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GPCI 上位 10 都市は

世界中からどんな
関心を持たれて
いるんだろう？

特集

インフォグラフィックで見る

東京 2015

GPCIとは？
世界を代表する主要 40 都市を選定し、都市の力を表す
主要６分野 ( 経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、
交通・アクセス ) に加え、都市活動を牽引するグローバ
ル・アクター ( 経営者、研究者、アーティスト、観光客 )

世界の都市総合力ランキング

と都市の「生活者」の５つのアクターの視点に基づき、

(Global Power City Index=GPCI)
2014 において４位を維持した東京。

複眼的に各都市の総合力を評価しています。

データの詳細については森記念財団のHPをご覧ください

www.mori-m-foundation.or.jp

そのライフスタイルを示す
さまざまな指標をもとに、
今とこれからの課題を見てみよう。

Graphic & Design (P1-7) by Bowlgraphics
※ 表紙の訪日外客数は「日本政府観光局 (JNTO)」
のデータをもとにしています。

検索関連キーワードで見る都市のカタチ
GPCI の上位 10 都市は、世界中からどの
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結果、１位のロンドンでは、旅行情報から生

掲載データについて

ような関心を持たれているのでしょう？

活情報、街固有のキーワードまでがバラン

日々の情報の流れの中に、各都市ならでは

スよく並ぶ一方、ニューヨークは世界的に

の特徴は現れてくるのでしょうか。そこで、

人気のスポーツチームや新聞サイトが、東

小をつけています。データ

Google が提供しているサービス「Google

京はアニメやゲームなどのコンテンツに検

は、すべてのカテゴリ＆ウ

トレンド」を使って、各都市の名前と関連し

索ワードが集中するなど、各都市ならでは

てどのようなキーワードが 2014 年の１年

の傾向が明確に浮かび上がってきました。

間に検索されたかを調べてみました。その

● www.google.co.jp/trends

検索ワードを囲む丸は、人
気ランクの上位から順に大

ェ ブ 検 索 ＆ 2014 年 (11 月

23 日まで ) を対象に集計、
編 集 規 定 に 準 じ て 上 位 20
個を選び掲載しています。
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インフォグラフィックで見る東京 2015

スポーツが
都市にもたらす
ものとは？
健康維持や体力増進、ストレス発散
だけでなく、スポーツは社会に
どんな働きかけをしているのだろう。

インフォグラフィックで見る東京 2015

高齢化は都市をどう変える？
世界が高齢化していく中で、東京は何をすべきなのか。
まずは世界各国の動きをあらためて見つめてみよう。

スポーツでつながる
コミュニティのあり方
職場や居住地域の垣根を越えて、同じ年
代の人たちが集まりスポーツを楽しむ。そ
んな輪が数多く多様に広がることで、都市
のつながりは一層有機的に充実していくは
ずです。スポーツへの情熱とスポーティー
なライフスタイルを基盤とする「アディダ
スグループ」でも、そのための拠点づくりを
はじめさまざまな取り組みを実施中です。
adidas RUNBASE

人口統計が促す構造変化

徒歩 3 分のランナー施設。ロッカーとシャワーを完

世界の高齢化は驚異的なスピードで進行

備し、最新の adidas ランニングシューズやウェア

しており、日本はもとよりスペイン、ドイツ、

のレンタルも。また、無料のランニングクリニック

イタリア、ロシアなどでも 2050 年代までに、
成人の優に３分の１以上が 60 歳を超える
勢いです。この人口動態の地殻変動を「エー
ジクエイク (agequake)」と名づけているの
は、シカゴを本拠とする経営コンサルティ
ングファーム「A.T. カーニー」。その分析レ

ポート「高齢化する消費者のニーズと影響」

も毎日開催中 ( 一部有料 ) 。特別クリニックとして、

1 月 16 日 ( 金 )19:30 より、女性限定「夜の街ラン～
イ ル ミ ネ ー シ ョ ン ラ ン ニ ン グ ～ supported by

CLARINS」を開催します！
● www.adidas.jp/running/runbase

Reebok Fitness Friday
毎月、第２・第４金曜日に、東日本橋にある「Studio

+ Lotus8 ハスムカイスタジオ」にてフィットネス

では、企業の製品や企画から、現在の社会契

クラスを開催中。講師＝ ReebokONE のインスト

約、年金や健康保険制度についても本質的

ラクター、時間＝ 19:00 ～ / 20:15 ～の２クラス、

な再考を促すとともに、世界各国、各都市に

参 加 費 ＝ 1,000 円

おいて最も急速に成長する消費者層は、60
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東京メトロ永田町駅より徒歩１分、皇居コースまで

※ ヨ ガ マ ッ ト 用 意、予 約 不 要

● www.lotus8.co.jp (TEL. 03-6825-8888)

歳以上の人びとであると指摘。この層に対

掲載データについて

しての対応が、これからの家族やコミュニ

データは、平成 19 年 12 月に東京都スポーツ振興局

ティ、企業の未来を変えると提言しています。

が発表した「都民の体力及び地域でのスポーツ活動

● www.atkearney.co.jp

に関する意識調査」に基づいています。
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インフォグラフィックで見る東京 2015

海外から東京を
訪れる観光客の数を、
世界の都市と
比べてみると？
右肩上がり！
ではあるのですが…

東京の街づくりに
観光客の視点を！
森記念財団 都市戦略研究所が毎年発表し
ている「世界の都市総合力ランキング」は、
現在では代表的な都市指標のひとつとして
高い評価を獲得。国や東京都のみならず、世
界のさまざまな場所で政策・ビジネス戦略
の参考資料として用いられています。その

2014 年の総合ランキングにおいて、東京は
昨年に引き続き４位を維持。2013 年の外国
人旅行者数の大幅な増加などにより、弱み
である「文化・交流分野」において８位から
６位へと上昇したことが大きな要因のひと
つです。
しかしながら、
その外国人旅行者数も、
主要４都市にアジアの主要都市を加えて比
べてみると差は歴然。まだまだ発展段階に
ある実態が浮かび上がってきます。文化も
習慣も違う国や地域からやって来る観光客
の満足度をいかに高めてゆけるか。総合ラ
ンキングの浮上のみならず、2020 年の東京
オリンピックに向けてはじまった「新たな
街づくり」
の重要なポイントのひとつです。
掲載データについて
訪日外客数の出典は「日本政府観光局 (JNTO)」、そ
れ以外のデータはすべて森記念財団 都市戦略研究
所が発表した「世界の都市総合力ランキング 2014
年版」に基づいています。

各項目の上位が、ロンドン、ニューヨーク、パリに集中している
ことがよくわかるでしょう。東京は「食事（選択肢や値段など）」
と「安全」などでスコアを伸ばした結果、2013 年の 9 位から 6 位
に上昇しましたが、
「 一定水準以上の宿泊施設」が相対的な弱み
となっており、オリンピックに向けての改善が期待されます。
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URBAN FIELDWORKER

世界の都市総合力

CHALLENGES
FACING TOKYO

RANKING 2014

世界の都市総合力ランキング2014で
総合４位を維持した東京にとって、
数字や順位にあらわれない課題とは？

１位

London

２位

New York

３位

Paris

４位
５位

Tokyo
Singapore

６位

Seoul

７位

Amsterdam

８位

Berlin

９位
１０位

Hong Kong
Vienna

TEXT BY NOBUKO SUZUKI

INTERVIEW

GERFRIED STOCKER
ARTISTIC DIRECTOR
at Ars Electronica

All Images © Ars Electronica

開かれた美術館づくり。
その成功の秘訣とは？
オーストリアのリンツ市で開かれる
芸術・先端技術・文化の世界的な祭典
「アルスエレクトロニカ」の芸術監督、
ゲルフリート・シュトッカーさんに聞きました。

●アルスエレクトロニカとは？

1979 年にドナウ河畔のオーストリア・リンツ市に創設され
た、世界最大のメディアアートフェスティバル。アルスエレク
トロニカ・センター（美術館）/ フェスティバル / グランプリ /
フューチャーラボの４つの柱を通じて、デジタルアートとメデ
ィアカルチャーの国際的拠点を形成。アートとテクノロジー
が社会
（都市）を変えた成功モデルとして、多数の新しい才能

© Martin Hieslmair

M
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都市戦略研究所では、ロンドンオリンピックがロンドンの都市

総合力にもたらした影響を参考にしつつ、東京オリンピックの効果

を世界に送り出している。

をシミュレーションしています。すると、コンベンション数やハイクラ
スホテル客室数などが増えて、東京が世界第３位になるという結果

̶̶ アルスエレクトロニカ・センターという
「未来の美術館」

が出ました。東京もロンドンと同様、成熟都市でのオリンピック開催

の活動をひと言で説明すると？

となるということで、この結果は参考になると思います。

S

̶̶ ロンドンはオリンピック開催後もランキングが１位であり続け
ている点がすごいですね。

ます。つまり我々の活動は、さまざまな分野で活躍する最先

M ロンドンの人はオリンピックに対して比較的シニカルな態度だ

端のクリエイターのアイデアを見つけ出し、彼らが未来のテ

ったのが、大会が近づくにつれ、街の雰囲気が盛り上がって人々の

クノロジーやサイエンスをどう考えているのかを理解すること。

マインドが変わっていきました。同じ時期にエリザベス女王即位 60
「世界の都市総合力ランキング
GlobalPower City Index
YEARBOOK 2013
(CD-R付)」
森記念財団/
14,700円(税込)

そしてそれを一般の人が理解できる言葉に翻訳し、社会の

周年の記念行事が重なったこともあり、お祭り気分がより高まった。

中で体験できるようにすることです。

2020 年の東京オリンピックも、その前年にラグビーのワールドカッ
プ大会があるので、それをきっかけに盛り上げていくという作戦も

̶̶そのために具体的にどんな工夫を？

考えられますね。

S

コンピュータ制御で LED のファサードが光り輝く仕掛けにな

国人旅行者数が増えたことが大きな要因とのことですが、さらに伸

っているのですが、問題は、街の人たちにどうやってこの建

ばしていくにはどうしたらよいと思いますか。
M

物に参加してもらうかということでした。そこで、建物の横を

海外に行って思うのは、東京はまだまだアピールの仕方が上手

流れるドナウ川沿いを行き交う人たちを立ち止まらせるため

くないということ。東京にいるとニューヨークやロンドンの情報は自

に、スクリーンとターミナルとケーブル装置を設置し、iPod

然と入ってくるけれど、海外では東京の情報が受動的に入ってくる

やスマートフォンを持っている人が接続できるようにしました。

ことはほとんどない。東京の魅力がものすごく高いことは実感する

サードに埋め込まれたスピーカーが色鮮やかに光るように

̶̶ 東京の総合力を高めていくために、私たち自身にできることも

したのです。つまり、自分の好きな音楽にあわせて目の前の

あるのでしょうか。

建物全体が身体をゆすって応えてくれる。これ自体はとても

たとえばシンガポールは、グローバル言語である英語でコミュ

シンプルな装置ですが、誰もが容易に、しかもみんなと一緒

ニケーションできるところが強い。日本の会社でも英語を公用語に

̶̶ 毎回世界ランキング４位である東京にとって、差し迫った脅威は、同じアジア圏内である５位

したら、社員を募集するのに英語のできる日本人でなくても、世界

のシンガポールと６位のソウルですね。

中から優秀な外国人を採用することもできるようになる。そういう

M シンガポールは外国人の居住者数と海外からの訪問者数がとにかく多い。移民の国だから外

変革は、国や行政でなくても、一企業や一部署からでもできる。そん

国人を受け入れないとやっていけないからでもあるのですが。今、日本の人口は減っているのに、

なことから東京を変えて行くこともできるかもしれません。

に心躍る体験を共有することができる。さっそく若い人たち
の間に広まり、競って音楽をかけに来てくれるようになりま
した。つまりこの瞬間、建物は彼らのものになったわけですね。
もちろん、そのすべてが美術館に来てくれるようになったわ
けではありません。でも、美術館なんて、と考えていた若者と

アジアの人口は増えている。
したがって東京が 10 年後に生き残れるか否かは、そのアジアの人口

のバリアを打ち破るのには非常に効果的でした。

と成長をどれだけ受け入れられるかにかかっているでしょう。

̶̶その根底にあるのは？

̶̶ それでは、ソウルの強みは何なのでしょう？

S

M 日本では都市総合力ランキング 40 位以内に東京、大阪、福岡と３都市が入っていますが、韓国
では世界的な都市というとソウル１都市だけ。そのソウルにコンパクトにバランスよく都市機能が
力的な都市や場所が多数ある。
そのことをいかに強みに変えられるかも東京の課題のひとつですね。
̶̶ 今年のランキングで急上昇した都市はありましたか。
M クアラルンプール、バンコクあたりが着実な伸びを見せています。あとは北米の都市がリーマ
ンショックでガクッと下がったのが持ち直しつつある。一方で、北京、上海という中国の２都市に今
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Institute for Urban Strategies, The Mori Memorial Foundation

̶̶ 一昨年の９月に 2020 年の東京オリンピック開催が決まりましたが、オリンピック開催によっ
て東京のランキングは上昇するのでしょうか。
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森記念財団

森記念財団 都市戦略研究所
2008年に設置された森記念財団の研究所。
世界各国の都市を対象に、
環境・政治・経済・国
際関係など様々な角度から都市の現状や将来
に関する調査分析を行い、地球規模で展開さ
れる都市間競争時代において、将来にわたっ
て世界の都市が持続的に発展していくために
はどのような戦略を展開すべきなのかを探求
し、
関係各方面に提言を行う
●www.mori-m-foundation.or.jp
『世界の都市総合力ランキング Global
Power City Index YEARBOOK 2014』
森記念財団/14,000円(税抜)

美術館の主役は普通、展示された作品です。
でも我々にと

っての主役は来館者です。作品は彼らの参加によって完成し

ます。そのためには、個々の物語を引き出すための対話が欠かせません。我々の展示スペースには毎日

20～25 人ほどのインフォトレーナーが常駐して、来館者と直接コミュニケーションをとるようにしています。
̶̶来館者の「体験」そのものが作品なのですね。
S

建物のメインスペースをラボとして活用しているのもそのためです。バイオラボ、ブレインラボ、フ

ァブラボ、ロボラボ、サウンドラボをつくり、展示を見てまわった人たちがすぐに自分の手で、自分のア
イデアを試せるようにしています。
インフォトレーナーやチューターたちと一緒に、観客の誰もがこのラ
ボに参加でき、その結果、まわりから見るとワークショップをする人たちもまたひとつの展示になって
います。新しいテクノロジーが未来の生活を変えることを伝えるのはとても難しい。でも目の前の人た
ちが嬉々として取り組む姿を眺めることでより身近に感じられ、自分も参加したいという欲求が刺激さ
れる。おかげで美術館と縁のなかった人たちにも関心を寄せてもらえるようになりました。

© Martin Hieslmair

まであったような勢いがなくなってきました。

YEARBOOK 2014

集約されている。
そのあたりが強みではないでしょうか。
しかし日本には、京都も北海道も沖縄も、魅

© rubra

そしてそこから送り込まれる音楽のリズムにあわせて、ファ

のですが、それがなかなか表現できていない。

M

小さな例ですが重要だと思うのが、2009 年に美術館の

新しい建物が完成したときのことです。美しいガラスの建築で、

̶̶ 今回、東京の文化・交流分野が８位から６位に上がったのは、外

データの分析を手がけた都市戦略研究所研究員に聞く。

設立当初から
「アート、テクノロジー、社会」
を見つめると

同時に、
「教育、コミュニケーション、翻訳行為」を重視してい

@Ars Electronica
GERFRIED STOCKER ｜ ゲルフリート・シュトッカー
1964年生まれ/アルスエレクトロニカ・フェスティバル芸術監督
及びアルスエレクトロニカ・マネージング・ディレクター。90年以
後アーティストとして活動。インタラクション、ロボティクス、通信
などの分野において、インスタレーション、パフォーマンスなどを
多数実施。95年より現職に就任し、毎年開催されるアルスエレク
トロニカ・フェスティバルとともに、
「未来の美術館」アルスエレク
トロニカ・センターの牽引役として活躍する ●www.aec.at
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新年のヒルズは、元旦からお楽しみがいっぱい

HILLS IN FOCUS

HILLS IN FOCUS
Event

NEW YEAR
EVENT!
TEXT BY SHIORI FUJII
EDIT BY RCKT/Rocket Company*

獅子舞を始めとした
お正月の縁起もの
新しい年は、笑顔で幕を開けたいもの。
新年の六本木ヒルズでは、お正月を楽し
ます。元旦から 3 日まで、六本木ヒルズア
リーナにて、江戸下町の太鼓の原点「盆
太鼓」を中心に新しい音楽パフォーマン
スを創作している「和太鼓道場ドンドコ」
の和太鼓演奏や獅子舞で、粋で華やかな
日本伝統のお正月が楽しめるほか、2・3
日には、親子で遊べるイベントも開催。
コマなどの昔遊びを始め、書家／アーティ
ストの寧月氏指導のもと書き初めのワー
クショップや、友禅染講師クワバラマキ
コ氏による友禅染のワークショップが行
われます。また、東京シティビューも年末
年始は休まず営業。三が日は晴れ着のお
客様に一般の入館料を 500 円割引する「晴
れ着割引」も。新年の始まりこそ、日本の
伝統や文化を満喫してみてはいかが？

News

SPECIAL MENU & SALE
ヒルズの新春セールは1/1からスタート
六 本 木 ヒ ル ズ・表 参 道 ヒ ル ズ で は、

ューのこと。〈洋食ミヤシタ〉の「オマ

1/1（木・祝）より新春セールがスタート。

ール海老のリゾット」
（写真下段右）な

トレンド商品が最大 70%OFF で販売され

どのおめでたいメニューが目白押しです。

ます。お正月ならではのお楽しみ、六本

六本木ヒルズでは「福ごはん」として、

木ヒルズの福袋は、一袋でオールコーディ

ハンバーガーをお正月に欠かせない鏡餅

ネートが揃うなど “ セット ” をテーマに

に 見 立 て た〈AS CLASSICS BURG

したもの。また表参道ヒルズでは、福袋

ER〉の「開運・鏡餅 BURGER」
（下段左）

をお買上げ又は福メニューをご注文され

や、出世魚 “ 鰤 ” など縁起物食材を使っ

た方を対象に、星野リゾート宿泊券など

たグランド ハイアット 東京〈チャイナ

が当たる「福おみくじ抽選会」が開催さ

ルーム〉の「“ 開運 ” 火鍋」（上段）がい

れます。
「福メニュー」とは、お正月ら

ただけます。お正月は、ヒルズでお得に

しい紅白や縁起物の食材を使用したメニ

美味しく新年のスタートを！

Roppongi Hills

六本木ヒルズでは、約 70
店舗が参加し、今シーズ
ンの人気アイテムなどを、
最大 70％ OFF で販売。セ
ー ル 期 間 は、1/1（木・
祝）～1/18（日）まで。

こんにちは、ヒルボックルです。今回はヒルズにまつわるいろいろなデータをご紹介します。あっちこっちにいろんな数字が隠れているので、今度ヒルズに遊びに来たらぜひ探してみてくださいね。

く過ごすさまざまなイベントが開催され

Omotesando Hills 表参道ヒルズでは約50 店

舗が参加し、ファッショ
ンからライフスタイル雑
貨まで30％～最大70％の
プライスダウン。1/1（木・
祝）～1/18（日）まで。
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新しい香りに着替えましょう

PHOTOGRAPHS BY
KAZUYA AOKI
TEXT BY NAHO SASAKI
EDITED BY
RCKT/Rocket Company*

香りには、
その人のイメージや空間のムードまで変えてしまう不思議な力があります。
新しい年には新しい香りをまとって、
ひそやかな大人のイメージチェンジに挑戦を。

Dior Perfume & Beauty Boutique/ 表参道ヒルズ

ESTNATION / 六本木ヒルズ

Perfumes

Various
Fragrance Items

香水を新調して
新しい自分と出会う

さりげない香り立ちで
空間やムードをデザイン

香水の醍醐味は、ひとふりでお好みの女性像にス

香りといっても、まとう方法は香水だけにあらず。
ルームディフューザーやキャンドル、リネンスプレー

キュートな女性が、ある日突然オリエンタルやシプ

などで、空間ごとさりげなく上質に香らせる、という

レーの香りに着替えていれば意外性にぐっとくるし、

上級フレグランス術も積極的に取り入れたい。好み

あえて自分とは真逆のイメージの香りを選んでギャ

の香りにいつも包まれている安堵感はリラックス効

ップを演出するのもおもしろい。新たな香水をパー

果をもたらしてくれるし、“おもてなし”や“たしなみ”

トナーに携えて、新しい女性を演じてみませんか？

の心が伝わる香りのスタイルは周囲にも好印象！

写真左／メゾンを象徴する創造的な香りのコレクション。ジャスミ

写真右・左から／ハンドクリーム ローズ ￥3,800
（税込￥4,104）
／ア

リスチャン ディオール グリ モンテーニュ 125ml ￥31,500
（税込￥

ー プロセッコ ￥11,000
（税込￥11,880）専用スティック￥1,000
（税込￥

34,020）
／パルファン・クリスチャン・ディオール

ラグジュアリーな空間にはフレグランス スペシャリストが常駐。“ブ
ラインドテスティング”のようなユニークな香りのコンサルテーショ
ンも行っており、先入観やトレンドに捉われず本当に欲しい香りが見
つかる。ディオール パフューム＆ビューティ ブティック 03-64554341／表参道ヒルズ 本館1F

ロマセラピー アソシエイツ、ア ラ ローズ オードパルファム 70ml ￥
26,000
（税込￥28,080）
／メゾン フランシス クルジャン、ディフューザ
1,080）
／アンティカ ファルマシスタ、香りのオーバル ベ￥5,000
（税込

￥5,400）
／ディプティック

ライフスタイルに寄り添う香りの品々が、ブランドもバリエーション
も豊かにそろうフレグランスコーナーで心ときめく香りの体験を。ユ
ニセックスなギフト選びにも訪れたい。エストネーション 03-51597800／六本木ヒルズ ヒルサイド1、2F

ESCADA / 六本木ヒルズ

Stella McCartney / 六本木ヒルズ

JIMMY CHOO / 表参道ヒルズ

THANN / 表参道ヒルズ

AGITO / 六本木ヒルズ

Millefiori / 表参道ヒルズ

弾けるフレッシュさで圧倒するトップノートは、摘みたてのマンダ
リンやブラックカラントの果実が主役。時間の経過とともにサンダ
ルウッドやモスの大地の香りへと落ち着き、ドラマティックな多面
性を映し出す。ジョイフル オード パルファム 50ml ￥9,500
（税込
￥10,260）
／エスカーダ・ジャパン
（エスカーダ 03-5772-2071／六
本木ヒルズ 六本木けやき坂通り1F）

しんとした森林の静けさに染みわたるように、無垢なスズランが香
る美しいアコード。トリュフの芳醇さとオークモスの土っぽさがア
クセントとなって、透明な中にも男性的な温もりを感じさせます。
リリー オーデパルファム 50ml ￥12,600
（税込￥13,608）
／ステラ
マッカートニー
（ステラ マッカートニー 03-3403-1644／六本木ヒ
ルズ ウェストウォーク2F）

グリーンとペアの爽やかで輝きのある香りは、ハイエンドでモダ
ンな女性に人気。やわらかなフローラルブーケと包みこむような
シダーウッドがセンシュアルな魅力を放つ。とっておきのハイヒ
ールに合わせて。ジミー チュウ オードトワレ 60ml ￥9,000
（税込
￥9,720）
／ジミー チュウ
（ジミー チュウ 03-5410-0841／表参道
ヒルズ 本館1F）

カカオバター& ホホバオイルの濃密な保湿力と香りのヴェールで、
やわらかに全身を包みこむボディクリーム。ふわりと漂うおだやか
な香り立ちは、自然体で香りをまといたいときに。ジャスミンやガ
イアックウッドの贅沢なボタニカルブレンドで、香りの持続力も抜群。
ボディバター EB ￥6,500
（税込￥7,020）
／タン ナチュラル
（THANN
03-6438-0037／表参道ヒルズ 本館B2F）

これぞまさに香るインテリア！ 南仏の職人が手作業でレザーとリ
ボンを編み込んだ、スタイリッシュな “ 香りのボール ”。爽やかな
シトラスの華やぎが光るオパール
（左）
、スパイシーなムスクで花々
をくるんだフェニーチェ
（右）
。直径約 6cm。ブルドゥパルファム
オパール 各￥12,000
（税込￥12,960）
／リナーリ
（アジト 03-57704411／六本木ヒルズ ウェストウォーク 3F）

クリスプな清潔感で衣服も気分もパリッと正す、香るリネンウォー
ターで一歩先ゆく身だしなみを。来客時の空間の香りづけにはリフ
レッシュナーをソファやカーテンに。オーシャンウィンドの香り。
リネンウォーター 1,000ml ￥2,000
（税込￥2,160） ファブリック
リフレッシュナー 250ml ￥2,000
（税込￥2,160）
／ミッレフィオー
リ
（ミッレフィオーリ 03-6804-2993／表参道ヒルズ 本館B2F）

50

六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズでは、２階建てのエレベーターが普通のエレベーターの２倍の人を一度に運んでいるんだって。たくさんの人が働く森タワーでは、多くの人が快適に移動できる工夫がなされているんですね。

六本木けやき坂は、名前の通り、ケヤキ並木の大通りですが、実はケヤキだけではなくて、クスノキが６本混ざっているんです。気づいたあなたはなかなかの植物好き！ ちなみにケヤキは約 本です。

イッチングできること。フローラル系の香りが似合う

ンやダマスクローズ アブソリュートなど稀少性の高い原料を贅沢
に使用したシプレーの高貴なる香り。ラ コレクシオン プリヴェ ク

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP! ROPPONGI HILLS OMOTESANDO HILLS

CLOSE UP!

ROPPONGI HILLS
OMOTESANDO HILLS

※掲載の価格は、本体価格（税込価格）の表記となります。
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人材育成を通じてイノベーションをサポート

東京の街がテクノロジーアートのショーケースに

PORTRAIT BY
TAKESHI SHINTO
TEXT BY
KAZUKO TAKAHASHI

米国に本拠を置くグローバルヘルスケア企業、
バクスター。
役員を含む全階層で
男女比率50:50を目標に掲げる同社で人材開発部長を務める女性に聞いた。

●越中谷さんの平日の代表的なタイムスケジュール

6 : 00

1

起床・身支度
メール確認 2

7 : 00
新聞・朝食
Skype

3

出社

3

4

退社
買物＆
保育園迎え

も。
ランチもすごくおいしいんですよ」

「仕事の時間と家庭の時間ははっきりと
分けて、退社後はママ業に専念。息子の
ために、規則正しいリズムを守り、栄養バ

19 : 00

ランスのとれた食事を作ってあげたい」

夕食
5

お風呂＆
子どもとの
ふれあい

21 : 00
絵本タイム
（寝かしつけ）

44

24 : 00

就寝

17 時の退社後は仕事を忘れる

6

5 絵本タイムは欠かさない
「寝かしつけの際は、30分ほど絵本の読
み聞かせをします。つられて眠くなってしま
いますが、息子が寝てからの数時間は、
自
分のために使えるので、眠ってしまうのは
もったいない
（笑）
」
6 自分の時間は大切に
「バクスターはグローバル企業なので、時
差のある海外オフィスとのウエブ会議が夜
遅くに入ることもあります」

Special Interview

TECHNOLOGY+ART

PHOTOGRAPH BY NORIO KIDERA

東京の街を巻き込んだ、先進的カルチャーイベント
「毎年 2 月には、テクノロジーカルチャ

ドタウンが加わり、さらに東京駅まで規

ーの最先端を東京に見に行く。そんな風

模が広がる。いよいよ東京全体を枠組み

に世界中の人々が集まる、東京を代表す

としたイベントになりつつある」
参加クリエイターは、主催者に名を連

るイベントを目指したい」
2013 年、六本木で産声をあげた「MEDIA

今回は、普段は一般の方が立ち入れない

起人のひとりである谷川さんはそう語る。

ビル内部などにもスペシャルな作品を仕

「家具の展示会であるミラノサローネや、

掛けて行く予定というから期待は高まる

パリ、NY などで行われているファッシ

ばかり。それこそ、いまだかつて誰も見

ョンウィークなど、国際的な都市ではさ

たことのないクリエイションや風景が、

まざまな世界規模のイベントが行われて

ここから生まれるかもしれない。

います。では、東京が世界でも群を抜い

「老若男女、誰もが楽しめる要素を持っ

て卓越していることとは？

ているイベントだと確信しています。若

それはテク

ノロジーだと、僕らは考えました」
テクノロジーにまつわる展示と言うと、

多様性を受容する職場
育児中でも存分に働けます

いる。先ごろ夫が海外に単身赴任とな

した。大変でしたが、やむを得ない事情

り、目下、ひとりで子育てに奮闘中だ。

をフォローする職場であることに感謝

「最短の産休期間で職場復帰、現在に至

し、そうした風土をさらに醸成したいと

ります。私は仕事も子育ても犠牲にしな

思いました」

前職でも同業の人事部門で働き、キャ

い主義。趣味の時間や友人と会う時間は

同社では社員の柔軟な働き方をサポート

リアアップのため、８年前にバクスターに

減りましたが、いずれそうした時間は持

するため、週５日の在宅勤務が可能。「私

転職した越中谷 順子さん。現在、人材開

てる。何より今は子育てが楽しい」

も、子どもがもっと小さかった頃は、よ

発部長として同社の人材戦略を見渡す。

17 時の退社後は子どもとの時間を最

く家で仕事をしました。ただ、虎ノ門ヒ

「バクスターが企業文化において重視し

優先。寝かしつけの際は絵本の読み聞か

ルズにオフィスが移転してからは、在宅

ているのは『ダイバーシティとインクル

せを欠かさない。その後、諸事をこなし、

勤務制度を利用しなくなりました。とい

ージョン』。つまり、さまざまな価値観、

ときには米国本社との Web 会議に臨む

うのも、オフィス環境が快適なので、在

経験、経歴を尊重し、多様性を受容する

ことも。朝は海外の夫とネット電話をつ

宅よりも仕事がはかどるのです。ワンフ

職 場 で す。私 の 役 割 の １ つ は、社 員 が

ないで親子３人の会話を楽しむ。前日の

ロアに集中できる席も開放的なゾーンもあ

各々のライフステージに合わせてキャリ

退社後に届いた会社のメールも iPhone

り、緩急をつけて仕事ができます。カフェ

アを形成し、業務達成を通じて成長でき

でチェック。
「忙しさに流されるのでは

スペースでは社員同士の交流も活発です」

る仕組みを作ることです。医療に直接か

なく、計画性をもって行動や時間をコン

時間。行動。空間。何事にもメリハリ

かわる仕事ではありませんが、社員が働

トロールすることが、仕事と育児をうま

をつけることが、仕事で輝ける秘訣だ。

きやすく、そして多様な人材が各々の専

く両立させるコツ」と語る。とはいえ、

門性を発揮して活躍できる環境を整える

予測不能の突発的な出来事も起こる。

Etchuya Junko

ことが、ひいては患者さんの生命を守る

「管理者研修を仕切らなければいけない

ための新たな価値の創 出 につながると

日の朝に子どもが発熱したことがありま

バクスター株式会社 人事総務本部 人事部 人材開発

考えています」

した。幸い病児保育が見つかり、同僚の

イノベーション

越中谷さんには、４歳になる男の子が

サポートもあって、ピンチを切り抜けま

越中谷 順子さん

部長／バクスターの社員は、医療の分野で社会に貢

献したいという目的意識が強い。社員がそれぞれの分

野で専門性を発揮し貢献している姿を見ると、誇らし

い気持ちになります。

ねる RHIZOMATIKS を筆頭に、20～30 組。

AMBITION TOKYO（MAT）
」について、発

い世代にとっては、アーティストの本気
と、創造のエネルギーに間近で触れるチ

どこか日常からかけ離れたもののように

ャンスとなるだろうし、経済的に成熟し

感じるかもしれない。だが、例えばプロ

た層には、新しいタイプのアートマーケ

ジェクションマッピングという言葉に代

ットとして楽しんでほしい」

えてみたらどうだろう。プロジェクショ

最新技術が公開される場として、新し

ンマッピングのようなマルチメディアア

いアートシーンとして、またマーケット

ートは、今、大きな注目の的である。そ

の次なる形として。さらには日本らしい

の最前線たる作品が街を彩り、来場者は

伝 統 や、お も て な し に も 触 れ ら れ る

その中に身を置きながらライブに楽しむ

……。多様な視点から捉えた東京の個性

……。それが MAT の醍醐味だ。

や日本のネクストビジョンを、世界へ。

「会場は、六本木を皮切りに青山などに

都市で成長する画期的なこのイベントに、

も派生してきましたが、今年は東京ミッ

今後さらに注目してみたい。

Junji Tanigawa

谷川じゅんじさん

1965 年生まれ。スペースコンポーザー。2002 年、空間クリエイティブカンパニー JTQ

Inc.を設立。
「空間をメディアにしたメッセージの伝達」をテーマに、イベント、エキシ

ビション、インスタレーション、商空間開発などを構築。デザインと機能の両面から、
クリエイティブディレクションを手掛ける。
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INFORMATION
訪れて、
体感して、知る。
未来的アートの数々が東京の街を
ジャックする！
六本木ヒルズを中心に、AXIS ビル、東京ミッドタウン、青
山 INTERSECT BY LEXUS、そして東京駅が会場に。施設に
実装されたアート作品のほか、音楽イベント、トークショー
なども開催される。テクノロジーとクリエイターのパワーが

Information

多様な人材が活躍できる制度や環境が充実

バクスターでは「週５日まで在宅勤務が可能」
「フレキシブルなオフィス環境整備」
「IT 活用」など、技術や制度の革新を利用し
て多様で柔軟な働き方を可能にしている。また、各々のライフステージに合わせてワークライフバランスを保ちながら自然なキャ
リア形成を目指す「ナチュラル・キャリア・プロフェッショナル」を推進している。多様な人材が活躍できる企業文化を醸成す
るための教育研修や啓発活動にも取り組む。

一体となる、エキサイティングな瞬間に立ち会おう。
■ 日程 ： 2/9（月）～2/15（日）
〈7日間〉
■ 主催 ： MAT実行委員会
（六本木ヒルズ／JTQ Inc.／RHIZOMATIKS）
■ 詳細 ： www.mediaambitiontokyo.jp
‘14年度の作品より、右上：アーティストの小松宏誠作「Lifelog_Glider,Secret

Garden」
。右下：谷川さんとRHIZOMATIKSがタッグを組んだレクサスとのコラ

ボレーション作品。左：teamLab 作「世界は、均質化されつつ、変容し続ける」

14

六本木ヒルズの街の中にはいろいろなパブリックアートやストリートファニチャーがあるの、お気づきですか？ 全部で 個もあるんですって。 プラザにある大きな蜘蛛のオブジェ〝 ママン 〞でしょ、あとは、え〜っと……

アークヒルズを空から見ると、なんと約 ％が緑に覆われているんです。竣工から四半世紀以上の間に、屋上庭園などの緑がぐんぐん成長。都心とは思えないほど豊かに根づいているってわけです。

4

帰宅
夕食の準備

21 : 30

集中したい仕事は午前中に

「午前中は集中できるボックスシートで重
要案件を処理。午後は社内のカフェスペ
ースでリフレッシュしながら仕事をすること

18 : 00

19 : 30

出社前に今日一日の仕事のメドを立てる

「前日の退社以降に会社のアドレスに入
ったメールをチェック。対応すべき内容に優
先順位をつけ、
仕事の段取りを考えます」

保育園送り＆
出勤

17 : 00

朝のわずかな時間も我が子とエンジョイ

「新聞を読み、息子に朝食を食べさせたら、
Skypeで海外赴任中の夫と家族コミュニ
ケーション。毎朝10分、必ずこの時間を
確保しています」
2

8 : 00

8 : 30

1

「MEDIA AMBITION TOKYO」
が今年も開催される。3回目を迎え、会場のスケールもコンテンツも、
さらに
充実の予感。主催者のひとりである谷川じゅんじさんに、
イベントのフィロソフィーから展望まで、話を聞いた。

TEXT BY CHIHARU
MASUKAWA
EDIT BY RCKT/
Rocket Company*

MEDIA AMBITION TOKYO 2015

@HILLS

@HILLS ヒルズで働く女性たち

66

15

アークキッチン１周年！ この一年の一番人気は？

PHOTOGRAPHS BY
YOKO OHATA
EDIT & TEXT BY
RCKT/Rocket Company*

レストランからカフェ、
フードマーケットまでが集結したアークヒルズ サウスタワー
「アークキッチン」
は
ビジネスの中心地に出現した商店街のよう。各店舗が誇る人気メニューには、店の個性が詰まっています。

EVENT CALENDAR 1.1 2.28
六本木ヒルズ総合インフォメーション
www.roppongihills.com
☎ 03-6406-6000

C

D
A

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

六本木ヒルズ
Entertainment
Activity

1.12 MON.

B

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

Entertainment
Activity

1.17, 18, 2.7, 8

MOTTAINAIてづくり市＆フリーマーケット

小学生を対象に、日本の
「大統領」
を決める選挙イベントを
開催！こどもならではの目線で、これからの日本のあり方を
考えてもらい、イベント当日は最終候補に残った５名による
白熱した演説が繰り広げられます。あなたもぜひ、清き一票
を！
（ドリンクの無料プレゼントも実施）●場所：ヒルズカフ
ェ/ スペース ●時間：13：00～17：00 ●参加費：無料 ●
問：03-3615-0505

土曜は多くのてづくり作家による雑貨や小物が並ぶ “ てづく
り市 ”、日曜は衣類や雑貨などの“フリーマーケット”。傾向
の異なる２つのフリーマーケットが開催されます。ここでしか
出会えない掘り出し物が見つかるかも！ ●主催：青空個展
実行委員会＆東京リサイクル運動市民の会 ●場所：六本
木ヒルズアリーナ ●時間：11：00～16：00 ●入場：無料
●問：03-3384-6666 ●詳細： www.trx.jp

2.1 SUN. ‒ 2.14 SAT.

2.7 SAT. & 2.8 SUN.

Food & Drink

Entertainment
Activity

Entertainment
Activity

TOYOTA HARRIER CAFE
トヨタのラグジュアリーSUV・ハリアーの魅力を体感できる
期間限定カフェ。ハイブリッドモデルに加え、全面鏡貼りの
コンセプトカー「Mirror HARRIER」も展示。ハリアースペ
シャルブレンドコーヒーで寛ぎながらハリアーをご覧ください
●場所：ヒルズカフェ/ スペース ●時間：11：00～23：00
（予定）●入場：無料 ●問：0800-700-7700（トヨタ自動
車お客様相談センター ※9：00～18：00）

2.9 MOM. ‒

Entertainment
Activity

© 2014 Handle Productions Oy &
Pictak Cie © Moomin Characters ™

E

H

G

バレンタインスイーツ

フラワーバレンタインカフェ

スイートチョコレートでできたボールの中に、チョコレートス
ポンジとチョコレートクリーム、タヒチ産バニラをつかったク
レームブリュレを詰めた「サプライズボールショコラ」。大人
のためのバレンタインスイーツです ●場所：フィオレンティー
ナ ペストリーブティック（グランド ハイアット 東京 1F）●
時 間：9：00～22：00 ● 料 金：3,000 円（税 別）● 問：
03-4333-8713 ●詳細：tokyo.grand.hyatt.jp

毎年恒例のフラワーバレンタイン企画「あなただけのSweet
ブーケ」にプラス、今年はカフェが登場！ 花いっぱいの空
間で大切な方とスイートなひとときを。８日には干場義雅氏
のトークショー＆ライブイベントも開催 ●場所：ヒルズカフ
ェ/ スペース ●時 間：11：00～23：00（予 定）●入 場：
無料 ●問：03-3664-8739（花の国日本協議会 ※平日9：
30～17：30）●詳細：www.ﬂower-valentine.com

2.14 SAT & 2.15 SUN.
L

A 肉屋 格之進 F

No.1 MENU
ALL-STARS

E 戸田亘のお好み焼 さんて寛
大阪の老舗お好み焼店
「きじ」
丸の内店
店主の戸田亘のお好み焼店。大阪らし
い味つけと柔らかさが魅力の
「スジ焼」
（¥1,110）
は、お酒のお供にも最適と好評
●問：03-6441-3638 ●場所：B1F

J すし 京辰
江戸前寿司の京辰は、赤酢を使ったシ
ャリが特徴。人気の
「天然生本鮪赤身」
（一貫 ¥864）
は仕入れにより産地を変
えるこだわりが。写真は青森県大間産
●問：03-3586-1777 ●場所：B1F

黒毛和牛の希少部位までを使った幅広
いメニューが味わえる。人気の
「熟成L
ボーンステーキ」
（700g・￥13,608／写真
は約1kg）
はワイルドにかぶりつきたい
●問：03-3505-0298 ●場所：B1F

F スターバックス コーヒー
世界でも店舗が限られるスターバック
ス リザーブ® コーヒー取り扱い店。
「ド
リップコーヒー」
（トール¥345）
はその日
の気分でお好みのローストを楽しめる
●問：03-5572-6835 ●場所：2F

K 笑壷
毎朝築地で仕入れる鮮度の良い魚を提
供する笑壷では、お好み3種類選べる
「お刺身盛り合わせ」
（¥2,138）
が一番
人気。お店オススメ旬な魚を味わおう
●問：03-3505-3680 ●場所：B1F

M

N

B 福島屋（ナチュラルフードマーケット）

C Ruby Jack's Steakhouse & Bar

日本の伝統色の豊かさ、日々の食事の
あり方を伝える食のセレクトマーケッ
ト。あんこたっぷりの
「五ノ神おはぎ」
（2ヶ入 ¥370）
は売り切れ御免の一品
●問：03-6441-3961 ●場所：B1F

上質な肉を使用したステーキが魅力。
「RUBY’S リブアイステーキのチャー
グリルシーザー」
（¥3,500）
はお肉、サ
ラダ両方が味わえる人気メニュー
●問：03-5544-8222 ●場所：2F

G 酒 A々屋 暁月
蟹とおばんざいをつまみに日本酒を楽
しめる立ち飲みバル。つまみに最適な
「焼きタラバガニ」
（¥734）
は、男女問
わず気軽に楽しめる鉄板メニュー
●問：03-6459-1471 ●場所：1F

2.21 SAT. & 2.22 SUN.

H the 3rd Burger
「Real Fresh, Real Burger.」
をコンセプ
トにバンズやパティを店内で手作り。
店名を冠した
「the-3rd-burger」
（¥638）
はトッピングが絶妙な看板メニュー
●問：03-6459-1947 ●場所：B1F

L 炒飯専門市場 童童

M 春水堂

土鍋で作る炒飯が特徴の童童、オープ
ンから変わらず人気なのは五目トッピン
グが楽しめる
「プレーン炒飯」
（Mサイズ
1,058円）
。本格的な味を堪能してみて
●問：03-5545-5825 ●場所：B1F

台湾で国民的人気を誇るカフェ。
「タ
ピオカミルクティー」
（¥480）
は濃厚で
香り高いミルクティーとモチモチのタ
ピオカにファン多数
●問：03-6277-8622 ●場所：1F

『劇場版 ムーミン 南の海で楽しいバカンス』公開記念

!?

２月の『劇場版 ムーミン 南の海で楽しいバカンス』映画
初公開に合わせて、六本木ヒルズ内各所で記念イベントを
開催。大人気の「ムーミン」のグッズショップや映画とのコ
ラボレーション・カフェのほか、レストランやカフェではムー
ミンの世界観を表現したスペシャル・メニューも！ ●場所：
アート＆デザインストア、ヒルズカフェ/スペースほか ●時間：
各会場により異なります ●入場：無料
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「Moomin

Entertainment
Activity

meets Roppongi Hills」

2.24 TUE. ‒ 2.28 SAT.

Entertainment
Activity

©F.C.TOKYO

K

J

Entertainment
Activity

D FERMiNTXO BOCA
バスク地方で修行を積んだシェフの
ガストロバル。
「フェルミンチョボカ」
（¥1,200）
は自家製パンにイベリコ豚を
たっぷり100g挟んだ贅沢な一品
●問：03-6426-5760 ●場所：1F

I Château Mercian Tokyo Guest Bar
山梨県勝沼のシャトー・メルシャン
直営のワインバル。
「長野メルロー」
（120ml ¥864）
と
「フランス産鴨むね肉
のグリル」
（¥864）
で至福の一時を
●問：03-6441-2230 ●場所：B1F

TOTO NEOREST Valentine

Jリーグ FC東京イベント

「Safari」
×
「WWD JAPAN」2誌合同
ファッションイベント
『六旅』

２月に新登場するTOTOウォシュレット一体形便器「ネオレ
スト」とバレンタイン・デーを記念して、２日間限りのスペシ
ャルなイベントを開催します。トイレとバレンタイン？ 一体ど
んなイベントが繰り広げられるのか……ぜひ会場でお楽しみ
ください ●主催：TOTO 株式会社 ●場所：ヒルズカフェ/
スペース ●時間：11：00～21：00 ●入場：無料 ●問：
03-6836-2171

2015 年３月７日のシーズン開幕に向け、Jリーグ・FC 東京
がイベントを開催。21日はサッカー教室やキックターゲット
などの体を動かせるプログラム、22日は FC 東京のプロ選手
が来場してのトークショーなどを実施予定。イベント詳細は
決定次第、FC 東京ホームページ www.fctokyo.co.jp にて
発表します ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時間：11：
00～16：00 ●入場：無料 ●問：03-3635-8985

“ 六本木 ”を象徴する二大拠点・六本木ヒルズと東京ミッド
タウンを、男性ファッション誌「Safari」とファッション専門
紙「WWD JAPAN」が一体化させるイベントを開催 ●場所：
六本木ヒルズ（大屋根プラザ）・東京ミッドタウン（アトリウ
ム）近郊 ●時間：11：00～21：00 ●入場：無料（一部
有料）●問：03-5543-1131（日之出出版）
、03-5786-0620
（INFAS パブリケーションズ）●詳細：www.66project.jp

N Brianza 6・1
2014 年度版ミシュランでビブグルマ
ンに選出されたイタリアンの店。釜で
焼き上げる
「ピッツァ マルゲリータ」
（¥1,000）
はテイクアウトも可能
●問：03-5545-5025 ●場所：B1F

ANNOUNCE

NEW OPEN
12.12 FRI.

六本木ヒルズ

1.22 THU.

六本木ヒルズ

アークヒルズ仙石山森タワーにはナント 「枯れ木」が約 本植わっています。鳥や昆虫が巣をつくるには枯れ木が必要なんだとか。お陰でコゲラなど、都心には珍しい鳥たちが 種類も観察されているそう。

虎ノ門ヒルズには、ダンパーやブレースなど、地震があった時に建物の揺れを抑える「制震装置」が３種類、なんと１２１８基も設置されています。これなら、わたしの嫌いな地震が来ても心強いかも！

未来の日本を考えるこども向けイベント
こども大統領選挙・本選

1.21 WED. ‒ 1.27 TUE.

F

I

EVENT CALENDAR

ARK KITCHEN 1st ANNIVERSARY

ARK KITCHEN 1st ANNIVERSARY

1.5 MON. ‒ 4.24 FRI. 六本木ヒルズ

15
みなさんぜひ
参加してくださいね！

1st ANNIVERSARY EVENT

牧野浩二さん

1/14（水）～1/31（土）

アークキッチン 東京都港区六本木1-4-5
アークヒルズ サウスタワー内

アークキッチンでは、期間中のご利用金額に応じて素敵な賞品が当た
るガラポン抽選会
（抽選期間：1/29
（木）
～31
（土）
の 14：00～20：00）
や、1/19
（月）
～22
（木）
の期間中、ヒルズカードのご利用ポイント
がアップするポイントアップキャンペーンなど、1周年の感謝の気
持ちを込めた様々なイベントを企画中。詳しくは、アークキッチン
内のポスター、www.arkhills.com/をチェック！

戸田亘のお好み焼
さんて寛 店長

ガラポン抽選会、
私たちも楽しみですね。

木村 沙緖里さん
春水堂 店長

バルバッコア
ブラジル国内で圧倒的人気を誇る有名シュラスコ料理専門店。
岩塩のみで焼き上げた串刺しのお肉を、お客様の目の前で
豪快に切り分けて提供します。店内中央にある豊富な種類
のサラダバーもオススメです ●場所：ウェストウォーク5F
● 問：03-5413-3663 ● 時 間：Lunch11：00 ～15：00
（L.O.14：00）
、Dinner17：00～23：00
（L.O.22：00）
土・日・祝 Lunch 11：00～16：00
（L.O.15：00）

六本木いなきあ
長浜漁港直送鮮魚の存在感を力強くご提案、至高の酒と肴
をご用意しております。個室で嗜む今宵宴は煌びやかに粋ら
しく、移ろう季節を感じる四季折々のお料理に乗せて。和の
食の愉しみと集い合う人と人との縁（えにし）を大切に。ゆ
ったりとした時間が流れる空間で、洗練されたお料理とサー
ビスをお楽しみください ●場所：ウェストウォーク5F ●問：
03-5414-7268 ●時間：11：00～23：00（L.O.22：00）

改修工事のお知らせ
アーツセンターギャラリー/ 森美術館 / 展望台・東京シティ
ビューは、施設および各種設備の修繕と展示空間の改修を
行うため一時休館とさせていただきます。4/25（土）のリニ
ューアル後、森美術館のオープンを飾るのは「シンプルなか
たち展」。また、新たに森美術館の所蔵作品をご紹介する
「MAMコレクション」などを展開。世界の現代アートをより
多角的に体験する場へと生まれ変わります。

※価格は全て税込みです。
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EVENT CALENDAR

表参道ヒルズ
1.1 THU. ‒ 1.18 SUN.

Entertainment
Activity

1.1 THU. ‒ 1.4 SUN.

アークヒルズ
Entertainment
Activity

毎週土曜日開催

Food & Drink

※星野リゾート トマム

福おみくじ抽選会 2015

TRAVEL JAPAN! 写真展

ヒルズマルシェ in ARK HILLS

お正月の４日間に福袋をお買上げ、福メニューをご注文いただい
た方に、福おみくじの抽選券を贈呈します。おみくじで素敵な賞
品をゲットして今年の運だめしを！ 豪華賞品として、星野リゾート
や和心地な温泉旅館
「界」
の宿泊券等がその場で当たります。 ※
賞品が無くなり次第終了 ●場所：本館 1F メインエントランス ●
時 間：11：00～20：00 ● 問：03-3497-0310 ● 詳 細：www.
omotesandohills.com

星野リゾート × sesame の冊子「TRAVEL JAPAN!」
に掲載
された星野リゾートの美しい風景を楽しんでいただく写真展
を開催。お気に入りの星野リゾートを見つけてみてください。
1/5～18 の期間、税込 5,400 円以上をお買上げの方に、星
野リゾートの宿泊券が当たる抽選券をプレゼント！ ●場所：
本館 1F メインエントランス ●入場：無料 ●問：03-34970310 ●詳細：www.omotesandohills.com

冬のヒルズマルシェで、元気で旬な土曜日を！ 産地直送の
野菜・果物等が並ぶヒルズマルシェには、
「つくり手」たち
がこだわった商品が並びます。新鮮でおいしい旬の食材で、
冬の冷えた体を元気にしませんか？ ※ 1/3, 10 はお休み ●
場所：アーク・カラヤン広場 ●時間：10：00～14：00 ●
入 場：無 料 ●問：03-6406-6619（10：00～18：00 日曜
祝日除く）●詳細：www.arkhills.com

1.3 SAT. ‒ 1.7 WED.

Entertainment
Activity

都心の桜の名所として大人気のアークヒルズ。全部で１５０本の桜の木があるのですが、ソメイヨシノのなかにたった１本だけ「大島桜」が混ざっています。桜が咲いたら、お花見がてら探しに来てくださいね。

ROSES. Charity Art Exhibition
77 トート・アートプロジェクト

子どもたちの教育支援を目的としたチャリティーイベント。
薔薇をモチーフにしたアート作品の展示販売のほか、世界
で活躍する77 人のアーティストによりアートワークされた、
ROSES. オリジナルトートバッグの展示やオークション販売も
●場所：本館 B3F スペース オー ●時間：11：00～21：00
（1/3, 4 ～20：00、1/7 ～18：00）● 入 場：無 料 ● 問：
03-3497-0310 ●詳細：www.roses-art.com

11.21 FRI.

毎月第４日曜日開催

キッズの森ワークショップ

赤坂蚤の市 in ARK HILLS

キッズの森では、季節に合わせたイベントや、お子様の想
像力や感性を育てながらご家族で楽しんでいただけるワーク
ショップを、週末を中心に随時開催しております。開催内容
や参加ご予約方法などの詳細は、キッズの森 HP にてご確
認ください ●場所：本館 B2F キッズの森 ●時間と料金：
ワークショップによる ●問：03-3497-0310 ●詳細：www.
omotesandohills.com/kids-no-mori

アンティーク雑貨やジュエリーなど、ライフスタイルを彩るさ
まざまな品物が並ぶ蚤の市を毎月第４日曜日に開催中。会
場には、美味しいフード・キッチンカーも並びます。自分だ
けの「お気に入り」を見つけにぜひお越しください ●場所：
アーク・カラヤン広場 ● 11：00～17：00（1, 2 月は 16：
00 まで）● 入 場：無 料 ● 問：03-6406-6663（10：00～
17：00）●詳細：www.arkhills.com

ファションにおいてもジュエリーにおいても、時代を切り開くとともに、
時流に流されることのないデザインを
実現してくれる――ヒルズにオープンするそんな３つのショップをご紹介します

表参道ヒルズ

12.13 SAT.

表参道ヒルズ

2.27 FRI.

表参道ヒルズ

フェスタリア コレツィオーネ

UNO de 50（ウノデ シンクエンタ）

イイザ ローン トーキョー

フェスタリア発のシーズナブルでパワフルなコレクションをい
ち早く展開するコンセプトショップ “COLLEZIONE”。ジュエ
リーが彩る楽しさのサプライズと煌めきをご提案します。ファ
ッション界のカリスマディレクターNICOLA FORMICHETTI
監修のユニセックスジュエリーも世界に先駆けて今冬発売し
ます ● 場 所：本 館 B1F ● 問：03-6721-1492 ● 時 間：
11：00～21：00
（日～20：00）

スペイン発のクリエイティブアート集団によるジュエリーブラン
ド。
「クリエイティブ」
「独自のスタイル」
「大胆さ」
「100％手
作り」をコンセプトに、流行に流されない独創的なデザイン
が職人により細部まで表現されています。デザインから仕上
がりまで全工程をマドリードの本社でハンドメイドにて制作さ
れています ●場所：西館 1F ●問：03-3470-8801 ●時間：
11：00～21：00（日～20：00）

イエリデザインプロダクツの代表・手塚浩二氏がデザイン＆
プロデュース、40 代男性に向けてネオ・ダンディズムを提
唱するトータルブランド。シーズンテーマは持たず、手塚氏
のシーズンの気分をベーシックアイテムに落とし込み、トレン
ドに流されない、愛着を持って長く着れる服を一つ一つ思
い入れを込めて形にしています ●場所：本館 B2F ●問：
03-3460-1775 ●時間：11：00～21：00（日～20：00）

PRESENT!
1

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

アークヒルズライブラリー
１日トライアルチケット
５名様

2

シェアをテーマにした、新しいスタイル
の会員制ライブラリー。朝７時から深
夜０時まで開館。勉強や仕事、打合せ
など目的に合わせて使いわけできる３
つの空間は、東京湾までも一望できる
眺望と会員制ならではのプライバシー
とセキュリティを完備。

［ 応募締切 1.15 THU. ］

ROSES. Charity
Bracelet
10名様
ROSES. がデザインし途上国や
東北被災地の女性への職業支
援の一環として、現地の方々に
制作していただいたフェアトレ
ード商品。ブレスレットだけでな
く、携帯ストラップやブックマー
カーとしても使用できます。

3

トラのもん 公式グッズ
「トラのもん
レジンフィギュア」
２名様
「トラのもん」公式グッズ待望の
第２弾！ 1/5 から2/28まで虎ノ
門ヒルズの臨時ワゴンショップ
限定で発売される手のひらサイ
ズのフィギュアをプレゼント。

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

表参道ヒルズ

●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。

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

'

発行／森ビル株式会社 東京都港区六本木6-10-1 Cooperation：CONDE NAST STUDIO Editor in Chief : Naoya Sasaki Art Director : Yasushi Fujimoto
（cap） Designer : Sayumi Kishi Momoko Koizumi

広告に関するお問い合わせ 六本木ヒルズ スポンサードメディア事務局 TEL: 03-6406-6412/ FAX: 03-6406-6414 ※掲載の情報は変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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Entertainment
Activity

※ 1/12（月・祝）開催 ミニ盆栽作りワークショップ

～表現者77人からのメッセージ～

NEW OPEN

Entertainment
Activity

随時開催中

の家の鍵。

1. パ リ の Lys Maison の 家 具 を ラ
ンダムに配したリビング。2. 共にパ
リ出身のトロシュ夫妻。3. 写真家・
横須賀功光の作品が飾られた玄関。
4. リビングの東側には、広々とした
テラスが。木々の緑を間近に臨み、
自然との一体感を得られるのは低層
住宅ならでは。5. パリの古地図と、
現在の東京・ニューヨークを組み合
わせた写真作品が飾られたダイニン
グ。6. カール・ラガーフェルドがシ
ャネルのために製作した作品も。

5

下、リビングダイニングまで、センスよく飾られているア
ート作品の大半は、日本人フォトグラファーの作品だ。
「写真に関して言えば、東京は世界でもトップクラス。パ
リ、ニューヨークに次いで、注目を集める都市なんです」
と、カロリーヌさんは説明する。一方、家具はほとんどが
パリから持ち込んだヨーロッパ製だ。
「日本の写真家の作
品とヨーロッパ製の家具を組み合わせることで、日本とヨ
ーロッパの融合を表現しています。同時に、パリから来た
私たちが東京に住んでいることも象徴しているんですよ」
神社のお祭りに参加するなど、地元のコミュニティ活
動にも積極的に参加して日本文化への理解を深める一方
3

で、週末には麻布十番や六本木の街に出て「フランス風の
クロワッサンを買うのが楽しみ」と、トロシュ夫妻。日仏
両国の文化・伝統を身近に感じることができる、都心の“国
際居住区”での暮らしを満喫している。

1

13

元麻布ヒルズ

4

“森の都市”をコンセプトとした
レジデンスで都会の喧騒と
無縁の生活を送る

麻布十番、広尾、六本木などに程近い立地ながら、昔な
がらの閑静な住宅地が残る港区元麻布。外国人も多く住
まう、国際色豊かなこの街に佇む元麻布ヒルズは、敷地の
約半分を緑豊かなオープンスペース「四季の丘」が占める。

大使館やインターナショナルスクールが
点在する“国際居住区”に位置する元麻布ヒルズ。
都心ならではの利便性を享受しつつ、
自然と親しみ、四季折々の変化を体感できる、
現代人が理想とする暮らしがここにある。

宅で仕事をするカロリーヌさんにとっては、フロントスタ

キュリティ体制も万全。ファミリー層から特に高い支持を

ッフの存在も頼もしく感じた。
「地図に載っていないよう

得るレジデンスだ。

な小さなギャラリーに出かける時など、本当に頼りになり

「ここは本当に静かだし、目の前に視界を遮る建物があり
ません。テラス越しに外を眺めていると、郊外にいるよう
な錯覚すら覚えます」
。笑顔でそう語るのは、元麻布ヒル
ズの一画に建つ低層棟、フォレストテラス

Photographs by Satoshi Nagare Text by Seishi Isozaki
Edit by RCKT/Rocket Company*

2
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都心ならではの利便性と緑豊かな住環境を兼ね備え、セ

ます」と、評価する。引っ越して以来、
「不満を感じたこと
はない」と、口を揃える。

イーストに住

ワーに住むという選択肢もあったが、夫妻は低層棟での

むトロシュ夫妻。不動産関連の仕事に就くフランソワさ

暮らしを選ぶ。
「隣接する寺院の屋根や庭を借景にしたテ

んと、アートコンサルタント・キュレーターとして活動す

ラスからの景観がいいでしょう？ 高層階から見下ろす都

るカロリーヌさんは、2010 年に 2 人の息子を伴い、パリ

会のパノラマも素晴らしいと思いますが、私たちは木々

から東京に移り住んだ。

の緑や歴史を感じる建物を間近に見られる部屋のほうが

東京での住まいを探す際、トロシュ夫妻が重視したの
は、近代的な設備と落ち着いた住環境を両立しているこ

6

特徴的なフォルムを描く高層レジデンス、フォレストタ

落ち着くと思いました」
。他では滅多に見られない、キッ

チンを囲むように部屋が配置された間取りも大いに気に

とだった。その点で、元麻布ヒルズは非常にバランスが良

入った。夫妻がホームパーティを開く際、子どもたちのプ

い物件だったという。新築の物件と比較しても、建物自体

ライバシーを保つことができ、だからといって、リビング

の耐久性や耐震構造はなんら引けをとらず、各戸の内装

ダイニングと完全に分断されることもない。
「とても使い

に使われている建材のクオリティも高い。棟内にヒルズ

勝手がいい」と、笑顔を見せる。

スパを併設しているのも、
「泳ぐのが大好き」と言うフラ

アートに造詣が深い夫妻にとって、作品を飾れる壁面

ンソワさんにとって、願ったり叶ったりだったという。自

が多かったことも、好評価につながった。現在、玄関、廊

元麻布ヒルズ
Motoazabu Hills
■ 所在地 : 東京都港区元麻布 1-3-1 ～ 3
■ アクセス : 地下鉄
「麻布十番駅」徒歩 7 分、
地下鉄
「広尾駅」徒歩 13 分
■ サービス : 24 時間フロントサービス
（バイリンガル対応）
、ドアマン＆
ポーターサービス、室内設備メンテナンス
（一部有料）
、
ハウスキーピング
（有料）• 備考：ペット可
（飼育できるペットに制限あり）
。トランクルーム、駐車場あり。
棟内のスパ＆フィットネス
「元麻布ヒルズスパ」のほか、
都内 5 カ所にある
「ヒルズスパ」利用可
（利用料は別途）
。

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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ROOTS

ジャウメ・プレンサ《ROOTS》
2014 年 11 月、虎ノ門ヒルズに設置されたパブリックアート。

sculpture by Jaume Plensa

芝生の広場に置かれ、昼は文字を通じて日差しが入り、夜は
白く輝く姿が夜空に浮かび上がります。膝を抱えたポーズは
自分の内面にある美しさを意識するためのものだそう。新虎
通りから見上げると白い頭をのぞかせる、街の新しいシンボ

虎ノ門ヒルズに現れたパブリック
アート、
《 ROOTS （
》ルーツ）に込めた
ジャウメ・プレンサの思い。

ルです。 ■ 場所：虎ノ門ヒルズ オーバル広場

虎ノ門ヒルズに現れた白い巨人。
《ROOTS》と名付けられた
巨人は、世界中のいろいろな文字でできています。
作者はスペインのアーティスト、ジャウメ・プレンサ。
世界中にこんな巨人や、人々が休める屋根を作っています。
森美術館館長、南條史生が彼のアートの秘密を聞きました。
Photographs by Junpei Kato Text by Naoko Aono
Edit by RCKT/Rocket Company*

世界中の文字で、文化の調和を表す。
̶̶ プレンサさんが文字を使ったアートを作るようになったきっか
けを教えてください。
ジャウメ・プレンサ（以下 P） 父がたくさん本を持っていて、私は

̶̶ 文字はそれぞれの文化

文字や文章に惹かれていました。そこで、文字を肌に刻み込んだよ

を象徴するものですが、その

うな人体の彫刻をつくったらどうだろうと考えたのです。こうするこ

文化の違いがときにあつれき

とで、見ることのできない記憶を彫刻にとどめておくことができま

を生むこともありますね。

す。最初は自分の国のアルファベットだけを使っていたのですが、

P

他の言語の文字もあわせて使うようになりました。よく使うのは日

異なる文化が調和することも

確かにその通りですが、

本語、中国語、アラビア文字、ラテン文字など 8 つの文字の組み

あります。人々を争わせるの

合わせです。この 8 つの文字で世界中の大部分の言語を表すこと

は政治家や経済的な利益を追求する人たちであって、普通の人はあ

ができます。こうしてグローバル・コミュニティの美しいあり方を表

つれきを作ろう、などとはあまり考えていません。私たちには同じ色の

現したいと思ったのです。

血が流れていますし、誰もが家族と平和に暮らしたいと願っています。
もちろん違いもありますが、それは個性でしかありません。私はそうい
った個性や人生の美しさを伝えるために作品をつくっているのです。
̶̶《 ROOTS》というタイトルの由来を教えてください。

OTHER WORKS

P

日本では伝統と前衛という相反する要素がともにあって、そこか

らさまざまなものが生まれているのに感銘を受けました。この作品は
伝統という「根」
（ルーツ）が大地から伸びて、前衛という枝へと変化
する様子を現しています。
̶̶ 《 ROOTS》は東京の真ん中にある大きなビルの隣に置かれて
いますが、何か特別に配慮されたことはありますか。
P

かっちりしたビルの前に置くので、有機的な形にしました。こ

んな大きなビルと張り合っても仕方がないですからね（笑）。虎ノ門

ヒルズではたくさんの人が働いていますし、訪れる人も大勢いま
す。私の彫刻がビルと、働く人々との架け橋になるといいと思って

House of Knowledge, 2008 フランス・ボルドー市での展示風景（2013）
Photos: Thomas Sanson, Ville de Bordeaux

この作品を作りました。
̶̶ プレンサさんがパブリックアートを作る理由は何ですか？
P

美術館やギャラリーもいいけれど、毎日の暮らしの中にアートが

あることで、思いもかけない方法で人々に美を楽しんでもらうことが
できます。私の作品とその場所のコミュニティとが相互作用を起こし、
街に新しい魂を吹き込まれるのを見ると私自身とても勇気づけられる

Conversation à Nice, 2007 ニース・中央広場での展示風景
Polyester resin, stainless steel and light 7 elements, 12 meters high
Permanent installation at Place Masséna, Nice, France
Photos: Eric Boizet © Ville de Nice
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Echo, 2011 ニューヨーク・マディソンスクエア公園での展示風景
Polyester resin, fiberglass and marble dust
14 meter high View at the Madison Square Park, summer 2011
Collection: Olympic Sculpture Park, Seattle Art Museum, Seattle, USA
A gift from Barney A. Ebsworth Collection
Photos: James Ewing © Madison Square Park

思いがします。アートが街や周囲の自然と調和し、豊かなパブリック

ジャウメ・プレンサ

スペースを生み出すことが私の夢なのです。

1955 年スペイン生まれ。鉄やブロンズ、
ガラスを素材に、アルファベットなど世界
の文字をモチーフにした、独自の空間を
生み出す立体作品を作っている。瀬戸内
海の男木島やロンドン、ニース、シカゴ
など世界各地に作品が設置されている。
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HILLS & SPA LIFE
スパ・パートナーと共に｜ピラティスレッスン｜ヒルズスパ

PRIVATE PILATES
筋力強化と同時に柔軟性を養えるピラティス。
ヒルズスパでは、その効果をより短期間で
実感できるプライベートレッスンが始まった。
それは日常生活のパフォーマンスを上げる、
しなやかな身体を作る画期的なレッスンだ。
Photographs by Kayoko Aoki Text by Kimiko Yamada

働く現代人の生活にマッチした
しなやかで機能的な身体を作る。
今やさまざまなジムやフィットネスクラブでも
導入されているピラティス。もともと 1920 年代
に、ドイツ人従軍看護師ヨーゼフ・ピラティスが
負傷兵のために開発したエクササイズと言われ、
体幹はもちろん、全身の筋力強化や柔軟性、筋持
久力の向上効果が指摘されている。さらに最近で
は、身体のコンディショニング効果に注目が集まり、
肩凝りや腰痛などオフィスワーカーの慢性的な悩み
に有効なことから、日常的なトレーニングとして男
女を問わずレッスンを受ける人が増えている。
ヒルズスパでは、そんなピラティスをマンツー

専任トレーナーに聞く、
プライベートピラティスの利点。

Mika Kamio｜神尾 美圭
ヒルズスパ トレーナー
健康運動実践指導者。

マンで指導するプライベートレッスンがスタート
した。
「筋力トレーニングを行う方が増えている昨

Q 「プライベートピラティス」とは？

今、鍛えると同時に美しい筋肉を付けるため、身

A

体の歪みを改善したいと願うゲストも多い。そん

深層部を使いながらしなやかで、歪みのな

なニーズに最適なのがピラティスです」と専任ト
レーナーの神尾美圭さん。彼女はプロアスリート
の故障予防やリハビリテーションで用いられてい
る骨格を整えるメソッドを一般の方たちにも応
用。難易度を調整し、ギックリ腰など硬い身体に

筋力トレーニングとは異なり、筋肉の

す。主にマットの上で裸足になり、呼吸も
整えながら、背骨や骨盤、肩甲骨などを意
識することで身体感覚を高めていきます。
Q

通常のグループレッスンと違う点は？

A

グループレッスンではできない個人の

目的にあったピラティスに集中するため、

ていく。個人別に指導することで、より短期間の

最短で最大の効果を上げることができま

うちに各ゲストの目的に合った身体を作り上げる

す。個 人 指 導 な の で 周 囲 の 目 を 気 に す る

ことができるのも利点だ。

こ と な く、細 か い 動 き に ま で 行 き 届 い た

「ピラティスは背骨や骨盤に意識を集中させ、深層

トレーニングができる点も魅力です。

の構造を理解した上で行うことが大切。レッスン
時には骨格模型などを使い、目で確認すると共に
自身で感覚を掴めるようイメージをふくらます指
導を行います。不調のない機能的な身体を作るこ

ラティスを担当。メンバー自身が体
に対して発見や興味を持てる、個
人に寄り添ったレッスンを行なう。

い芯の強い身体を作ることを目的としま

特有のトラブルが起こりにくい快適な身体を作っ

部の筋肉を使いながらレッスンをするので、身体

BASI Comprehensive Teacher
Training Course (Mat ) 取 得。
2014 年 11 月からプライベートピ

Q

特にどんな人に向いている？

A

ピラティスはリハビリテーションから

アスリートの怪我予防まで、幅広い方々に
有効。基本的に身体の歪みを無くしていく
メソッドなので、特に肩こりや腰痛など慢
性的な痛みを持つ人に有効です。日常的に

とはジムワーク最大の目的。そのための画期的なメ

トレーニングをされている方のコンディ

ソッドを常に生み出すのが、ヒルズスパなのです」

ショニングとしてもお勧めできます。

INFORMATION
ヒルズスパは、 1 六本木ヒルズをはじめ、 2 アークヒル
ズ、3 アークヒルズ仙石山森タワー、 4 元麻布ヒルズ、
5 愛宕グリーンヒルズに施設をもうけ、アクセスのしや
すさが大きな魅力になっています。パーソナルトレーニ
ングやエステティックメニューも充実するなど、魅力満
載の都会のスパ。入会審査有り。

アークヒルズスパ
ARK HILLS SPA

2

ヒルズスパ仙石山

3

HILLS SPA SENGOKUYAMA

5

愛宕グリーンヒルズスパ

ATAGO GREEN HILLS SPA

1
六本木ヒルズスパ

ROPPONGI HILLS SPA

東京タワー

TOKYO TOWER

4
元麻布ヒルズスパ

MOTOAZABU HILLS SPA

ヒルズスパ会員募集中
入会お問い合わせ 03-6406-6808
www.hillsspa.com
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都心で増加中の謎の鳥

BIRD
WATCHING

スズメ

有栖川宮記念公園の高い梢から降ってき
たのは、ギャーギャーという、熱帯のジ
ャングルさながらの騒がしい声。
「飼い
鳥が野生化したワカケホンセイインコで
すね。河川ではブラックバスなどの外来
種による生態系の破壊が問題になってい
ますが、鳥は実害がないため、野放し状
態なんです。もっと対策をもって生態系
を守らないと」
と先生は渋い顔。

HILLS AREA WALKING GUIDE

ドバト
バト

Illustration by Shinji Abe Map by Michiyo Miyako
Edit by Akiko Wakana

ハ
ハシブ
トガ
トガラ
ガ ス
ハシブトガラス

ルート：六本木ヒルズ周辺

飛ぶ高さはヒルズ並み
六本木ヒルズの高層住宅棟は地上約
六本木
本木ヒルズ
ヒルズ
ヒル
ルズの
上約
約
160m、ブリッジから見ても雲を突く高
160m、ブ
16
160
m、ブ
m、ブリッジ
ブリッ
リッジ
リッジ
く高
高
さ。先生曰く、
「一概には言えませんが、
さ。先生曰
さ。先
生曰く
生曰
曰 、
「一
んが、
鳥はあのくらいの高さを飛ぶこともあり
鳥はあのくら
鳥はあ
のくらいの
のくら
いの
ますよ」
。ふだん気づいていないだけで、
ます
ますよ
」
。ふ
ふだ
だん気
ん
都心ではカラスやハト以外にも、さまざ
都心ではカ
都心で
はカラスや
はカ
や
まな鳥たちが飛び交い、地上に降り立っ
まな鳥たちが
まな鳥
たちが飛び
たちが
飛び
ては、小さな茂みや広い水辺でひっそり
小さな茂み
小さな
茂み
みや広い水辺でひ
辺でひ
ひっそり
っそ
ては、小さな
と暮らしているんですね。
と
と暮ら
してい
ているん
てい
るん
んですね
んで
です
すね。
すね
ね

ホンセ
ンセイ
ンセ
イ
ワカケホンセイ
インコ

ヒヨドリ
ヒヨド
リ

鳥は声で覚えよ
一日中耳に入ったのは、ヒーヨ、ヒーヨ
というヒヨドリの甲高い声。
「鳥は 90％
以上、声で探します」
と先生。
「まず耳で
聞いて、それから目で探すんです。特に
初心者は姿が見えないとおもしろくない
ので、その意味でも鳥が見やすい冬はバ
ードウォッチングを始めるのに最適な季
節です」
。雪の翌日なども鳥が見えやす
も鳥が見
鳥が見えやす
えやす
す
くおすすめだとか。

ハクセキレイ

メジロ
ロ

柿の木は万能選手

都会にもカワセミ

木の葉が落ちて渡り鳥が
落ち
ちて渡り鳥が
飛来する冬は探鳥に適した季節。
コツをつかめば、
六本木ヒルズ周辺で１日に
22 種もの鳥が見られます！

コンクリートで護岸された古川にカワセ
ミ発見！これもまた本来は海辺の断崖絶
壁に生息するイソヒヨドリと縄張り争い
をしています。ティティティティ……と
小さく鳴くカワセミの、飛ぶ際に広げる
羽根の青の色が美しい。水面近くには虫
取りに夢中なハクセキレイも。
「すごい場
所で生きているんだな、僕にはとても住
めない」
と、しばし鳥と同化する先生でした。

カ
カワ
カワセミ

シジュウカラ
シジュ
ウカラ
カラ

イソヒヨドリ
イソ
イソヒ

群れて安心、冬の小鳥たち

毛利庭園の水辺に立つ一本の柿の木には
色づいた実がたわわに実り、ヒヨドリ、
スズメ、シジュウカラが鈴なりに。チィ
ーチィーというメジロの喜びの声も聞こ
えます。
「水目当てで下りてきたら運よ
く柿の木もあったんでしょう。鳥は甘い
もの好きですから。柿はどんな鳥にも万
能です」
。一本の柿の木さえあれば、鳥
は自然に集まってくるのです。

明るい林で小鳥が群れで動き回っていま
す。時折ジーと、か細い声。
「コゲラと
いって、日本でいちばん小さいキツツキ
です。メジロやシジュウカラと混群を作
っているんですね。冬は集団でいた方が
安全で、エサを探すにも効率がいいんで
す」
。山地ではこれにエナガやヤマガラ
が加わります。慣れてくると、鳥が好む
場所もわかってくるとのこと。

秋冬のツートップ
「日本では秋といえばモズ、冬といえば
ツグミです。モズはスズメより少し大き
く、肉食なので嘴が鋭いんです」
。ジキ
ジキジキ……というモズの声を聞きなが
ら、
「あの声を聞くと、我々は秋だなあ
って思うんです」
としんみり。もう一羽
の代表、胸に黒いうろこ模様のあるツグ
ミは、シベリアからのお客様。教育園の
隣にあるどんぐり遊園でしみじみ柿の実
をつついていました。

鳥の個性を楽しむ

モズ

コゲラ
コ
コゲ

アカゲラ
アカ ラ
アカゲ

自然教育園の深い森を歩いていると、ど
こからか、グェー！という怪鳥の声が。
「今
の恐竜みたいな声はアオサギです」
。急
いで水辺に行くと、頭に冠羽をつけ、長
い首を伸ばして池の魚を待ち伏せ中。
「鳥
ってじっと見ていると、それぞれにおも
しろい動きをするんです」
「あいつは日が
な一日ああやっているんです」
と言う先
生の言葉には、なぜか羨ましそうな響きが。

冬は山から里へ下る鳥も
冬

シメ

カルガモ
カルガ
ルガモ
ルガ
モ

自然教育園の高い木立から聞こえるキョ
自
ッキョッという声は、
「アカゲラですね。
ッ
キツツキの仲間です。夏は山地にいて、
キ
冬になると低地に下りてきます」
。少し
低い木立でツピ！と鳴くシメは、北方か
ら渡ってくる冬鳥。
「冬は、ふだん見ら
れない鳥が都会でも見られて、お得な季
節なんです」

カモは日本へ婚活に

ツグミ
グミ
ミ

キジバト
鳥にいい森、人にいい森
国立科学博物館附属 自然教育園
港区白金台5-21-5 ☎ 03-3441-7176
白金台どんぐり児童遊園

港区白金台5-19-1 ☎ 03-5421-7615
八芳園

港区白金台1-1-1 ☎ 03-3443-3111
有栖川宮記念公園

港区南麻布5-7-29 ☎ 03-3441-9642

アオサギ

結婚式場の八芳園では庭園を散策できま
す。美しく手入れされたお庭で見かけた
鳥はヒヨドリ、メジロ、キジバト、シジ
ュウカラと人慣れしたメンバーばかり。
目と鼻の先にある、鬱蒼とした森の自然
教育園で見られた鳥の姿はここでは皆無。
小暗い茂みや木の実などがないせいでし
ないせいでし
ょうか。
「鳥の好きな森と人間の好む森は
人間の好む森は
違うんですね」
との先生のつぶやきに納得。
ぶやきに納得。

有栖川宮記念公園の池にはカルガモが。
「カモの仲間は逃げないので、じっくり
観察できて、初心者向けの鳥です。都会
でも冬はカルガモやマガモやオシドリが
よく見られます。白鳥もカモの仲間です
よ。カモはオスがきれいな種が多いんで
す。越冬しに日本へ来てつがいになって
繁殖地に帰る。都会で嫁さん見つけて実
家に帰る、みたいな感じでしょうか」

毛利庭園

港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ内
☎ 03-6406-6000

石田光史 アルパイ
パインツアーサー
ングツアー事業
ビス㈱ネイチャリングツアー事業
部にて国内バードウォッチングツ
ドウォッチングツ
歴約 35 年
アーを担当。探鳥歴約

アオジ

冬の探鳥は地面を見よ

シロハラ

「冬は木の上よりも地面を見ます。なぜ
なら冬は鳥が地面に下りてエサを探して
いることが圧倒的に多いんです。草むら
や水際、道の際など、冬は下を見て歩き
ます」
と先生。案の定、灌木の奥にウグ
イス、枯れ草の上にアオジを発見。しか
し先生にはすぐ見えても、素人には草木
と同系色の彼らがよく見えないのが残念。
他にもシロハラ、ホオジロなども。

ホオジロ
ホオジロ

ウグイス
ウグイ
グイス
グイ

