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Hi! TechShop

人と人を“結ぶ ”場が、この春 アークヒルズに誕生！
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TechShop Tokyo
アークヒルズを象徴するカラ
ヤン広場に臨むアーク森ビ
ル３階部分にて、TechShop
Tokyo は営業を開始。従来の
DIY ショップや Fab スペース
の概念を打ち破る広大かつ洗
練された空間に、まずは驚か
される。営業時間は10:00～
23:00（Tel: 03-5797-7110）

ARK Hills

赤坂（ Akasaka ）と六本木（ Roppongi ）を結ぶ（＝ Knot ）複合施設として、1986 年に竣工した
アークヒルズ。時を重ねることでしか得られないその風格に、この４月、新たな DNA が加わった。

次のプレゼン資料、レーザー
カッターで作ってみようか？

娘の発表会の衣装だって
ここで作れちゃいます！

CAD ってもっと難しいと
思ったけど、意外と楽しい！

キミ、金属溶接できるの !?
僕と一緒に組んでみない？

新たなHUB の誕生が新たな街を育む。
1986 年の誕生から、アークヒルズはインテリジェントシ
ティとしてビジネスを創造し、サントリーホールから文
化を発信。アークガーデンにより都市の生態系を生み出
すなど一貫してクリエイティブな力を発揮し続けてきた。
TechShop Tokyo はそうした力を結びつける HUB とな
り、この街ならではのコミュニティを育んでいく。

メイカームーブメント、
私は関係ないと思っていたのに！

ねえ、これさっき上の階で
作ってきたんだけどどうかな？

さらにハッチ氏は、
「自分でモノをつくれる」環境が都会にあることの意味を、

2016 年４月、誕生から 30 周年を迎えたアークヒルズ内に「TechShop

ジアで最初の TechShop が、都心から離れた、想像がつくような場所ではい

Tokyo」がオープンした。TechShop とは、2006 年にシリコンバレーで創業

けないと思いました。都会のど真ん中にあることで、これまでは DIY と縁が

こう解説する。
「朝、とあるアイデアを思いついたら、その日の午後にはプロ

した会員制オープンアクセス型 DIY 工房で、現在はピッツバーグやオースティ

なかったような人たちが『会社帰りにジムに行く感覚』で、TechShop Tokyo

トタイプを完成させて、その週のうちに資金提供者を見つけ、その年のうちに

ンなど、アメリカの８カ所に拠点を構えている。そんな TechShop と富士通

に来てくれればいいと考えたんです。ですから、近くにいいバーがあること

世界を変えることができる。そんな時代に私たちは生きていることを、ぜひ意

の戦略的パートナーシップによって誕生したのが TechShop Tokyo である。

が、場所を決めるにあたって非常に大切な条件だったんです（本当ですよ！）。

識して欲しいと思います」。

DIY 工房、それも大型の施設となると、例えば豊洲やお台場、あるいは清澄

その点アークヒルズなら、お寿司を食べて、3D プリンターの使い方を覚え

数年前から現れ始めた「個人が製造業者（＝メイカー）になる」動きに、い

白河あたりにできても良さそうだが、なぜ、ここ赤坂が選ばれたのだろうか。

て、カラオケにいく、といったエキサイティングなデートも可能ですよね（笑）
。

まいちピンと来ていなかった人も少なくないはず。しかし TechShop Tokyo

その点について米 TechShop, Inc. の CEO マーク・ハッチ氏はこう語る。
「ア

パーフェクトなエリアにめぐり逢えたと思います」。

の誕生によって、ようやくそれを実感できることになるのかもしれない。

明日必要なＴシャツ20 枚
なんとか間に合いそう！
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世の中、金属加工がうまい人や起業に燃えている
人ばかりではない。自分ではものを作らない「普
通の人」たちに、TechShop Tokyo はなにをもた
らすのか。2 つの体験レポートからひもとく。

A Day in
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THE WIZARDS

奥底に眠る創作意欲を引き出す魔法の道具たち。

the TechShop Tokyo

トロテック社製レーザーカッター

成熟したキルト文化をもつアメリ

「Speedy300」は、CO2 レーザー

カで熱烈な歓迎を受けている、家

とファイバーレーザーという 2 つの

庭用キルティング専用ロングアー

光源を持ち、プラスチックや木材

ムミシン「キルト・ヴァチューソ

など、さまざまな素材を１つの工程

ー・プロ」
。ミシンを動かす速さ

で加工することができる画期的な

が異なっても、縫い目のピッチが

マシン。高い利便性と柔軟性を誇る。

一定に保たれる機能に驚愕！

普段、ものづくりに 縁遠い人が 行っても楽しいの？

CASE

2

CASE
左から

山川路子さん
ゆーないとさん
茂木直子さん

1

（東京糸井重里事務所）

今日は週に一度の
給食の日！

息子を連れて
今日も保育園へ。

東京糸井重里事務所では、

ひとり息子と一緒に保育園

毎 週 火 曜 日 の お 昼 に「 給

へ。 ４ 月 か ら 1 歳 児 ク ラ

食」が振る舞われるのが習

スに進級した愛息との朝の

わし。おいしくてボリュー

ふれあいは、1 日のスター

ム満点なので、食後はつい

トに欠かせない至福の時間。

つい、社内のスペースでひ

このときばかりは仕事のこ

と休みするのも習わしに。

とがアタマから消える。

佐俣アンリさん
（ベンチャーキャピタリスト）
大 学 卒 業 後、リク ル ート
やクロノスファンドを経て
2012 年にベンチャーキャピ
タルファンド ANRI 立ち上
げ。ラクスルやコイニーな
ど、創業からサポートする
企業の数は 35 社を超える。

98 年の創刊以来、一日も
休まず更新を続ける「ほぼ
日」。山川さんは主にウェ
ブコンテンツのデザインを、
ゆーないとさんと茂木さん
は、商品開発やウェブの制
作をそれぞれ担当している。

夜は、投資先を自宅に
招いてゴハン会。
投資先のメンタル面や健康
面をケアしてあげることも、
ベンチャーキャピタリスト
の重要な役割だとアンリさ
んは考えている。この日も
彼らを自宅に招き、ゴハン
を食べながら情報交換。

記事の更新は
午前中のハイライト。

社内でライブを
見れちゃう夜もある。

自宅兼オフィスは
開かれた空間。

ほぼ日では、平日 11 時に

東京糸井重里事務所は、社

普段は、オフィスを兼ねる

記事を更新するのがルール。

内イベントも盛りだくさん。

渋谷の自宅で作業をしてい

担当したコンテンツの更新

この日の夜も「魅惑のイン

るアンリさん。投資先との

ドデイ」を開催、U-zhaan

打ち合わせやメディアの取

さんのタブラをはじめ、イ

材など、多種多様な案件を

に際しては、テクニカル面

FINISHED!

の担当者も交え、間違いが
ないように何度も確認。今

あっという間に自分の

ンド音楽をたっぷり堪能し

こなす、
非常に「オープン」

日も無事、更新完了！

ネームプレートができ

た茂木（左）と山川（右）
。

な空間となっている。

FINISHED!
刺繍ミシンを使えば、

あがり、ただただ感嘆！

書体と色を選ぶだけで
サクッと素敵に完成！

「CAD はちょっと難しそうだけど、講習を受ければ自分でもできそうな気がします」と、新しい知識の獲得にも前向きな 3 人。

作りたいもののイメージは
具体的にあるほうがいい！
3 人が携わるウェブサイト「ほぼ日」では、さまざまな
自社商品を開発・販売している。ものづくりの楽しさと
大変さを常に間近で見ている彼女たちは、「自分で作る」
場を訪れ、いったいなにを思ったのだろうか。

人気ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を

「巨大ななにかではなく、例えばコートのボタンとか、日常のなかの些細なものを自分でつくれることが、すごくいいと思います」

日常に欠けている
「小さな
もの」をつくれるという衝撃。

キルト用の大型ミシンを体験しているのは、ベ

意味を訊ねた。
「基本的に現代人は、ものは与え

ンチャーキャピタリストの佐俣アンリさん。投資

られるもので、なくなったら『買う』、というス

先にはハードウェアをつくる会社もあるため、も

タンスじゃないですか。でもそこに『作る』とい

のづくりのおおよそのステップは把握しているそ

う選択肢が増えるのだとしたら、意味のあること

うだが、こと「布」に関してはまったくの謎だっ

だなと。かつてワープロが登場したとき、急にみ

たそう。
「どういうことができるのか、そもそも

んなが小説や詩を書き始めたわけじゃないですよ

わかっていなくて。ミシンの進化がすごいこと

ね。それと同じで、巨大ななにかをクリエイトす

に衝撃を受けました。なにより物理的に布に針

るというより、日常に欠けているものを補充する、

い」
（茂木）。普段触れることのない工作機械に囲

で縫っていくのは、想像以上に興奮しますね！」。

といった感じで TechShop Tokyo を使う人が増

まれ、アイデアが続々とわき出てきたようだ。

そんな佐俣さんに、TechShop が東京に進出した

え始めると、かなりいいのではないかと思います」

ちに、自分ならなにを作りたいかを訊いてみると

運営する、東京糸井重里事務所に勤める茂木さ

……。「シールとか T シャツが必要になったとき、

ん、ゆーないとさん、山川さん。この日、彼女た

業者さんに頼むと最小ロット数が必要より多い場

ちが体験したのはレーザーカッター。ドリームコ

合があるけれど、自分で作れば問題解決かも」（山

ンサルタント（店舗内技術スタッフ）のアシスト

川）
、
「私は部屋のサイズに合ったキャットタワー

を受けながら、ネームプレートを製作するプロセ

を作りたい。木を切って組み立てて、オリジナル

スを学んだ。データを作成し、アクリル板をセッ

デザインの布を貼り合わせて」（ゆーないと）、
「私

トしたら、あとは完成までたった数十秒。あまり

も金属加工の講習を受けて棚を自分で作ってみた

のスピードとそれに反比例するかのようなクオ
リティに、3 人とも驚愕した様子。そんな彼女た

アクセスもよく、付近に外資系企業やスタートアップも
多いアークヒルズが、ものづくりにおける「アイデアと
スキルのたまり場」になる可能性は大いにあると、注目
の VC は語る。そんな彼が現場で得たこととは？

006

no.78

MAY / 2016

MAY / 2016

007

no.78

ものづくりにフォーカス
し過ぎない。それがいま、
私たちが考えていること。
TechShop の日本進出にあたって重要な役割を果た
し た の は、 実 は 富 士 通 だ。 そ の 背 景 に あ る 狙 い を
TechShop Japan 代表取締役社長の有坂庄一が語る。

THE MESSAGE FROM TechShop Tokyo

All you need
is Idea

富士通と TechShop の出会いは 2013 年。国際シンポジウム
「トポス会議」に招待されたマーク・ハッチ（米 TechShop, Inc.
CEO）の講演を聞いた当時の役員が、「人をエンパワーメントす

る」という点に共鳴し、後日「協業を模索してみませんか？」とレ
ターを送ったことが発端です。協業はまず、トレーラーに工作機器
を積んでカリフォルニア州の中学校をまわる「TechShop Inside! Powered by Fujitsu」という取り組みからスタートしました。それ
が 2014 年 12 月のことです。同プロジェクトでお互いの感触を確
かめたことで、東京に TechShop をオープンするプロセスはより
スムーズにいったと思います。
いま、私たちが TechShop Tokyo を運営していくにあたって心
がけているのは、実は「ものづくりにフォーカスし過ぎない」こと
なんです。日本で DIY というと日曜大工的なイメージに収斂して
しまいますが、本来 DIY という言葉には、もっとクリエイティブ
で自由な意味合いが含まれていますよね。マークは、「会社帰りに
ジムへ通うように TechShop を使って欲しい」と言っていますが、
「クリエイティビティで汗をかく」というムーブメントを醸成して

いくには、「この機械を使ってなにをやろうか」ではなく、「このア
イデアを、どうしたらカタチにできるだろうか」というマインドセッ
トになってもらうことが大切です。自分でものを作り出すことが可
能な設備と人材がここには揃っていますが、それは言ってみればク
ラウドのようなもので、重要なのは、アイデアを持つ人たちが集え
る場に TechShop Tokyo が育つことです。そうなった時、きっと
東京のライフスタイルは変わっていくことでしょう。

有坂庄一
（ TechShop Japan代表取締役社長 ）
1998 年富士通に入社。長らくマーケ
ティング部門に在籍し、2015 年 10 月
より現職。サンフランシスコにてみっ

［縫製］

TEXTILES

［電気 ］

［ 樹脂 ］

ROBOTICS
ELECTRONICS

LASERSTUDIO/
3D PRINTERS

このエリアにあるのは、家

プリント基板加工機、はん

3D プリンター、レーザー

庭用直線刺繍ミシン、ロッ

だごて、計測機器が揃うこ

カッター、CNC マシニン

クミシン、
カバーミシン（布

のエリア。ほかのエリアで

グ、真空成形機、3D スキャ

用）、職業用直線ミシン（布用・厚地用）、

作ったものを「動かす」ための基板を、

刺繍ミシン（厚物・革用）
、革漉き機、

ここで作成、といった使い方ができそ

的なマシンが揃うのがこのエリア。デ

編み機、キルト、アイロン、裁断台と

うだ。電子工作の世界においては秋葉

ータさえ持ち込めばあとはマシンが自

いった設備。オリジナルトートバッグ

原がその名を轟かせているが、秋葉原

動で作製してくれるので、アイデアを

の作成なんてことはもちろん、本格的

とは違ったものづくりカルチャーが、

膨らませたら、まずは CAD データの

な洋服づくりももはや不可能ではない。

ここから生まれるかも？

作製方法を身につけたい。

ナといった「メイカームーブメント」

NOW AVAILABLE

TechShop Tokyoを
形づくる９つのエリア。
あなたの興味はどこ？
３D プリンターやレーザーカッタ
ーといったいまどきの「Fab」っ
ぽいマシンから、フライス盤や
旋 盤といった町 工 場レベ ルの
マシン、あるいは溶接設備まで、
TechShop Tokyo には、アイデ
アをなにかしらの手段でカタチ
にする設備が揃っている！

「日本には長きにわたって培われた

ちり 2 週間、本場 TechShop のノウ

独自のものづくり文化が存在します。

ハウを学ぶ。
「日本独自の TechShop

そうした匠の技術を集積していくこ

に育てていくには、寮母さん的な存

とも、TechShop Tokyo のひとつの

在が欲しいところです（笑）
」

役割だと考えています」

［木 工］

［金属］

［ 溶 接］

［ ワークスペース］

［カラーリング ］

［ セミナールーム］

WOOD SHOP

METAL SHOP

HOT SHOP

WORKSPACE

COLOR/PRINTING

CLASS ROOM

CNC 木工旋盤、ボール盤、

フライス盤、旋盤、マシニ

TIG 溶接機を擁する一室。

大型プリンター、カッティ

TechShop Tokyo のマシン

ングセンター（金属用・樹

「さまざまなバックグラウ

マシニングセンター、バン

ものづくりに対する知見が

ン ド や ス キ ル、 あ る い は

ングプロッタ、デジタル捺

を利用するためには、それ

ドソーといったプロユース

脂用）
、ボール盤、バンド

あればあるほど、
「ビルの

アイデアをもつ人々が集

染機、UV プリンター、転

ぞれ規定の講習を受ける必

の大型マシンが揃うエリア。大きな板

ソー、ワイヤーカット、ベンダー、グ

一画で溶接が可能」という事実がいか

い、自ずとコミュニティが醸成されて

要がある。さらに、多くのマシンを扱

を切ったり成型したりできるというこ

ラインダー、メタル彫刻、定盤――。

にアメイジングか、ということがわか

写プレス機――。
「それも自分で作れ

いく」という、TechShop Tokyo が最

るの !?」といった示唆を与えてくれる

うには CAD の素養が必要になってく

とは、自分で家具を作ることも可能と

およそ金属加工に必要なマシンが勢揃

るはずだ。
「金属」エリアでカッティ

も重きを置く「機能」を担うのがこの

のがこのエリア。各マシンの特性を知

る。とはいえ、ここセミナールームを

いうことを意味する。オリジナルのテ

いしているこのエリアは、ちょっとし

ングしたパーツを、ダイナミックかつ

エリア。例えば金属加工が得意な人と

り、日常にあったらうれしい、あるい

中心に、スタッフがわかるまで丁寧に

ーブルや本棚、あるいは思いも寄らな

た町工場にも引けを取らないレベルだ。

繊細に溶接する作業は、きっとやみつ

CAD に長けた人が出会うと、なにが

は日常に欠けてしまったなにかを、自

解説してくれるので、まずは恐れるこ

い作品にチャレンジしてみよう！

自転車のフレームでも作ってみる？

きになるはずだ。

生まれるのだろうか？

分でプリンティングしてみよう。

となく、トライをして欲しい。
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「誰もがハードウェアの会社を立ち
上げられるというのは、インター
ネット革命よりはるかに大きな変革

WHAT DO YOU WANT ?

だと思います。クリエイティブクラ
スと呼ばれる人たちには、特に大き

ビッグアイデアは“欲望 ”
から生まれる!?
カヤックが大好きだけど、

スマホを使った個人間のク

部屋が狭くて保管できない。

レジットカード取引。当初

そんな悩みを持つ建築家が、

SQUARE が考えたこのアイ

おりがみをヒントに生み

デアに投資は集まらなかっ

出したのが ORU KAYAK。

たが、デバイスの試作がビ

現在は世界各国で販売中。

ジネスを一気に加速させた。

なチャンスがあると考えています」

INTERVIEW WITH MARK HATCH

What's TechShop?
アイデアをもつ人たちが 集うことで、
東京独自の創造力を見せて欲しい。
必要なものを誰もが、自由に、自分でつくれることは
人類史上いかなる意味をもつのか。その意義と可能性
を米 TechShop, Inc. のCEOマーク・ハッチ氏が語る。
TechShop は、2006 年にサンフランシスコのベイエリアで誕生
しました。創業から 10 年が経ちましたが、その間に何人もの億万
長者が TechShop から生まれました。彼らを含む多くの起業家た

マーク・ハッチ
（米 TechShop, Inc. CEO ）

ちは、一様に、TechShop の存在によってスタートアップ時のコス

元アメリカ陸軍特殊部隊隊

トの 98% を削減できたと語っています。現代のように、ハードウェ

員。大学で経済学を学び、

アの会社を資産家以外の人が立ち上げられるようになったのは、人
類史上初めてのことだと思います。それを可能にしたメイカームー
ブメントを、世間は「第４次産業革命」だと称していますが、私自
身はもっとクリエイティブな革命で、産業のみならず社会全体に対
する変革を及ぼすものだと捉えています。
なぜなら私たちがやろうとしているのは、
「ものづくりの場を

MBA を取得後、エイブリィ
・デニソンやキンコーズを
経て 2007 年に TechShop
へ参画。
「メイカームーブ
メントを生活に取り込むこ
とで、社会に革命を起こせ
ると、本気で考えています」

提供すること」ではなく、
「この地域で最もクリエイティブな人
たちを集めてコミュニティをつくる」ことなのです。ですから、
TechShop が培ったノウハウや哲学をそのまま押しつけるようなこ
とは考えていません。東京の、もっと言うとアークヒルズから同心
円状に広がるコミュニティがなにを求め、それをどう実現していく
のか、という独自のアイデンティティが育っていくことを期待して
います。そのために存在しているのが、ドリームコンサルタントと
呼ばれるスタッフたちです。彼らは決してウェイターではなく、共
同クリエイターであり、ファシリテーターであり、夢を実現させて
くれるパートナーなのです。起業を目指す野心家のみならず、むし
ろ、会社勤めの人やママたちが、日常の中で芽生えた必要性を自ら
のクリエイティブで解決できる場に、ここ TechShop Tokyo がな
れればいいと考えています。

TechShop in San Francisco
元々ガレージでのエンジニ
アリングやスタートアップ
気質が色濃くあるエリア
で産声を上げた TechShop。
ハッカースペース的なサン

powered by Fujitsu

TechShop INSIDE!

フランシスコとは異なる独
自の雰囲気や機能が、ここ

科学、技術、工学、芸術、

アークヒルズでどのように

数学をひとつの体系と考え

醸成されていくのだろうか。

る「STEAM 教育」を普及
すべく、いまもカリフォル
ニア州を走るトレーラー。
日本上陸の可能性は !?

科学＆工学系の出前授業、
日本にも欲しい！
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ARK Hills

HUB
for Creative People
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これまでも、これからも。
都市の未来を創りつづける。
巻頭特集で紹介した TechShop 以外にも、この春 30 周年を迎えたア
ークヒルズには「WIRED Lab.」
「KaleidoWorks」
「アークヒルズ キッ
ズコミュニティ BASE」といった新たな施設やプログラムが誕生。イノ
ベーションを目指す人たちのクリエイティブな出会いの場となり、革新
的なアイデアやビジネスを生み出す HUB（ネットワーク拠点）として
の役割が期待されています。これまで 30 年にわたって先進的なビジネ
スを創出し、都心ならではのコミュニティや生態系を生み出し、世界に
芸術文化を発信し続けてきたアークヒルズが、東京の街のカタチや人
の結びつきをどのように変えてゆくのか。その動きから目が離せません。

Illustration_IC4DESIGN

アークヒルズには人と人を結ぶクリエイティブな場がいっぱい！
アークヒルズ

音楽週間

WIRED Lab.

キッズコミュニティ

Presented by WIRED＋Rhizomatiks

BASE

www.arkhills.com

lab.wired.jp

arkhills.base

「音楽がであう。音楽にであう」

O R M A TI ON

I

NF

ベンチャーキャピタルセンター

KaleidoWorks

ファーマーズマーケット

Hills Marche
iin ARK Hills
hillsmarche

雑誌「WIRED」日本版とク

こどもたちが街に広がる遊び

起業やイノベーションを発展

生産者やものづくりの匠と交

をコンセプトに毎年 10 月に開

リエイティブ集団
「Rhizomati

や学びと触れ合えるよう、ま

させるために創設。オフィス

流を楽しみながらおいしいも

催。サントリーホールをはじ

ks」が運営するプロジェクト。

たそれを支える大人たちの

エリアに入居する独立系 VC

のを手に入れられる場として

め近隣の美術館や大使館など、

未来の東京を思考し、リサー

BASE（ 基 礎・ 土 台 ） を 育

とイノベーターのオープンな

定着。ブランチメニューも充

街の至る所で音楽イベントを

チ、教育、実験、実行してい

み、
BASE（基地）となるべく、

交流から、どんな人材やアイ

実している。毎週土曜日（10

実施。見て、聴いて、触れて

くためのオープンなプラット

NPO 法人「CANVAS」とと

デア、ビジネスが生まれるか

～ 14 時）
、アーク・カラヤン

楽しいプログラムが満載です。

フォームとして要注目です。

もに様々な企画を展開します。

期待が高まるばかりです。

広場にて開催しています！

SOUND & CITY
4月28日（ 木 ）
＆29日
（ 金・祝 ）
未来の TOKYO を「音」というテー
マを通して体感する２日間。WIRED
Lab.、KaleidoWorks、TechShop
Tokyo が一体となって開催するカン
ファレンス＋ライブ＋インスタレー
ションが渾然一体となった新しいタ
イプの複合イベントをお楽しみに！
入場：無料 ※一部レクチャー、ライ
ブ有料 sound-and-city.jp
Illustration_Summer House
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Goings On About Town

illustration_IC4DESIGN

HILLS IN FOCUS

EVENT

Google
Atmosphere
Tokyo 2016

企業や組織のリーダーを対象とした Google の
基幹イベント「Google Atmosphere Tokyo」が、
今年も６月中旬の六本木ヒルズをジャックする。
2016 年のテーマは「『働く』に、無限の可能性を。
Smart. Modern. Secure.」。働く人のことを一番に
考え、ビジネス向けにセキュリティが確立された、
スマートなツールの開発でイノベーションの未来を
切り拓き続ける Google が、参加者とともに働きか
たの可能性を考える２日間。グランド ハイアット

東京とアカデミーヒルズをセッション会場に、大屋
「働く」に、
根プラザやヒルズカフェ / スペースでも様々なデモ
無限の可能性を。 ンストレーションや催しが目白押しだ。人気セッ

Smart. Modern. Secure.

ションは例年早々に満席となるため、イベントへの
申し込みと希望のセッションへの登録はお早めに！

日程：6 月 14 日（火）
・15 日（水）／時間：開場 8:30、基調講演 9:30 ～ 11:20、セッション 11:30 ～ 17:40（予定）／
会場：六本木ヒルズ（グランド ハイアット 東京、アカデミーヒルズ）／参加申込：atmospheretokyo.withgoogle.com

INDE X

あれもこれもヒルズで！

EVENT

Google が六本木ヒルズをジャックする !?

FASHION ITEM

初夏のフィーリングを着こなそう

MUSIC

楽しもう！東京のど真ん中でフリーフェス

BUSINESS

ゲーマーによる新しい経済圏を創りたい

FOOD

熟成肉ブームの火付け役の次なる一手とは？

EVENT CALENDAR
ヒルズエリアでできること、全部

こんにちは。森のこびと、ヒルボックルです。緑が多くて落ち着いていて、
美味しいお店がいっぱいのアークヒルズの魅力を、
通のわたくしがご紹介します。
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photo_Kazuya Aoki
styling_Kayo Yoshida
text_ Chiharu Masukawa
edited_ RCKT/Rocket Company*

CLOSE UP !
A

ンや大胆な色、柄にも挑戦し、自由にセンスを発揮したい。
今の季節なら、そこに抜け感を少々。風を感じるようなエフォ
ートレスな着こなしが、心地よい高揚感を運んでくる。

色に、ディテールワークに、
自然の中のエレメンツを

モードを小気味よく遊ぶ
軽やかなモノトーン

六本木ヒルズのショップでは、夏が近づくにつれて

表参道ヒルズからは、明るいシーズンに白や黒をあ

恋しくなるネイチャーコンシャスな要素を、ひと足

えて着こなすという、シックな大人の愉しみを提案。

先にキャッチ。トライバルな柄や刺繍、目にも鮮や

モノトーンとはいっても印象はあくまで軽く、シル

かなアクセントカラーは、アーバンなスタイルに取

エットはエアリーに。そんな気分にフィットするの

り入れてこそ際立ってくる。いつものコーディネー

は、モードなディテールやユニークな素材使いが目

トに変化をもたらす、効果的なインパクトに！

を引く、東京デザイナーの服や小物で決まり。

リネンのトップスは、エスニック刺繍がポイントに。
メタリックなプリーツスカートを合わせれば、ナチュ
ラルとモダンが入り混じる大人のスタイルに。鮮烈なオレン
ジは差し色に最適。活動的でいきいきとした印象をプラスす
る。 ト ッ プ ス ￥32,000（ 税 込 ￥34,560）、 ス カ ー ト ￥49,000
（税込￥52,920）／ともにアドーア、バッグ（W30 × H30 ×
D11cm）￥39,000（税込￥42,120）／ジャンニ キアリーニ（ア
ドーア 03-3475-5915 ／六本木ヒルズ ウェストウォーク 2F）

A

視線を引き付ける、グラフィカルなジオメトリック柄。
バッグとシューズをお揃いにすれば、おしゃれ心も一段
とアップ。どことなくアフリカンテイストを彷彿とさせる配
色で、トライバルなムードを振りまいて。バッグ（W32.5 ×
H38 × D8.5cm）
￥74,000（税込￥79,920）、
シューズ
（H11.5cm）
￥95,000（税込￥102,600）／アンテプリマ（アンテプリマ
03-5772-3547 ／六本木ヒルズ ウェストウォーク 3F）

B

初夏のフィーリングを着こなす

オフのリラックスした気分には、こんな個性の強いス
ニーカーを投入しておしゃれの偏差値をアップ。ファー
×ピンクゴールドが、ゆったりと着こなす上下白のコーディ
ネートの効果的なスパイスに。ユニークなミックス感覚を堪能
したい。トップス￥29,000（税込￥31,320）、パンツ￥50,000
（税込￥54,000）、ベルト￥15,000（税込￥16,200）、スニーカー
￥34,000（税込￥36,720）／全てミハラ ヤスヒロ（メゾン ミ
ハラヤスヒロ 03-5770-3291 ／表参道ヒルズ 本館 B1F）

A

ラグランスリーブにドットのチュールを重ねたトップス
は、今、世界から注目を浴びている東京ブランドから。
カジュアルで着こなしやすい T シャツ風でありながら、エッ
ジーに、ドレッシーに着こなせるのが特徴。肩には素肌が覗
くカットワークが施してあり、さりげなく目を引くポイントに
なっている。トップス￥14,000（税込￥15,120）／ファセッタ
ズム（ファセッタズム 03-6459-2223 ／表参道ヒルズ 本館 2F）

B

ア デ ィ ダ ス と 山 本 耀 司 が 手 が け る 人 気 ブ ラ ン ド は、
シューズも毎シーズン高い支持を集めている。
この夏は、
スポーティなフラットサンダルが狙い目。足の甲をしっかり覆
う仕様であるため、
サンダルとはいえシャープに決まる。
フュー
チャリスティックなデザインも、着こなしのスパイスに。サン
ダル（H4cm）￥41,000（税込￥44,280）／ワイスリー（ワイ
スリー 03-6455-5503 ／表参道ヒルズ 本館 B1F）

コットンニットは、この時期に重宝するアイテム。今年
は思い切って、主張のあるトライバル柄を選んでみて
は？ 一着でサマになるから、シンプルなコーディネートも
ぐっとスタイリッシュなムードに変身。ベスト型なので見た目
も重くなりすぎずバランスよく着こなせる。トップス￥38,000
（税込￥41,040) ／ゴッディス（ドゥーズィエム クラス 035413-3607 ／六本木ヒルズ ウェストウォーク 2F）

数々の女性ファッション誌で活躍するスタイリスト、白
幡啓が手掛ける新ブランド。繊細で美しい透け感のある
ドットシフォンを贅沢に使ったマキシ丈のチュニックワンピー
スは、今季のいち押しアイテムのひとつ。インに合わせるアイ
テムを変えたりウエストマークしたりと、幅広いアレンジが可
能。ワンピース￥47,000（税込￥50,760）／ケイ シラハタ（ス
タイリング / 03-6721-1878 ／表参道ヒルズ 本館 B1F)

D

FASHION ITEM

A

フラットサンダルは、今年もトレンドアイテムとして人
気継続中。トランスペアレントなビニールやメタリック
カラーが、モード感をほどよくアピール。ゴールドサンダル
（H1cm）￥23,000（税込￥24,840）
、ターコイズ・クリアサン
ダル 各（H1cm）￥16,000（税込￥17,280) ／全てアストラッ
ト（ユナイテッドアローズ テンポラリーストア 03-5770-3822
／六本木ヒルズ ウェストウォーク 2F）※ 4/22 OPEN

C

ADORE

オフの日は、思いのままにおしゃれを満喫。モードなデザイ
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C

D

Maison MIHARA YASUHIRO

〈 AIRY MONOTONE 〉

〈 NATURE CONSCIOUS 〉
@ ROPPONGI HILLS

@ OMOTESANDO HILLS

B

C

D

B

C

D

ANTEPRIMA

UNITED ARROWS
TEMPORARY STORE

Deuxieme Classe

FACETASM

Y-3

styling/

サントリーホールは東京初のコンサート専用ホール。世界的指揮者のカラヤン氏をはじめ、音楽を愛する人たちの意見が設計に取り入れられているんですって。

そのサントリーホールで毎月１回、お昼休みの時間帯に開かれる無料オルガンコンサートがおすすめ。わたくしもパイプオルガンの音色にうっとりしています。
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TOKYO M.A.P.S

text_Chiharu Masukawa
photo_Kazufumi Shimoyashiki
edit_RCKT/Rocket Company*

HILLS IN FOCUS

今回の訪問先
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@HILLS

text_Kazuko Takahashi
photo_Manami Takahashi

未来への挑戦者たち

J-WAVE & ROPPONGI HILLS

まだ知らない音楽と出会える 2 日間

5.4（WED） 5.5（THU）

EGO -WRAPPIN’

COMPANY PROFILE

BUSINESS

「 ゲーマーによる
新しい 経済圏を創りたい」

片平里菜

亀田誠治
1964 年、ニューヨーク生まれ。
’
89 年、音
楽プロデューサー、ベースプレイヤーとし
て活動を始める。これまでに椎名林檎、平
井堅、スピッツ、GLAY、いきものがかり、
大原櫻子、赤い公園、GLIM SPANKY など
数多くのアーティストのプロデュース、ア
レンジを手がける。’
04 年には椎名林檎ら
と東京事変を結成し、’
12 年閏日に解散。2
度の日本レコード大賞編曲賞を受賞してい
る。現在、J-WAVE では『BEHIND THE
MELODY ～ FM KAMEDA』
（月～木／
13:25 ～）のナビゲーターとして活躍。

在日ファンク

フラワーカンパニーズ

Mrs. GREEN APPLE

MUSIC

六本木から届ける
良質な音楽との
フレッシュな出会い
ゴールデンウィークの六本木ヒル
ズ を 賑 わ す 音 楽 イ ベ ント「TOKYO
M.A.P.S」まであと少し。プログラム・
オーガナイザーである亀田誠治さんに、
今年の見どころを聞いた。

「偶然耳に飛び込んできたメロディー

１年生の時。スーパーファミコンの「ド

わって立ち上げたのが今の会社。アプリ

ンキーコング」に夢中になった。

ゲームが勢いを増していく中で攻略情報

今泉卓也さん。創業時は、創業メンバー

「放課後、友達とゲームに興じましたが、

メディアは、大いに発展が見込めた。

がマンションの一室で共同生活をしてい

僕にとってゲームは複数で楽しむもので

「スマホゲームには、『クリア』という

たとか。会社の成長とともに社員が増え、

した。ゲームを仕事にする発想はありま

概念がないので、ユーザーが自分で目標

昨年、六本木ヒルズにオフィスを構えた。

せんでしたが、高校ぐらいから起業に興

を見つけなければ、ゲームへの熱量を保

「急成長の国内ベンチャーから外資の大

味を持ちました。IT 系の起業家が活躍し

手まで、入居する各社の勢いを感じて刺

始めた時期で、プログラミングの知識が

『こんなデッキを作りたい』というよう

激を受けています」

あれば若くてもビジネスはできる、と」

な明確な目標が見つかり、ゲームをより

従業員は約70名。全員がコアなゲー

SOIL&"PIMP”SESSIONS

蓮沼執太 & U-zhaan

ペトロールズ

※五十音順

「僕なりに意識したのは、フレッシュな

りますよね。たとえば何気なくラジオを

内容にしようということです。長く活躍

聞いていたらとても素敵な曲が流れて

されているアーティストも呼んでいるの

きて、反応せずにはいられない。そして、

ですが、まだ彼らと共演したことがない

その後はもう『次はどんな曲がかかるん

アーティストが出会ったら？ そこで生

だろう！』って、ワクワクして仕方がない、

まれるケミストリーは、きっと新鮮なステ

というような。今回の TOKYO M.A.P.S

ージを映し出してくれるはず。そういう

では、そういう、新しい出会いや発見を

組み合わせの妙も楽しんでいただきたい

みなさんに味わってほしい。そういう意

ですね。今回の出演者はお互い仲のいい

気込みで、準備をしてきました」

アーティスト同士が多いんですよ。それ

六本木ヒルズと J-WAVE が主催する
「TOKYO M.A.P.S」は、良質な音楽を発
信するフリーライブイベント。東京都心

オーディエンスの熱気に包まれた昨年の会場の様子。

GLIM SPANKY

でが揃い、2 日間を大いに盛り上げる。

に、思わず引き込まれてしまうことがあ

PLACE：六本木ヒルズ森タワー

GameWith。同社を率いるのは、27歳の

マーで、うち約40名が攻略情報のライ

水曜日のカンパネラ

TYPE：WEB サービス

赤い公園

スマホゲームの攻略情報を提供する

大原櫻子

株式会社 GameWith

今泉卓也さん （代表取締役
社長）。慶応大学経済学部在
学中に COSMONAUTS Inc.
の経営に参画。2013年6月に
GameWithを起業。
「ゲーム
をより楽しめる世界を創る」
を理念に GameWithをはじめ
とするサービスを展開する。

起業１年半で月間６億 P Vメディアに

つことは難しい。攻略情報が存在すれば、

長く楽しむことができると考えました」
読み通り、リリースから３カ月で月間

ター。オフィスではゲームをプレイ中の

大学時代は独学でプログラミングを学

1000万 PV を突破。日々コンテンツの良

人や、PC に向かって原稿を書く人など

び、３年時は、インターンシップとして

質化をはかることで、約１年半で、月間

が混ざって机を埋めている。

IT企業に通った。さらに、ベンチャーキャ

６億 PV のメディアに成長した。今後は

「攻略記事を書くだけであれば自宅でも

ピタルのビジネスコンテストに応募した。

ゲーム攻略情報だけに留まらず、ゲーム

できるのでは、とも言われますが、ここ

「応募者の中に、ゲームに関するアイデ

をさらに楽しむためのインフラを整える

に来れば、他のゲーマ

アを持った人がいて、意気投合した彼と

ような事業を展開していくとのこと。

ーの情報が入り、競争

ともに、ブラウザゲームの開発会社を経

「夢は、ゲーマーによる新しい経済圏を

意識が生まれる。より

営しました。大学４年の時です」

創ること。ゲームを単なる趣味やエンタ

良いコンテンツを生も

だが、１年も経たぬ間に開発したゲー

ーテインメントで終わらせたくない。
『作

うとするエネルギーの

ムのユーザー数が減少。市場を見渡すと、

られたゲームを買う』だけでなく、ゲー

伝播も、オフィス拡充

アプリゲームの発展が著しかった。

ムプレイヤーが仕事として活動できるよ

の狙いです」

「アプリゲームの開発に移行する資金や

うな産業に育てたい。スポーツ選手やア

今泉さんがゲームと

人材の余裕はなく、事業を続けても苦難

イドルのように、ゲーマーが子供たちの

出会ったのは、小学校

が予想される。解散を決断しました」代

あこがれの職業になったら最高です」

国内最大級のゲームアプリサイト GameWith

はもう、僕が嫉妬してしまうほどに（笑）
。
きっと、素敵な発見をしてもらえるライ
ブになるだろうと、確信しています」

という格好のロケーションでライブを楽

お気に入りのアーティストや好きなメ

しめるという魅力も手伝い、その注目度

ロディーの枠の中から、ちょっとだけ飛

は年々上昇している。第 9 回目を数える

び出してみる音楽の冒険。一歩踏み出せ

今回のテーマは“好奇心の扉を開こう～

ばそこにはきっと、心躍る感動が待って

Curiosity Opens Your Heart ～”
。ライン

いるはずだ。心地いい陽気の 5 月、東京

アップは実に多彩。若手バンドからベテ

の街と一体になるような熱気の中で、新

ランと呼ぶにふさわしいアーティストま

しい世界の扉を開けてみよう。

TOKYO M.A.P.S SEIJI KAMEDA EDITION
音楽、アート、パフォーマンスを内包した「東京の地図」がコンセプト。今年は５月４日と５日、六本木
,
ヒルズアリーナで開催。●協賛：Levi s ● 問：☎ 03-6406-6000（六本木ヒルズ総合インフォメーション）

サウスタワーの「アークキッチン」では、お好み焼に熟成肉、タピオカミルクティーなど、バラエティ豊かな専門店ばかりで本格的な料理を気軽に楽しめます。

木材をふんだんに使ったフリーアドレスのオフィス。アプリゲームをプレイ（研究）中の社員も。プレイ時間が多いほど給与が上がる評価制度を採用している。

厳選された食材が並ぶナチュラルフードマーケット「福島屋」では食材だけでなく、お店で手作りのお惣菜やお弁当、焼きたてのパンも手に入るんですよ。
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EVENT CALENDAR

NEW OPEN RESTAURANT

MAY
&
JUNE

ROPPONGI HILLS

低温でじっくり焼き上げた
ローストビーフ 7,100 円（約
300g）
。マッシュポテト、イ
ンゲンのソテー、レフォー
ル風味のホイップバター、
グレービーソース添え。

六本木ヒルズ

プレゼント（抽選）付。
詳細は次頁をご参照ください。

www.roppongihills.com
CULTURE
開催中

~ 7.10

CULTURE
開催中

（SUN）

ENTERTAINMENT ACTIVITY

~ 6.19

4.28 ~ 5.8

（SUN）

（THU）

（SUN）

ENTERTAINMENT ACTIVITY

4.29
（FRI）

© Naoko Takeuchi

片山真理《you're mine #001》2014 年
個人蔵 Courtesy: TRAUMARIS, Tokyo * 参考作品

開店に際し、ローストビーフに最適な肉、
その肉の旨味を引き出す最適な焼き方な
どを研究し尽くした鹿内龍也総料理長。

六本木クロッシング 2016 展
僕の身体、あなたの声

美少女戦士セーラームーン展

日本の現代アートシーンを総覧する、３
年に一度の展覧会シリーズ。５回目とな
る本展では、日本、韓国、台湾のキュ
レーターが協働し、20 組のアーティス
トを選出。アートを通して、歴史や身
体、性、風景についての新たなイメージ
を描き出します ●場所：森美術館 ●時
間：10:00 ～ 22:00、火曜～ 17:00 ●料金：
一般 1,800 円ほか ●問：03-5777-8600
●詳：www.mori.art.museum

CULTURE

4.29 ~ 7.3
（FRI）

（SUN）

サントリー ザ・プレミアム・モルツ

「レゴ ®シティトラックキャラバン」

原作者・武内直子氏の描き下しを含む多
数の原画が展示されるほか、90 年代の
アニメ資料や当時の人気グッズなどを一
挙に集めた、ファン待望の初の総合展。
セーラームーンコラボカフェも登場し
ます ●場所：六本木ヒルズ展望台 東京
シティビュー内 スカイギャラリー ●時
間：10:00 ～ 22:00（ 最 終 入 館 は 21:30）
● 料 金： 一 般 1,800 円 ほ か ● 問：036406-6652（東京シティビュー）

日頃のご愛飲に感謝を込めて、樽生５種
を感謝価格で楽しめる期間限定イベント
“ザ ･プレミアム ･モルツ フェスティバル”を
今年は全国 17 都市で開催。六本木ヒル
ズでは 4/28 よりスタート ●場所：大屋
根プラザ、66 プラザ、ヒルズカフェ / ス
ペース ●時間：平日 17:00～22:00、土日
祝 13:00～22:00（予定）●問：0120-501310（9:30～17:30、
土日、
祝日を除く）●詳：
www.suntory.co.jp/beer/premium/fest/

レゴの大人気シリーズ「レゴ® シティ」が
今年もやってくる！ パワーアップした
ヒーロージオラマ、レゴ®ブロックの組み
立て体験、レゴ大型モデルと写真が撮れ
るヒーローフォトコーナー、レゴ®ブロッ
クで自由に遊べるプレイエリアなどアト
ラクションに参加して、レゴ® シティの世
界を体感しよう！ ●場所：六本木ヒルズ
アリーナ ●時間：10:30 ～17:30 ●入場：
無料 ●詳：citytruck.LEGO.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY

FOOD & DRINK

ENTERTAINMENT ACTIVITY

5.3

（TUE）

The PREMIUM MALT ’
S Festival

5.3 ~ 5.5

（TUE）

（THU）

～レゴ ®シティがキミのまちへ !! ～

5.4 & 5.5

（WED） （THU）

,
©ARCHIVIO DELL ARTE Luciano Pedicini / fotografo

《赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス》
後 世紀 ナポリ国立考古学博物館蔵

1

37 Roast Beef
NY を彷彿させるカジュアルモダンな印象のエントランスから、
活気あるオープンキッチンを抜けると、表参道を一望できる大き
な窓が特徴的なダイニングが。 ●場所：表参道ヒルズ本館 3F
●時間：11:00 ～ 23:00（L.O.22:00）●問：03-5413-4637

FOOD

本格ローストビーフの専門店
「 37 Roast Beef 」が 4 /22 オープン！
熟成肉ブームの火付け役として人気を博している、六本木ヒルズ
「37 Steakhouse & Bar」の兄弟店が表参道ヒルズに登場。その目玉とは？
食の世界では、ここ数年、空前の肉料

も低い温度でゆっくりと、肉にストレス

4 種類のカットが選べ、中でも肉の食感

理ブームが続いている。とりわけ注目度

をかけずにしっとりと柔らかく仕上げる

やあふれる肉汁を存分に楽しめる厚切り

の高い“熟成肉”を、2010 年のオープ

のがポイントだ。味付けは塩と胡椒のみ

のニューヨークカットがおすすめ。また、

ン時よりいち早くメニューの主役に据え

とシンプルながら、使用しているのは通

サイドメニューにはたっぷりの野菜を、

常の何倍も手間ひまかけて作られる沖縄

ということで、ぜひオーダーしたいのが

たのが、六本木ヒルズにあるステーキハ
ウス「37 Steakhouse & Bar」だ。
そんな「37」ブランドが、この春、表
参道ヒルズに登場。が、こちらで打ち出

「粟国の塩」の釜炊き海水塩。ミネラル

チョップドサラダ。具材を同じサイズに

分が豊富なこの塩が、肉の旨味や脂の甘

カットしたサラダは、豊富なトッピング

味を、最大限に引き出すという。

とドレッシングの組み合わせで、オリジ

添えられているグレービーソースにも

トビーフ。その理由を、鹿内龍也総料理

また、工夫が光る。
「うちの店では骨付

肉旋風のネクストトレンド、ローストビ

長は「ステーキと並ぶ 2 大肉料理であり

きの肉を仕入れているので、肉から外し

ーフを存分に楽しんでみてはいかが？

ながら、専門店が少ないローストビーフ。

た骨から取った出汁を、ソースのベース

その現状にフォーカスして、新たな潮流

にしています。同じ肉塊に付いていた骨

をリードしようと考えました」と語る。

なので風味がマッチしますし、濃厚な旨
味があるんです」と鹿内料理長。

点で選んだのは、熟成させていない旨

ローストビーフ＝薄くスライスしたも

みの詰まった赤身肉。これを、通常より

の、というイメージが強いが、ここでは

※価格は税抜き価格です。

J-WAVEフリーマーケット
in 六本木ヒルズ

ゴールデンウィーク
スカイブッフェ

TOKYO M.A.P.S
SEIJI KAMEDA EDITION

火山の噴火で埋没した古代都市遺跡ポン
ペイとその周辺地域から出土した壁画を
一挙公開。特に皇帝崇拝の場であるアウ
グステウム出土の壁画は本邦初公開の重
要作品です ●場所：森アーツセンター
ギャラリー ●時間：10:00 ～ 20:00（5/3
を除く火曜日は 17:00 まで）※入場は閉
館の 30 分前まで ●料金：一般 1,600 円
ほか ●問：03-5777-8600 ●詳：www.
tokyo-np.co.jp/pompei/

毎年ゴールデンウィークに開催している
J-WAVE フリーマーケット。今年で 22
回目を迎えます。おなじみのナビゲー
ターも出店するほか、J-WAVE の番組
の公開収録やライブ、トークなども交え
た番組イベントも実施します。身近なリ
サイクル活動で楽しく過ごしてみません
か ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時
間：10:00 ～ 16:00 ●入場：無料 ●問：
03-5760-8055 ●詳：www.j-wave.co.jp

目の前に広がる東京の景色を眼下に、大
人からお子様までお楽しみいただける
料理の数々をブッフェスタイルでご用
意いたします ●場所：森タワー 51F ザ
クラブルーム ●時間：ランチ 11:30 ～
15:00、 デ ィ ナ ー 17:00 ～ 21:00（90 分
制・予約可）●料金：ランチ大人￥3,500
小 学 生 ￥1,750、 デ ィ ナ ー 大 人 ￥5,000
小 学 生 ￥2,500（ 消 費 税 込 ） ● 問：036406-6050（10:00 ～ 18:30）

今年はプログラム・オーガナイザーに亀
田誠治氏を迎え、１日６組のアーティス
トが登場予定。都心の屋外空間ならでは
の開放感と、出演者たちが創り出す世界
観をぜひお楽しみください ※ P16 に亀
田氏のインタビューを掲載！ ●主催：
,
六本木ヒルズ、J-WAVE ●協賛：Levi s
●場所：六本木ヒルズアリーナ ●入場：
無料 ●問：03-6406-6000 ●詳：www.
tokyomaps.jp

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

5.19 ~ 5.21

5.20 ~ 6.19

5.28 & 5.29

ブラッセル デイズ
フラワーカーペット

HILLS ZINE MARKET

イタリア・アモーレ・ミオ！

ヴーヴ・クリコ リッチ
『サマーラウンジ イベント』

ベルギーの首都ブリュッセルは、ユネス
コ世界遺産にも登録されているグランプ
ラス（大広場）で２年に一度開催される
「フラワーカーペット」が有名です。こ
の度、ブリュッセルフラワーカーペット
チームが初めて六本木ヒルズアリーナを
花で埋め尽くします ●場所：六本木ヒ
ルズアリーナ ●時間：11:00 ～ 21:00 ●
入場：無料 ●問：03-5829-6829 ●詳：
www.ﬂowercarpet.be/

個人が好きなテーマで自由に作る小さ
な出版物「ZINE」は、アメリカ西海岸
でスタートし国内でも人気が定着してき
ました。今回、レスリー・キー、伊藤桂
司、白根ゆたんぽ他 40 名のアーティス
ト、クリエーターが制作した ZINE をは
じめ版画、アーティストブックなどを展
示販売します ●場所：六本木ヒルズ アー
ト＆ デ ザ イン ストア ● 時 間：11:00 ～
21:00 ●入場：無料 ●問：03-6406-6280

2016 年、在日イタリア商工会議所は日
本イタリア国交樹立 150 周年記念イベ
ントを開催します。イタリアが誇るハイ
ブランド、イタリア料理、車、世界遺産
の展示や、ステージではイタリアから
ミュージシャンを招き限定ライブをお届
けします ●場所：六本木ヒルズアリー
ナ、
大屋根プラザ、
ヒルズカフェ / スペー
ス ●時間：9:00 ～ 22:00 ●入場：無料
●詳：www.italia-amore-mio.com

新鮮な食材と一緒にオンザロックスタ
イルで楽しむ新感覚のシャンパーニュ、
リッチを一足先に体験できるポップアッ
プバーが期間限定オープン。こだわりの
シャンパーニュカクテルで一足早い夏の
訪れを感じてみては ●場所：大屋根プ
ラザ ●時間：３日 16:00 ～ 23:00、４日
12:00 ～ 23:00、５日 12:00 ～ 21:00（予
定 ） ● 問：03-5217-9738（MHD モ エ
ヘネシー ディアジオ株式会社）

（THU）

（SAT）

（FRI）

（SUN）

（SAT）

（SUN）

6.3 ~ 6.5

（FRI）

（SUN）

ナルな 1 品を楽しめる。まだまだ熱い、

すのは、新たなチャレンジとなるロース

ローストビーフに適する肉、という観

J-WAVE & Roppongi Hills present

日伊国交樹立 150 周年記念
世界遺産 ポンペイの壁画展

チョップドサラダ 1,500 円（レギュラー）
。トッピングは、21 種あ
る中から４種を、ドレッシングは８種から選んでカスタムできる。

緑豊かなアークヒルズには、昆虫や鳥をはじめとする様々な生き物が集まってきます。仙石山森タワーには、ミミズクの子どもが迷い込んできたことも！

1986年の誕生以降、アークヒルズにはフロントタワー、仙石山森タワー、サウスタワーが仲間入り。街の広がりから目が離せませんね。ヒルボックルでした。

020

no.78

MAY / 2016

HILLS IN FOCUS

EVENT CALENDAR

MAY
&
JUNE

OMOTESANDO HILLS / ARK HILLS / TORANOMON HILLS
表参道ヒルズ
CULTURE

4.23 ~ 5.8
（SAT）

PRESENT

虎ノ門ヒルズ

www.omotesandohills.com

www.toranomonhills.com

FOOD & DRINK
開催中

~ 7月
中旬

（SUN）

FOOD & DRINK

6.6 ~ 6.8

（MON）

（WED）

六本木ヒルズ WEB サイトの
「HILLS LIFE」のページからお申し込みください。

www.roppongihills.com/hillslife
応募締切

4月30日（ 土 ）

日伊国交樹立 150 周年記念
世界遺産 ポンペイの壁画展

招待券５組 10 名様
火山の噴火で埋没した古代都
市遺跡ポンペイとその周辺地
域から出土した壁画を一挙公開。六本木の天
空に甦るイタリアの奇跡、ポンペイ壁画の決
定版となる本展に５組 10 名様をご招待します。
《ケイロンによるアキレウスの教育》
（部分）ナポリ国立考古学博物館蔵
©ARCHIVIO DELL’
ARTE - Luciano Pedicini / fotografo

蜷川実花写真展
「 FASHION EXCLUSIVE 」

虎ノ門ヒルズ
チャイニーズＢＢＱ

虎ノ門街バル

美しく艶やかな色彩で創り上げられた世
界観と、トレンドを先取りする嗅覚で今
や時代の顔となったアーティスト蜷川実
花。そんな蜷川が初めて「FASHION」
をテーマに、豪華モデル陣をとらえた写
真展を開催します ●場所：本館 B3F ス
ペース オー ●時間：11:00 ～ 21:00 ※
4/24（日）
・5/1（日）～ 20:00、5/8（日）
～ 18:00 ●入場：無料 ●問：03-34970310（総合インフォメーション）

昨年大好評だったミシュラン一つ星 東
浩司シェフ監修の「チャイニーズ BBQ」
がリニューアルして 4 月より始まりま
す。2 種類の中華ダレで漬け込んだ 4,800
円の豚肉コースと 5,800 円の牛肉コース
をご堪能ください ●時間：平日 17:30
～ 23:00、土日 17：30 ～ 22：00 ●料金
4,800 円 / 人 or 5,800 円（2 時間フリー
ドリンク付）●問：03-6206-1407（虎ノ
門ヒルズカフェ）

街をひとつの BAR に見立て、食べ歩き
する「街バル」の第２回目。新たなお店
の発見や、お店オススメの１フード・１
ドリンク（チケット制）をお楽しみく
ださい ●場所：虎ノ門ヒルズ店舗、愛
宕グリーンヒルズ店舗、虎ノ門 36 ビル
店舗、近隣エリア店舗 ●時間：17:00 ～
23:00 ●料金：3,000 円（Web）
、3,500
円（当日）●問：info@machi-bar.jp ●詳：
machi-bar.jp/toranomon-bar/

ヒルズカードプレミアムステージがリニューアル

www.arkhills.com

4.28 & 4.29
（THU）

（FRI）

ENTERTAINMENT ACTIVITY

FOOD & DRINK

5.3 ~ 5.5

5.10 ~ 9.30

（TUE）

（THU）

招待券２組４名様
5/3 ～ 5 の３日間、六本木ヒ
ルズ森タワー 51F にて、大人
からお子様までお楽しみいた
だける料理の数々をブッフェ
スタイルでご用意。この天空でいただくディ
ナーブッフェに２組４名様をご招待します。

INFORMATION

アークヒルズ
ENTERTAINMENT ACTIVITY

ゴールデンウィーク スカイブッフェ

（TUE）

（FRI）

ヒルズカードでのお買上
げ金額に応じて設定さ
れるプレミアムステージ
の「３スター会員」様に、
６月より約 300 店舗での特別優待サービスが
追加となります！ www.hillscard.com/info/57

ACCESS DATA
〈 六本木ヒルズ 〉

Sound and City

木とあそぼう 森をかんがえよう

～音楽・ビジネス・テクノロジーの可能性～

with more trees

アークヒルズを舞台に「都市とのイン
タラクション」
「新しいイマジネーショ
ン」をコンセプトに、
“都市と音”を体
感するイベント。トークセッション、ラ
イブ、テクノロジー体験ブースなど、今
ここでしかできない体験を！ ●場所：
ア ー ク・ カラ ヤ ン 広 場、WIRED Lab.、
TechShop Tokyo ●時間：11:00 ～ 22:00
（予定）●入場：無料（一部有料）●問：
03-6406-6663 ●詳：www.arkhills.com

都会にいながら親子でのんびりと、木と
ふれあい、森を感じる３日間。親子で
木のおもちゃを楽しめるプレイエリア
や、自分だけのアイテムを作れるワーク
ショップ、ヘルシーなシカ肉を使ったジ
ビエ BBQ などワクワクが盛りだくさん。
楽しく遊びながら森林について学ぼう！
●場所：アーク・カラヤン広場 ●時間：
10:00 ～ 17:00 ●入場：無料 ●問：036406-6663 ●詳：www.arkhills.com

ルーフトップ・ラウンジ
アークヒルズサウスタワーの屋上
に、 手 ぶ ら で BBQ が で き る 夏 季 限 定
「ROOFTOP LOUNGE」 が 今 年 も 登 場
し ま す！ ● 場 所： ア ー ク ヒ ル ズ サ ウ
スタワー屋上、スカイパーク ●時間：
平 日 17:00 ～ 23:00（Food L.O. 22:00
/ Drink L.O. 22:30）
、 土 日 祝 16:00 ～
23:00（Food L.O. 22:00 / Drink L.O.
22:30）
（予定）※雨天・強風時中止 ●詳：
www.arkhills.com

新たにヒルズにオープンします！
アークヒルズ

表参道ヒルズ

5月

3.22

4.22

（TUE）

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
都営 01 系統（渋谷⇔新橋）
「EX シアター六本木前」下車
都営 88 系統（渋谷⇔新橋）
「EX シアター六本木前」下車
駐車料金
全日：300 円／ 30 分（600 円／ h）0:00 ～ 24:00
一日料金
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。

〈 表参道ヒルズ 〉

六本木ヒルズ

上旬（予定）

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

（FRI）

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
駐車料金
700 円／ h（以降 350 円／ 30 分）
10:00 ～ 24:30（日曜は 24:00 まで）
※お買い上げ金額ごとに、
店舗にて駐車サービス券を発行します。

〈 アークヒルズ 〉
南北線・銀座線「溜池山王駅」13 出口徒歩 1 分
南北線「六本木一丁目駅」3 出口徒歩 1 分

GANZO Roppongi

スペイン
バレンシアナバル ブリーチョ

バール ア ヴァン パルタージェ

日本の職人による最高級のメンズ革製
品 GANZO（ガンゾ）では、一切妥協す
る事なく本物を追求した革製品を取り揃
え、ブリーフケースから財布や iPhone
ケースなどの小物類まで充実のライン
ナップをお届けします。また革製品のお
手入れに最適なアフターケア用品も充
実しています ●場所：ウェストウォー
ク 4F ●時間：11:00 ～ 21:00 ●問：036861-3167（株式会社 AJIOKA）

ミシュラン東京 2016 でヒブグルマンを
３店同時受賞した佐藤幸二氏が手がける
注目のスペインバル専門店。タパスと
コップビールなど気軽なメニューから、
お客様が皆でお好きな量を取り分ける大
きなパエジャ、焼きたてのスペインオム
レツなどを、
リーズナブルに、
クオリティ
高くご提供します ●場所：アーク森ビ
ル 2F ●時間：11:30 ～ 14:30、17:30 ～
22:30 ●問：03-6277-6842

大阪で瞬く間に人気店に駆け上がった新
感覚フレンチバール
「ル・コントワー」
が、
新業態で関東初出店。正統派フレンチを
タパス（小皿）サイズで提供し、ヴィン
テージワインなど多数のワインをハーフ
グラスで味わえるなど、リーズナブルな
価格で、本物のフレンチをカジュアルに
お楽しみいただけます ●場所：本館 3F
● 時 間：11:00 ～ 23:30（ 日 曜 ～ 22:30）
●問：03-6434-9091

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 〉
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

〈 虎ノ門ヒルズ 〉
銀座線「虎ノ門駅」2 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」烏森出口徒歩 11 分

発行／森ビル株式会社 東京都港区六本木 6-10-1 Cooperation：CONDÉ NAST STUDIO Editor in Chief：Naoya Sasaki Art Director：QULLO & CO.
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。
お詫びと訂正

3 月号 3 ページ記事本文中に「GAKUSOU」の記載がありますが、正しくは「GYAKUSOU」となります。関係者の皆さまに謹んでお詫びして訂正いたします。
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中央・家族の憩いの場であるリビングダイニ
ングは、一面が窓で開放的。ご主人が好きな
黄色など、鮮やかな色調のアートや小物を
飾って明るい雰囲気に仕上げている。

左・地下 1 階のレストラン『HALE 海 's（ハ
レカイズ）』は、オリジナリティあふれる料
理を提供。「何を食べてもおいしい」と、丸
岡さん。広々としたテラス席もある。

右・敷地内に里山を再現した「こげらの庭」
も丸岡さんは気に入っている。神谷町駅方面
に出る時には少し遠回りでもこの庭を通り、
木々の緑や四季折々の花を眺めていくという。

ARK HILLS
SENGOKUYAMA
RESIDENCE
アークヒルズ
仙石山森タワー
所在地：東京都港区六本木 1 丁目 9-18 ／
アクセス：六本木一丁目駅 徒歩 4 分［地
下鉄南北線］、神谷町駅 徒歩 6 分［地下鉄
日比谷線］／サービス：フロントサービス
（バイリンガル対応）、ドアマンサービス／
備考：駐車場あり
（空き状況により利用化）、
ペット可（飼育できるペットに制限あり）、
棟内の「ヒルズスパ仙石山」ほか都内に 5
箇所ある「ヒルズスパ」を利用可、ビュー
ラウンジ、ゲストルームあり（有料）
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

民間による日本初の大規模再開発事業として

20 アークヒルズ 仙 石 山 森タワー

住み始めてから気づいたことだが、『アークヒル

引っ越しに際し、物件探しはご主人に任せきりにし
ていたが、ここは一目で気に入ったという。「初め

ズ

て見た時、きれいなビルだなぁ、と思いました。周

けでなく、ひとつの“街”のようでもあると、丸岡

化の発信」「自然との共生」などを具現化する「ヒ

辺に緑が多かったこと、それに私は車の運転をしな

さんは続ける。「この建物の中に、私たちの生活に

ルズ」の原点として、今もゆるぎない存在感を放つ。

いので、六本木一丁目と神谷町の２駅を利用できる

必要なものが揃っているんです」
。買い物や食事の

都心の“ 立 体 緑 園 都市 ”で
子どもの成 長を見守る

オフィス、住宅、商業施設、コンサートホール、放

ことも大きなメリットと感じました」。

ほか、
『ヒルズスパ仙石山』のジムで運動もできるし、

photo_ Satoshi Nagare
text_ Seishi Isozaki
edit_ RCKT/Rocket Company*

の家の鍵

奥にキッチンも備える 25 階のビューラウンジで娘さんと談笑。ラウンジの利用は事前予約が必要。

1986 年に完成し、都心の計画的な“街づくり”を
リードしてきた『アークヒルズ』は、
「職住近接」
「文

仙石山森タワー』は自分たちの住まいというだ

さらに心惹かれたのが、隣接するアークヒルズの

眺望の良い 25 階のビューラウンジでパーティを開

緑豊かな環境も整備。新たな都会の生態系を育んで

一画にあるサントリーホールの存在だ。クラシック

くこともできる。その上、子供が習い事として通え

きた。完成から四半世紀の時を経て、成熟期を迎え

音楽が大好きだという丸岡さんは、「自宅からコン

るスイミングスクールや書道教室も棟内にあり、
「送

たアークヒルズの拡充と、周辺エリアのさらなる発

サートホールまで歩いて５分で行けるんです。なん

り迎えをしなくていいので助かります。特にプール

展を牽引する役割を担い、2012 年８月に竣工した

て贅沢なんだろうと思いました」と、笑顔を見せる。

は、水着の上に何か羽織るだけで行き来できるのが

のが『アークヒルズ

送局などの芸術・文化施設を充実させただけでなく、

仙石山森タワー』だ。レジデ

日常生活の延長線上に、文化・芸術と触れ合う機会

楽だと、娘も喜んでいます。冬場も風邪をひく心配

ンス機能と商業・オフィス機能が高次に複合したこ

が持てる。それもまた、このレジデンスに住む利点

はほとんどありません」。丸岡さん夫妻も、それぞ

のタワーは、土地の合理的かつ健全な高度利用を実

というわけだ。

れ毎日のように『ヒルズスパ』に通っているそうだ
が、疲れている時には運動はせず、サウナやスパだ

現。足下に広がる敷地には生物多様性に配慮した緑
地を整備するなど、地域緑化にも貢献している。

一般的な住宅街ではないせいか、友人たちから「住
みにくくない？」と、聞かれることもあるそうだが、

「都会の中の都会という立地にも関わらず、自然

け利用することもある。そんな使い方ができるのも、
自宅と同じ棟内にあればこそだ。

「まったくそんなことはありません」と丸岡さんは

を身近に感じることができるこの環境を気に入って

否定する。「むしろ生活しやすいと思います。最近、

います。静かでとても快適ですよ」。そう話すのは、

品揃えに個性があるスーパーマーケットが増えたお

きたために、丸岡さん一家は近々、引っ越しをする

2014 年からタワーの３～ 24 階に位置する『アーク

かげで、買い物が便利になりましたし、その日の気

ことにした。新居ももちろん、
この棟内にある。「今

ヒルズ仙石山レジデンス』で暮らす丸岡紀子さん。

分で使い分けることができて楽しいです」

は別の場所での生活は考えられない」そうだ。

娘さんが９歳になり、現在の住居が手狭になって

上・リビングダイニングと引き戸で仕切ることができる約 6.5
畳のゲストルームを、現在は子供部屋として活用。ぬいぐるみ
やおもちゃはボックスに入れて、スッキリと収納している。
下・調理台が広くて使い勝手がいいキッチンは約 4 畳。冷蔵庫・
オーブン・食器洗浄機などの電化製品があらかじめ備わってい
る。普段は入口の引き戸を空けたまま使うことが多い。
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photo_Keiichiro Muraguchi

MIYAGI FUTOSHI

展示風景：
「六本木クロッシング2016展：僕の身体、あなたの声」
森美術館、2016 年

KOBAYASHI ERIKA

WANDERING AROUND RO
OPPONGI CROSSING
歩いて触れてみよう！日本の現代アートの最前線

2016

森美術館が３年に１度、日本のアートシーンを総覧する定点観測的な展覧会として開催してきたシリーズ展「六本木クロッシング」
。
20組のアーティストによるバラエティに富んだ作品の数々を、出展作家の小林エリカさんとミヤギフトシさんが一緒に鑑賞しました。

A

小林エリカ（以下 ）
「六本木クロッシング」のようなグループ展の醍醐味は、様々なジャンルのアーティストや観たことのない新しい作品と出会えることですね。ミヤギさんはどの作

メディアアートでもあるし、でもやっぱり美術的でナラティブでもある。こんなプレゼンテーションの仕方があるのかって驚かされたし、物語として見ても完成されていて胸を打た

MIYAGI'S WORK
by KOBAYASHI

沖縄駐留米軍兵のドラァグクイーンがレイナ
ルド・アーンの歌曲「クロリスに」を歌う姿に、
ミヤギさんのセルフストーリーと沖縄が抱え
る問題、
「クロリス」の神話が一気に重なり合い、
たくさんの気づきをもらいました。（写真Ⓑ）

品が印象に残りました？／ミヤギフトシ（以下 ）さわひらきさん（写真Ⓒ）の作品ですね。分かるような分からないような絶妙な謎解き加減がたまらなかった。しかもあれだけ静謐な作品

れました。／

ここのところなぜか「洞窟」というキーワードがずっと渦を巻いているんですよね。沖縄の小説でもマジックリアリズム的によく登場するけれど、山城さんがモチーフ

KOBAYASHI'S WORK
by MIYAGI

小林さんの作品を初めて美術館のセッティン
グで見ましたが、完成度の高さに驚かされました。
会場で配られる物語や先日読んだ小林さんの
小説「宝石」を思いながら体験するインスタレ

が、にぎやかなグループ展の中できっちりと存在感を示せるなんてすごいですよね。／

C

グループ展ならではの鑑賞の仕方ってありますか？／

個々

展覧会場を歩いてくれたのは
出展作家でもあるこのおふたり

として使う洞窟はそれともちょっと違っていて、もっと神話的なんですよね。／

そう！ 神話っぽいのにとってもポップ。しかも普通なら大

D

の作品の展示方法につい目がいきます。どんな額を使っているか、プロジェクターやカメラには何を使っているんだろうって、こっそり勉強させてもらっ

ています。 エリカさんの印象に残った作品は？／

ーションは本当に特別な空間でした。（写真Ⓔ）

E

B

わたしは山城大督さん（写真Ⓓ）の作品が良くて泣きそうになりました。一見演劇的でもあるし、

ミヤギフトシさん

小林エリカさん

1981 年沖縄生まれ、東京在住／アー

1978 年東京在住／作家、アーティス

ティスト。国籍や人種、自らのアイデ

ト。小説「マダム・キュリーと朝食を」

ンティティーを主題に、写真、映像、オブジェ、 で芥川賞・三島賞候補に。著書に、放射能の
文章などによるインスタレーションを展開する。 歴史をめぐる『光の子ども１・２』ほか多数。

仰になりがちなのにすごくささやかに見せている。毛利悠子さん（写真Ⓐ）の作品にも感じたけれど、今回の「クロッシング」には「ささや

かさ」というキーワードが隠れているような気がするな。／

それじゃあ、それを確かめにもう一度最初から歩き直してみましょうか！

「私」とは誰か？ 私の身体は歴史や他者とどのようにつながっているのかを問い
つつ、世界と自分との新たな関係性を探る 会場：森美術館（六本木ヒルズ森
タワー 53 階）日時：開催中～ 7/10（日）※会期中無休 時間：10:00 ～ 22:00
（火曜～ 17:00、5/3（火・祝）～ 22:00 ※入館は閉館の 30 分前まで）問：035777-8600（ハローダイヤル）詳細：www.mori.art.museum
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密着

これが廃 品 打 楽 器！

レポート

C

軽量カップに桶、自転車の

CK
HE IT
!

「 街とセッション」山口とも

ベル……。山口さんが愛用
する廃品楽器の材料は多岐
にわたる。写真は、セッショ
ン１で使ったドラムセット。
満足いく形に仕上げるまで
10年 か か っ た と い う。 ど
んなガラクタから生まれた
音なのかを考えながら、演
奏を聴くのもまた楽しい。

収録場所は

SSION
SE

1

ARK Hills
CM「CITY JAM ～街とセッショ
ン」の収録が、アークヒルズで行
われた。開業 30 周年を迎えた街
＝アークヒルズとのセッションに
挑んだのは、パーカッショニスト
の山口ともさん。そこから生み出
された音楽のある街の風景とは？
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カラヤン広 場の滝も
セッションに参 加 。
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ルーフガーデンに
都 心の楽 園を再 現 。

photos courtesy of SUNTORY HALL

４ 月 上 旬、 森 ビ ル が 作 る ラ ジ オ

パイプオルゴールと
オリジナル楽 器の共 演 。

毛先をクルンと巻いたもみ上げと、ちょ

「セッションに向いているのは、情景が

都会の喧噪を遠くに聞きながら、鳥の

び髭。トレードマークの準備も万端の山

すぐ目に浮かぶ音でしょうね」
。今回の

声や葉擦れの音に耳を澄ます。ここは年

口さんが最初にセッションしたのは、サ

CM のために、アークヒルズを歩いて街

に数回だけ一般公開されるルーフガーデ

ントリーホールの正面玄関に設えられた

の音を探した山口さん。２番目のセッショ

ン。山口さんが「楽園」と名付けた屋上

オルゴール。37本のパイプが奏でる荘

ン相手に選んだのは、アーク・カラヤン

庭園でのセッションは、うちわや傘、風

厳なメロディーに合わせて、自作のドラ

広場の滝だった。爽快な水音が響く中、

船などを使って、鳥や動物、風や波、雨

ムセットで音を紡いでいく。廃品を使っ

ガス管や発泡スチロール、空き缶を使っ

や雷といった自然の音を表現するという

た楽器で、さまざまな音と共演してきた
山口さん。
「音を見つけるのも、それに

て涼やかに演奏する。
「さっきはオルゴ

ユニークなものになった。「アークヒル

ールの音色にない音を、今度は水とリン

ズを歩き、そしてセッションして思った

合わせる楽器を選ぶのもひらめき。即興

クした音をイメージしました」
。その背後

のは、ここが都会のオアシスだというこ

での演奏は二度と同じものをつくること

には雑踏や子供の遊ぶ声。
“今”を共有

と。ビル群の中に自然を作り出す。そん

はできない。それだけに楽しいんです」

する街の空気も演奏に彩りを添える。

なことが人間にもできるんですね」

ブルーグレーのスーツにピンクのシャツとソックスがオシャレな山口さん。ポケットチーフの代わりに赤いフォークを刺すなど、お茶
目心も忘れない。お昼時の収録になったセッション１と２ではオフィスワーカーや外国人観光客など、多くの人が演奏を見守っていた。

山口とも
打楽器奏者
フリーのパーカッショニストとして
数々のアーティストのツアーやレ
コーディングに参加。
「ドレミノテレ
ビ」
（NHK E テレ）への出演を機に、
“ともとも”の愛称で子供にも親しま
れている。ヲノサトル、寺師徹、田
中邦和と結成した魅惑のムード音楽
を演奏する４人組、ブラックベルベッ
ツのメンバーとしても活躍中。

森ビルのラジオ CM「City Jam ～街とセッション」は、J-WAVE のラジオ番組「HILLS AGENCY」
（月～木 12:15 ～ 12:25）内で放送中。また YouTube の森ビルチャン
ネルでは、同 CM の収録シーンをお楽しみいただけます。何をどう鳴らしているのか。ぜひアクセスして確かめてみてください www.youtube.com/user/MORINOW
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Nicholas Serota

Director, Tate
©Hugo Glendinning

テート館長。ロンドン在住。英国政府の
近現代美術コレクションを中心に所蔵・管
理し、国内４カ所の美術館を擁するテート
を率いる。ホワイトチャペルギャラリー館
長、オックスフォード近代美術館館長を経
てテートの運営に参加、現職に至る。2013
年には文化振興への貢献により名誉勲位を
得る。森美術館インターナショナル・アド
バイザリー・コミッティーも務める。

13
お話を伺いました

ニコラス・セロータさん
イギリスの美術館「TATE」館長

美術館を
「生きた学びの架け橋」
に。
text_Shinichi Uchida
̶̶近年、
セロータさん率いるテート（TATE）を含め、

̶̶美術館も人々と共に、生きた学びを共有する？

美術館の教育普及活動を「エデュケーション」では

S

なく「ラーニング」と呼ぶ動きがあります。これは

演。これは今も重要ですが、シンポジウムなどで異

スマホのように一人ひとりの手元に情報を届けられ

いわば、美術館が何かを一方向的に教える感覚から、

なる意見を交換するのも大切です。テートでも毎年

ることでしょう。そこで私たちも、ある人の声を別

観衆や地域と共に学ぶ姿勢への移行でしょうか？

多彩なゲストを招き、歴史、移民、持続可能性など

の人へと手渡しできる感覚の仕組みが提供できない

ニコラス・セロータ（以下Ｓ）インターネットの発

を議論し続けています。美術館は社会の中で、意見

かと思いました。また近年は「ゲルハルト・リヒタ
ーのインタビュー映像、良かったです」
「ウェブサ

従来、教育プログラムの主役は作家や学者の講

Connects」を導入するなどの取り組みもありますね。
S

新しいテクノロジーの重要な価値のひとつは、

展で、私たちは多彩な情報源から様々な情報を得ら

を広く交わせるフォーラムになり得ると思うのです。

れ、SNS 等でのコミュニケーションも豊富になりま

̶̶セロータさんは若き日に地域の子どもに絵を教

イトを見てくれたの？」
「いえいえ、YouTube です」

した。結果、ひとりの先生、一冊の本のみから何か

える活動に携わり、テートでは数々の計画を成功さ

といったやりとりも多い（笑）
。架け橋としては、こ

を学ぶというより、各々が多様な体験を自らまとめ

せる一方、ご自身を批判する芸術家達の展覧会に出

れらの共有プラットフォームも重要だと言えます。

て自分のものにする傾向があります。こうしたなか、

向いた逸話もあります。その信念を支えるものは？

̶̶そうした工夫で「エデュケーションからラーニ

美術館も多角的に「学び」の機会の提供を考える時

S

ングへ」のビジョンが目指す先にある世界とは？

代がきたということでしょう。少し変わった例を挙

する家庭で育ったと感じています。ただ、両親は音

S

げると、作品解説もキュレーターや美術史家だけに

楽や視覚芸術にはそれほど関心を持たず、私も 10

作品など、過去に達成された偉大な物事を保管・継

私の父母は偉大な読書家で、自分も文化を尊重

私たちの社会が美術館を持つ意義は、まず収蔵

任せるのでなく、たとえば犬の専門家に名画を語っ

代に自らその魅力にふれ始めるまで、そうした世界

承していくこと。今を生きる私たちの立ち位置の確

てもらうのもよいかもしれませんね。

の外側にいたんです。私はこの「外側にいた」感覚、

認にもつながるものとして重要です。そして、美術

̶̶アートの解説に、犬の専門家ですか？

自分がそこに参加していなかった感覚も忘れていま

館が作り出せる学びの偉大な機会とは、鑑賞や体験

S

実際に以前、BBC の TV シリーズでそうした試

せん。ですから、美術館はまだつながっていない者

を通じて、自分と歴史との関わりや、自らが社会の

みがあったんです。テートにある有名なジョージ・

同士の「架け橋」になるべきだと考えています。そ

一員として存在する感覚を見出せること。他の人々

スタッブスの絵画を、犬の専門家に解説してもら

の橋がつなぐのは、多様な文化の魅力にまだふれて

を理解すること。さらに、この世界がどのように存

う。200 年前の絵画に描きこまれた猟犬たちについ

いない人々、また、そのことでそれを不必要に怖れ

在しているのかを知る契機になることです。こうし

て、血統など各々の特徴をプロの目で語ってくれる

ている人、
そして文化の創造にも関わり得る人々です。

たことは美術館の常なる目標です。今日お話してき

わけです。これは特殊な例ですが（笑）
、とても新

̶̶テートでは、デジタル・ツールを活かして美

た「かけ橋」のたとえで言えば、
「虹の橋の向こう」

鮮な体験でした。

術館・作家・観衆が意見を交わせる「Bloomberg

にそうしたものがあることを願っています。

“Bridge to the Future”
Families at Tate Modern © James Harris

各館内を歩くと、あちらこ
ちらで家族連れや幼児のた
めのプログラムが開かれて
いる。さらに教員向けのワー
クショップを開きアーティ
ストを学校に派遣するなど、
地域に密着した普及活動を
通して社会における美術館
の役割を模索し続けている。
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ROUTE 13

AROUND

HILLS AREA WALKING GUIDE

アークヒルズ
六本木ヒルズ
元麻布ヒルズ

ヒルズ樹木調査団：昨年2015年春の
桜地図作成に引き続き結成された調
査団。植物写真家 T、イラストレー
ターK、編集者 W の三名でエリア内

Map ＆ Illustration_ Kaori Kojima

Edit_ Akiko Wakana

をくまなく踏査。現在も調査続行中

新緑まぶしい初夏の一日、地図を片手に街路樹めぐりはいか
がですか。そよかぜ吹く並木道をたどり、街角の緑を丹念に
拾って歩けば、都心を生きる木々の姿が目に入ってきます

