古墳ではないかと推定さ
れる亀塚があります。
「古墳に神社がくっ
ついているという構図はよくみられます」
とスソさん／ 港 区 三田 4-16-20 ☎ 033452-4966

Yam
a

A

猫塚

埋蔵文化財調査現場

聖坂を下る途中で、偶然埋蔵文化財の
発掘調査現場に遭遇。崖下の小学校跡
で粛々と進む作業に興味津々のスソさ
ん。三田は古代に形成された武蔵野台
地と呼ばれる台地の東端にあり、崖下は
古くは海でした。
「ですから、現在の JR
と第１京浜は、海と崖の境目を走ってい
るんです」。付近には伊皿子貝塚などの
遺跡も残っています。

いつもの街で半日タイムトラベル

39

