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都心生活を楽しむためのアイディアを提案
ヒルズライフは、街をより魅力的にしていく 1 つの取り組みとして、ヒ

ルズのメンバー * と、森ビル賃貸レジデンス居住者やオフィスワーカー、

ヒルズに集う人々など、特定のターゲットに向けて配布される、ヒルズ

のエリアマガジンです。働く、食べる、遊ぶ、眠る。会う、話す、休む、
考える、つくる…いつも新しい “ 何か ” が起こる街＝ヒルズならではの

新鮮な情報から、新しい考え方やビジョン、アイディアなどを幅広く紹

介することで、東京という街のクリエイティブな可能性を高めてゆきます。
* 六本木ヒルズクラブ、ヒルズスパ、ヒルズカード優良会員

媒体データ

RECENT ISSUE

新しいライフスタイルに向けて——。

概要
創刊

2013 年７月１日（リニューアル創刊）

発行日

隔付月（奇数月）１日

判型

B4 判（W.257 × H.364mm）

体裁

中綴じ（左開き）

頁数

32 頁 ※号によって変動がございます。

発行部数

約 13 万部

発行者

森ビル株式会社

プロデュース
編集

〈 VOL.72 〉

森美術館リニューアルオープン

〈 VOL.75〉

バイオロジーについて
考えてみよう

〈 VOL.73 〉
未来への学び 2015

〈 VOL.74 〉

世界はデザインでできている

〈 VOL.76 〉
〈 VOL.77〉
ロンドンは変わり続ける FASHION CANGES HILLS

巻頭特集ではアートやテクノロジー、ファッションをめぐる最
新の動きを紹介しながら、都心ならではの新しいライフスタイ
ルのあり方を提案。
毎号読み応えのあるコンテンツが満載です。

コンデナスト・ジャパン
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迫力の大判 B4 サイズでお届けするコンテンツ

FEATURE

COMMUNITY
特集

LIFESTYLE

ロンドンは変わり続ける

GRASSROOTS
GROW IN

LONDON

ロンドンは今、草の根的な活動から
街のあり方が変わり始めている。
テムズ川の上に浮かぶ小さなオアシスのような印
象の「ガーデン・ブリッジ」の完成予想図。ロン
ドンの新しい名所になることは確実だろう。
Image Courtesy of Garden Bridge Trust.

東側にはセントポール大聖堂と並び、シティ地区に建設が続く高層ビル
を望む。ブリッジ全体が一つの生態系のようなデザインになっている。

変わりゆくテムズ川の役割
Changing Role of Thames
「薄汚れたテムズ川は流れ続け、人は慌ただ
しく往来する。でも橋の上から眺めるウォータ
ールーのサンセットはパラダイス」。ロンドン・

そこにはロンドンの雰囲気がよく表れている。
とはいえ、この歌が書かれてからはや半世紀近
く。交通の動脈としての役目を終え、南北を分
断する存在になっていたテムズ川も、再び市民
の拠り所として息を吹き返し始めている。
その契機となったのは 2000 年に南岸にある
旧発電所を改築してオープンした世界有数の現代アートギャラリー「テートモダン」

ACROSS THAMES

テムズに架けるガーデンの橋

Designing the Garden Bridge

こうして一流のクリエイターが組んだ「ガーデン・ブリッジ」の案が発表になると、そ
れは瞬く間に市民の共感を得た。企業や個人からの寄付に続き、政府とロンドン交通局か
らも予算が計上されることになる。総予算は１億 7500 万ポンド（320 億円強）。そのうち

ン・フォスター設計のミレニアム・ブリッジも架けられた。歩行者専用のこの橋は、

GARDEN
BRIDGE

いを映し出す、テムズの上のパラダイスになるに違いない。

ンクスの名曲「ウォータールー・サンセット」。

だろう。同時に北岸の 1710 年に完成したセントポール大聖堂と直結するノーマ

Case study 1

古いものと新しいものとの共存を目指す、新世紀のロンドンを象徴するものだ。

35％が公費で賄われるという計算だ。建設許可には住民の声が大きく反映されるロンドン
だが、市民の 78% が支持を表明。行政区からの建設許可も下り、間もなく着工になる段階
まで来ている。
橋は全長 366 メートル。南はナショナル・シアターなどモダニズム建築の文化施設が集
中するエリア、北は法曹関係の建物が集まる歴史あるエリアで、
「ダ ･ ヴィンチ・コード」
にも登場する 12 世紀に建てられたテンプル教会もある。構造設計はアラップが手がけ、外
壁は銅とニッケルの合金製、２本の支柱を中心にアサガオのように広がる大きな鉢を二つ
つなげたようなフォルムになっている。
「ロンドンの歴史や自生の植物を尊重し、南の湿地と草原から、北のイングリッシュガー
デンまで、５つのテーマのガーデンが連続します」と、ピアソンによる植物のセレクトも
進行中だ。270 本の木、2000 本の低木、2200 本の多年草やシダ類、6400 個の球根が植栽

川に浮かぶガーデンという夢

上：「ガーデン・ブリッジ」の模型。大きな木は土が一番深い支柱周辺に植栽される。全長
366 メートル。ジグザグ状で角を多く設けたデザイン。下：「ペッカム・コールライン」旧
貨物線路をガーデン遊歩道にする計画。建築学生の発案から地元住民が結束。クラウドフ
ァンディングで資金を募り、実現化運動を推進中。区のサポートも得ている。

peckhamcoalline.strikingly.com
Upper: Images Courtesy of Heatherwick Studio./ Lower: Images courtesy of Peckham Coal Line.

されるという。ちなみに発案者のラムリーからのリクエストは「リンゴの木とクリスマス
ツリーがあること」とか。ミツバチが集まる草花や鳥が好む実を結ぶ植物もふんだんに植

Floating Garden Over the River

えられるそうで、ラムリーが夢見た以上にロマンチックなパラダイスになりそうだ。完成
それ以前から「テムズに浮かぶガーデン・パラダイス」を夢想していたのが、

予定は 2018 年になっている。

イギリスではおなじみの女優、ジョアンナ・ラムリーだった。
「川の真ん中にも

このほか、ロンドン南部のペッカム地区では、建築学生のアイディアから始まったガー

ガーデンがあったらどんなにステキかしら？」そんな彼女のロマンチックなア

デン計画が進行中だ。旧石炭移送用の線路をガーデンとして再生する「ペッカム・コール

イディアを形にできないものかと考えたのが、デザイナーのトーマス・ヘザウ

ライン」というプロジェクトで、こちらはクラウドファンディングと区の援助を資金に、

ィックだった。ロンドン・オリンピック聖火台のデザインで、世界中から注目

実現化への調査段階に入っている。草の根的な活動が街を大きく変えていく、そんな時代

を浴びたヘザウィック。ラムリーの夢の実現化へと動き出したきっかけも、こ

が来ているようだ。

のオリンピックの成功だったという。
「懐疑的な声も多かったオリンピックでし

Edit & Text by Megumi Yamashita

Dan Pearson

たが、フタを開けてみれば、みんなが一体となり、街全体が素晴らしい雰囲気に

世界中から人が集まり、あらゆる人種や宗教の人が
暮らすロンドン。2012年オリンピックの成功は、
そんなロンドンに新たな結束感を与えた。一人の女優の
アイディアから始まった「ガーデン・ブリッジ」計画は、
この街をパラダイスにしていこうという、
市民の思いを代弁するものだ。

Image Courtesy of Garden Bridge Trust.

ル。橋の上という人工的な環境であっても、彼の手にかかれば、それは繊細で季節の移ろ

「ガーデン・ブリッジ」の実現化へ

オリンピック閉会式のハイライトにもなったキ

ダン・ピアソン
植物を知り尽くし、その本来持つ習性を生かしたナチュラリスティックなガーデンを信条とするガ
ーデンデザイナー。世界各地にプロジェクトを抱え、日本では六本木ヒルズレジデンスの屋上庭園
ほか、北海道「十勝千年の森」のガーデンも手掛けている。www.danpearsonstudio.com

包まれました。ある意味、一番驚いたのは私たちロンドン市民だったかもしれ
ません。みんなでやればできるという、ポジティブな結束感が生まれたんです」。

GardenBridge

ヘザウィックはこの機をとらえ、アイディアの具体化を考え始めたと言う。
こうして、2013 年にテムズに「ガーデン・ブリッジ」を架けるという、壮大

2018年完成予定の
ガーデン・ブリッジとは？

なプロジェクトのための慈善団体が発足になる。
「テムズの両岸をつなぎなが

Tower
Bridge

ら、人々が草花を愛で、季節の移り変わりを楽しむ場に」となれば、ブリッジ本
体だけでなくガーデンのデザインが重要になる。そこで指名されたのが、ダン・
ピアソンだ。六本木ヒルズレジデンスの屋上庭園も手がけているピアソン。今

River

es
Thame

や世界を代表するガーデンデザイナーである。植物を知り尽くし、自然の生態
系を尊重する「ナチュラリスティック」と言われるのが彼のガーデンのスタイ

ウォータールー橋とブラックフライヤ
ー橋の中間に位置する、歩行者と自転
者専用の橋。年に 12 日程度イベント用
に閉鎖になる以外は、連日、朝６時から
夜０時までオープンする予定。無料。全
長 366 メートル、面積 2,500 平方メート
ル。年間 700 万人が訪問する試算で、地
域の経済効果も期待されている。

www.gardenbridge.london

Thomas Heatherwick
トーマス・ヘザウィック
アート、デザイン、建築のボーダーを越え、幅広いデザインを手掛けている異色のデザイナー。上海
万博の英国館「種の聖殿」や、ロンドン五輪の聖火台で世界的に注目を浴びる。ロンドンでは新型ダ
ブルデッカーバスもデザイン。建築作品も増え始めている。www.heatherwick.com

Joanna Lumley
ジョアンナ・ラムリー
1960年代にボンドガールでデビューした女優。1990年代からはBBCの人気コメディドラマ「ア
ブソリュートリー・ファビュラス」のパッツィー役で国民的人気を得る。英国植民地時代のインド生
まれで、グルカ兵の英国移住権取得運動や、発展途上国支援のための慈善活動でもよく知られる。
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世界の都市の最新の動きを現地取材を通してレポート

都心ならではの豊かな暮らし方や街の使い方を提案します

PICK UP

ART

ショップや店舗、施設と連動したオススメ情報が満載

美術館を持つヒルズならではの最新アート情報を発信

SHOP & RESTAURANT

FASHION
LOUNGE / JEAN-MARC
SPAANS, PIET HEIN EEK
たっぷりとした自然光の入るラウンジでひと
きわの光を放つ壁の写真は、ジャン＝マル
ク・スパーンスによる作品。蛍光灯の動きを

長時間露光のカメラで捉えて三次元の形を作
り出したもので、いわば光の彫刻。その下の、
スクラップの木を素材としたスツールは、ピ
ート・ヘイン・イークの作品。２人の作家は
ともに 1967 年生まれ。オランダという国の
アートやデザインに対する自由で多彩なアプ
ローチや許容力を実感させる作家たちだ。

SALVATORE FERRAGAMO
レディス／ブラックドレス ￥160,000、バッグ

￥160,000、ベルト ￥64,000、シューズ ￥92,000。
メンズ／ベージュコート ￥410,000、パンツ
￥66,000、タートルニット ￥62,000、シュー
ズ ￥138,000 ／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

GARDEN /
GERRIT RIETVELD
庭の緑に映える赤と青の椅子は、先のリート
フェルトによる 1917 年の作『レッド・アン
ド・ブルー・チェア』
。デザイン史にその名
を刻むマスターピースだ。同じく「デ・ステ
イル」運動の中心人物だったモンドリアンの
思想の影響も受けて原色にペイントされた。
直線による立体構成は、後に設計した『シュ
ローダー邸』へとつながっていく。なお大木

が生い茂るこの庭や大使公邸は、毎春チュー
リップに彩られる頃に一般公開もされている。

BOSS
ブラウス ￥54,000、スカート ￥46,000、シュ
ーズ ￥125,000／以上ボス ストア ☎03-57869806／六本木けやき坂通り1F
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ヒルズエリアの店舗や施設の楽しみ方をリコメンド

7

ヒルズを彩るファッショントレンドを紹介します
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ヒルズライフ読者層

消費性向、情報感度・波及力の高い 30 〜 40 代を中心とした都心生活者

① MORI LIVING 居住者
www.moriliving.com

配布戸数：約 2,000 戸

東京の暮らしに高いスタンダードを提供する森ビルが
運営する住宅 MORI LIVING。様々な国籍、世代、個
性豊かな方々が最先端の都市生活を実現しています。

賃料：月額 40 万円台〜 500 万円台
中心賃料帯：およそ月額 100 万円

〈六本木ヒルズレジデンス〉

〈アークヒルズ 仙石山レジデンス〉

〈虎ノ門ヒルズレジデンス〉

〈愛宕グリーンヒルズフォレストタワー〉

〈アークタワーズ〉

〈元麻布ヒルズ〉

ほか、平河町森タワーレジデンス、表参道ヒルズ ゼルコバテラスなど

「六本木ヒルズクラブ」は、ビジネスマインドと
遊び心が融合した、世界に唯一無二のプライベー

② 六本木ヒルズクラブ会員

トクラブです。夢や冒険心、知性、実践力豊か
な会員の交流が時代を牽引します。

www.roppongihillsclub.com
会員数：約 3,600 人
入会金：1,200,000 円
預託金：500,000 円
年会費：180,000 円
※ 預託金を除き別途消費税を申し受けます
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性別

男性 女性
… 32 %

③ヒルズカード優良会員

対象会員：約 2 万人

六本木ヒルズ、表参道ヒルズ、虎ノ門ヒルズ等をご
利用のお客様、ヒルズカードアクティブ会員 20 万
人の中の、高額利用者上位 2 万人。消費性向だけで
なく、情報感度、情報波及力も高い会員ばかりです。

ヒルズカードアクティブ会員
20 万人のうち、高額利用者
上位 2 万人へ直接郵送

年齢

60 代以上

居住地

その他

…3%

50 代

…9%

40
36
…

%

… 13 %

東京
都下

30
39
…

… 2%

千葉 県
埼玉 県
神奈川 県

20 代

代

… 68 %

港区
目黒 区

… 17 %
…6%

… 37 %

23区内

代

それ以外のエリア

… 17 %

%

… 21 %

中央 区 千代田 区 渋谷 区
世田谷 区 品川 区 大田 区

世帯年収

400
未満

400 以上 700 未満

…8%

… 22 %

700 以上
1,000 未満
… 26 %

（単位：万円）

…4%

アンケート実施期間：2013 年７月／対象人数 18,000 名

5

… 1%

… 37 %

3,000 以上
5,000 未満

［ヒルズカード会員へのアンケート調査結果］より

8,000 以上
1 億未満

1,000 以上
3,000 未満

5,000 以上
8,000 未満
…2%
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④ 新聞折込

六本木ヒルズ周辺地区、日比谷線、東横線沿線地区等の住宅街への日本経済新
聞に、約 75,000 部の折込を実施。山の手地区への広範囲なリーチが可能です。

折込数：75,000 部〜
港・目黒区のほぼ全域

対象エリア： 世田谷・渋谷・中央・品川区
の一部地域の住宅

折込新聞：日本経済新聞

参考：ヒルズライフ 76 号（2016.1.1）新聞折込エリア
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配布実績
直接郵送（各住戸へ投函）
MORI LIVING 居住者

六本木ヒルズレジデンス、虎ノ門ヒルズレジデンス、アークタワーズ、
アークヒルズ 仙石山レジデンス、愛宕グリーンヒルズフォレストタワー、元麻布ヒルズ等

2,000 部
3,600 部

六本木ヒルズクラブ会員
ヒルズカード会員

六本木ヒルズ、表参道ヒルズ、虎ノ門ヒルズ等のカード会員上顧客層への送付

20,000 部

客室設置

600 部

グランド ハイアット 東京 宿泊者

新聞折込
港・目黒区（ほぼ全域）
世田谷・渋谷・中央・品川区（一部地域への日本経済新聞折込）

75,000 部〜

ラック設置
六本木ヒルズ

六本木ヒルズ内の各施設、街中のラック、アカデミーヒルズ、インフォメーション等にて配布

14,000 部

表参道ヒルズ

5,000 部

アークヒルズ

3,000 部

虎ノ門ヒルズ

3,000 部

愛宕グリーンヒルズ

1,000 部

その他

1,000 部
その他

2,000 部

プレス、インフルエンサー
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広告料金
スペース

色

広告料金

サイズ／天地（版面）

サイズ／左右（版面）

表 4 ／ 1P

4C

1,800,000 円

364mm(344mm)

257mm(237mm)

見開き／ 2P

4C

2,400,000 円

364mm(344mm)

514mm(494mm)

1P

4C

1,200,000 円

364mm(344mm)

257mm(237mm)

※タイアップ広告については、1P からお受けいたします。また、別途編集制作費を申し受けます。

注意事項
・ 広告スペースは、編集の企画内容により変動いたしますので、各号の詳細につきましては、お問い合わせください。
・ 特集面（表４）以外の掲載お申込みについては、掲載場所の指定はお受けできませんので、予めご了承ください。
・ 規定以外の広告をご希望の場合は、当社担当までお問い合わせください。

・ 記事体広告など、特別な体裁、内容の広告は、「PR」等の文字を入れていただく必要がございます。
事前にご相談ください。

・ 掲載広告の内容に起因する名誉棄損、プライバシーの侵害、著作権の侵害、その他を理由とする賠償請求や、
その他の請求に関して当社は一切責任を負いません。

・ 広告原稿の内容や体裁が不適切と思われるものにつきましては、掲載をお断りすることがございます。
・ お申込み時に原稿内容を確認させて頂く場合があります。
・ お申込み広告の掲載は、当社の広告掲載基準によります。

入稿方法
・ データ入稿（CD）は、カラーカンプ、データ情報を添付の上、入稿願います。
・ 印刷は全て 4 色オフセット印刷となります。

・ 1P 以上の広告サイズは断切り版原稿となります。サイズに関する詳細は担当までお問い合わせください。

・ 純広告の申し込み締め切りは原則として発行日の 50 日前、広告原稿締め切り（完全版下）は 40 日前です。
・ タイアップ広告の申し込み締め切りは、原則として発行日の 60 日前です。

広告・タイアップ等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
FAX
mail

03・6406・6412
03・6406・6414

rhmedia@mori.co.jp
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森ビル株式会社

タウンマネジメント事業部

〒 106-6108 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 42 階

