HILLS AREA MAGAZINE

この夏、いつもとちがう体験に踏みだそう！
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宇宙と地球はきみたちの
広くて大きな実験室だ。
夏休みは、きみたちがいつもいる場所の外に踏み出して、新しい
世界に触れる絶好の機会。好奇心が、きみたちのまわりのすべて
を壮大な実験室に変えてゆくだろう。ここに紹介する、油井亀美
也 宇宙飛行士と伊藤穰一 マサチューセッツ工科大学（MIT）メ
ディアラボ所長のふたりもまた、最先端のフィールドで活躍しつ
つ、地球の、宇宙の、ありとあらゆるものの中に自分だけの〈不
思議〉を見つけ出し、その解明に挑んでいる。宇宙飛行士になる
ための訓練から宇宙の使い方まで、ふたりの対話に耳を傾けなが
ら、この夏、きみ自身の〈不思議〉を育んでみてほしい。

EVERYWHERE
YOU GO
IT'S YOUR
LABORATORY

photo courtesy of Japan Aerospace Exploration Agency ©JAXA
photo_Katsumi Omori
（P1 Spacesuit, P4-5 Portrait, P9 Tsukuba Space Center）
text by Sawako Akune

国際宇宙ステーションの中をスーパーヒーロー
を模して浮遊する油井宇宙飛行士。地球の重
力と、地球を周回する際に生まれる遠心力がつ
り合うことで宇宙ステーションの中には無重力
環境が作り出される（2015/07/31）
©︎ JAXA/NASA
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伊藤さん、はじめまして！ 私はいま筑波宇宙センターの展

JULY / 2017

確認したあとに、宇宙空間に出してあげるという作業を行いました。

油井

示館「スペースドーム」にいます。後ろに見えているのは、国際宇

宇宙服って、実は一人では着られないんですよね。ですから船外活

が非常にきれいに見えたので、将来は天文学者か宇宙飛行士になり

宙ステーション（ISS）にある日本の実験棟「きぼう」の、実物大

動を終えた彼らを迎えて脱がせてあげるのも私の任務のひとつでし

たいと思っていました。ただ、宇宙飛行士になるまでには紆余曲折

のモックアップ（模型・モデル）です。

た。

があって、私はまず防衛大学校から自衛隊に入りました。当時の日

伊藤

本では、自衛隊と宇宙開発は今よりもはるかに距離があったので、

1961 年に、ジョン・F・ケネディ大統領が、60 年代のうちに月

伊藤

実際に訓練に使われているものですか？

油井

これは展示のためのもので、来場者のみなさんが自由に入っ

強い意志と夢が導く宇宙飛行士への道

て宇宙船内の様子を知ることができるものです。私は、2015 年

私は長野のとても小さな村で生まれ育ちました。そこでは星
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宇宙飛行士の夢はあきらめかけていました。そんな私を導いてくれ
たのも映画だったんです。

７月の打ち上げから地球に帰還するまでの 142 日間をここに滞在

伊藤

船外に出て宇宙空間で活動すると聞くと、やっぱり大きな夢

それは『ライトスタッフ』
（1983）という作品で、アメリカ人

し、さまざまな実験を行いました。

誰もが憧れ、親しみをもつ 宇宙
僕はアメリカ中部のミシガン州で育ちました。アメリカでは、

面に人類を着陸させて、無事に地球に帰還させる「ムーンショット
（月ロケットの打ち上げ）」を宣言したことで、アメリカ全体が科学
技術への希望と夢を持ちました。まだ子どもだった僕も 70 年代に、

や希望を感じますよね。今年の３月に、僕が所長を務めるマサチュ

のテストパイロットが孤独に戦い続けながら宇宙を目指すというス

現在もある ESTES 社の「モデルロケット打ち上げキット」のク

筑波宇宙センターには、ほかに訓練用に作られた「きぼう」のモッ

ーセッツ工科大学（MIT）メディアラボで、宇宙についてのシン

トーリーでした。その映画を見て、私ももしかしたら航空自衛隊の

ラブを学校でつくりました。自分が宇宙飛行士になれるとは思わな

クアップもあります。実際の宇宙ステーションにはアメリカ、ロシ

ポジウムを行ったんです。映画『2001 年宇宙の旅』
（1968）の

テストパイロットになっておけば、将来、テストパイロットから宇

かったけれど、モデルロケットならできるかな、と。そういう風に、

ア、カナダなどさまざまな国籍の宇宙飛行士が滞在し、「きぼう」

特撮を手がけたダグラス・トランブルや、実際に船外活動を行った

宙飛行士を選ぶ時代が来るんじゃないか？と考えたのです。結果的

誰もが自分も参加した気持ちになれることも、宇宙開発のとても重

でも実験を行います。そのため各国の宇宙飛行士が、筑波にやって

宇宙飛行士も出席してくれました。

来て「きぼう」のモックアップで訓練やシミュレーションを行うん

面白いことに、あの映画を製作したスタッフたちは、当時まだ

にその後、宇宙航空研究開発機構（JAXA）に選ばれ、宇宙飛行

要な特徴だと思うんです。日本やアジアでも同じようなことは言え

士になることができました。どんなことが作用して夢が叶うのか、

ますか？

ですよ。

NASA も果たしていなかった命綱をつけない宇宙遊泳（※ NASA

本当にわからないものですよね。

油井

伊藤

が 有 人 機 動 ユ ニ ッ ト を 使 っ て 宇 宙 遊 泳 に 成 功 す る の は 1984

伊藤

映画が夢の実現の一部を担ったんですね！ さまざまな形で

ます。最近は、日本人の宇宙飛行士もほぼ毎年のように国際宇宙ス

宇宙の無重力をシミュレーションするために、水中でトレー

そうですね、日本でも徐々に身近になりつつあるように思い

ニングする様子をアメリカで見たことがあるのですが、日本の宇宙

年）のシーンを何としてもリアルに見せようと特撮に励み、逆に

宇宙開発に携わる方たちは、そういった感動的な情熱をみなさん

テーションに滞在していますしね。それから、国際宇宙ステーショ

飛行士もそういう訓練はされますか？

NASA の人たちは、その映画を見ながら、宇宙遊泳ってどんな感

持っておられるなと感じます。油井さんのまわりの方々もやはりそ

ンから小型の衛星を放出して軌道に乗せるミッションがあるのです

油井

宇宙服を着て水の中に潜って、船外活動や宇宙遊泳の訓練を

じなんだろう？と想像していたそうです。SF 映画と宇宙開発の研

うですか？

が、これまでは人工衛星というと何十億、何百億円という規模のお

するものですね。私は主にアメリカで船外活動の訓練を行いました

究者たちがお互いに影響し合っているというのはとても刺激的です

油井

金がかかるものでした。それが今では技術の進歩によって、超小型

が、残念ながら私自身は実際に船外で活動する機会はありませんで

よね。

宙飛行士という目標に向かって懸命に頑張ってきた人ばかりです。

した。その代わり、一緒に宇宙船に乗り込んでいたアメリカの宇宙
飛行士に宇宙服を着せて、すべての機能が正常に作動しているかを

対談

油井亀美也
（宇宙飛行士）

伊藤穰一
（ MITメディアラボ所 長 ）

油井さんは、どんなきっかけで宇宙という未知の世界に向かうこ
とになったのですか？

ええ、みんなそうですね。子どもの頃から宇宙が好きで、宇

で機能をしぼった衛星の中には数百万円程度で製作されるものも現

宇宙飛行士って、やはり誰にとっても遠い目標ですからね、緊張感

れてきています。そうなると大学や小規模の機関、会社などでも

と情熱をもって、努力を続けてきたという人が多いように思います。

手が出せるようになってきますよね？ そうした動きを見ていると、

LET'S TALK
ABOUT SPACE

©︎ JAXA/NASA

Kimiya Yui
油井亀美也

（宇宙飛行士）
1970 年長野県生まれ / 宇宙航空研究開発
機構（JAXA）有人宇宙技術部門所属。防
衛大学理工学専攻卒業後、防衛省 航空自
衛隊入隊。2009 年 JAXA により宇宙飛行
士候補者に選抜され、15 年７〜12 月の約
142 日間、国際宇宙ステーションに滞在し
た。Twitter アカウント @Astro̲Kimiya

Joi Ito
伊藤穰一

（マサチューセッツ工科大学
メディアラボ所長）

今回の対談は６月９日、夜９時の
筑波宇宙センターと、朝８時のア
メリカのボストンを Skype で結
んで行われた。油井宇宙飛行士の
後ろに見えるのが、日本の実験棟
「きぼう」の実物大モックアップ。

伊藤が所長を務める MIT メディア
ラボでも宇宙への取り組みが加速
中。今春にはこれからの宇宙開発
を予測するシンポジウム「Beyond
the Cradle: Envisioning a New
Space Age」が開かれたばかり。

1966 年京都府生まれ。幼少期をミシガン
州で過ごし、14 歳で帰国。デジタルガレ
ージをはじめ多数の会社を起業するとと
もに、Twitter、Flickr、Kickstarter など
のネットベンチャーを支援する。2011 年
９月より現職。最新刊に『９プリンシプ
ルズ』
。Twitter アカウント @Joi
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❶ソユーズ宇宙船シミュレーションにて緊急帰還訓練中の油井宇
宙飛行士（2015/02/13）©JAXA ❷ NASA にて微小重力環境体
感訓練中の金井・油井・大西宇宙飛行士候補者ら（2010/05/07）
©JAXA/NASA ❸ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで行われ
た冬期サバイバル訓練の様子（2014/01/27 〜 29）©JAXA/GCTC
❹ソユーズ宇宙船が水上に不時着したことを想定したサバイバル
訓練（2013/06/21）©JAXA/GCTC ❺筑波宇宙センターの「きぼ
う」日本実験棟船内実験室のモックアップにて訓練を行う油井宇宙
飛行士ほか（2014/02/24）©JAXA/ESA ❻ガガーリン宇宙飛行
士訓練センターで行われた遠心訓練（2014/10/17）©JAXA/GCTC
❼初めて行われた水中での船外活動の訓練。ジョンソン宇宙セン
ターにて（2010/06/02）©JAXA/NASA ❽宇宙飛行士の訓練に
使われる「T-38」ジェット練習機での初フライトへ（2010/01/13）
©JAXA/NASA ❾「きぼう」ロボットアーム先端の子アームによっ
て簡易曝露実験装置２を把持。
「きぼう」船外実験プラットフォー
ム上のハンドレールに取り付けている様子（2015/11/11）©JAXA/
NASA ❿極限環境ミッション運用訓練にて小型潜水艦で移動中
（2012/06/12）©JAXA/NASA ⓫宇宙飛行士が国際宇宙ステーショ
ンに滞在し始めてから 15 周年を迎えたことを祝う油井宇宙飛行士ら
第 45 次長期滞在クルー（2015/11/03）©JAXA/NASA

5

6
9

子どもたちが自分の衛星を通して
膨大なデータを集め、解析する。
そんな未来がもう始まっています
── 油井亀美也 （宇宙飛行士）
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「宇宙から見ると大気の青い層が
非常に薄く見え、その下の雲のさ
らにその下でしか人間は生きられ
ないんだと思うと、地球を大切に
しなければと実感しました」（油
井宇宙飛行士、2015/11/01）

は安心して宇宙に行くことができました。その

© JAXA/NASA

ことを何も知らずに乗ったらかなり怖いでしょ

連関する農業─ 環境 ─ 宇宙研究

うけれど（笑）
。きちんと知識を持ち、万全に

何と何がどうつながって、
その中に自分は
どう参加しているのか。
つねにそのことを
意識する感覚を養ってほしい
── 伊藤穰一 （ MITメディアラボ所長）

いい光や水と、味とは直結しない点。逆にス

ワーク力を鍛えるのにいちばん役立ったのは、

トレスによって味がよくなったりする。たと

「家のお手伝い」です。休みの間は勉強も大事

えばバジルを口にして僕らがおいしいと思う味

ですが、それと同じくらい家のお手伝いをする

準備すれば、かなり落ち着いて行けるんじゃな

伊藤

微生物などの研究では、これを将来的に

は、実はバジルが虫の攻撃に対して妨害で出し

ことも大切だと思います。家族は社会の一部で

いでしょうか。

宇宙で再現するということが視野に入り始めて

ている味だったり。あるいは、エビの殻を入れ

すし、お父さんお母さんがリーダーだとしたら、

伊藤

います。そういう風に環境や農業の研究と宇宙

ると、虫に攻撃されると思って自然の油を出し

「言われる前にやる」というのも素晴らしいサ

の研究が重なるのはとても面白い展開ですよね。

たり。そういったものを、「プラント・レシピ」

ポート力だと思うんですよね。たくさんの子ど

油井

そうですね、共通する部分が本当に多い

というデータとしてまとめています。今はまだ

もたちが、夏休みに自分の役割を決めてお手伝

呼気を再生することで長く深く潜れるようにし

ですからね。国際宇宙ステーションなどは、電

無重力栽培の実験はしていませんが、地上のレ

いをしてくれるといいなと思います。

てくれるものなんです。宇宙技術を海の中に応

力も太陽エネルギーですし、空気も水も極力リ

ベルでは、そのレシピで栽培すると、まったく

伊藤

用しているそうですが、怖いのは、器材が順調

サイクルするといった具合で、環境技術の塊み

同じ味の植物がつくれることになるんですね。

ついてです。たとえば、微生物によって土の中

ならば何も知らなくても使えてしまうかわりに、

たいなものです。ちょうど私が宇宙に行ってい

油井

それはぜひ宇宙でやっていただきたい

の栄養が豊かになり、それを使って植物が成長

何か故障があると、海の中で自分で直さないと

るときには、宇宙で栽培したレタスを初めて食

なあ。宇宙産のレタスがおいしくなるように

し、その植物を人間が食べ、その排泄物がコン

ならない点。さらにそれができないと死亡事故

べる機会がありました。実は私の実家はレタス

（笑）！ 今のお話で思ったのですが、植物だけ

ポストや肥料になる。そういう風にすべてのこ

につながってしまう。訓練なしでも使える、知

農家なので、すごい縁だなと思いながら食べた

じゃなく、人間もやっぱりある程度ストレスが

とはつながっていて、環境問題も経済も、社会

識がなくても大丈夫、というのが実はいちばん

んですよ。

あった方が味のある人間になったりするのかも

や文化も、全部大きなひとつの「システム」の

危険なんですよね。

伊藤

しれませんね（笑）。

中にあるんです。

『アポロ 13 号』
（1995）をはじめとする宇

わるんですよね？ レタスはどういう具合にな

伊藤「希望」と「ストレス」のバランスは、確

夏休みには、どの子もいつもいる場所の外

宙映画では、トラブルが発生して宇宙飛行士が

るんですか？

かにすごく重要なんじゃないかな。どちらが欠

に出て、世界を見る機会があるはず。できれ

僕はスキューバダイビングをやるのです

が、最近、ダイビングの機材に「リブリーザー
（Rebreather）
」というのがあって、これは、

重力がないと、植物はすべて生え方が変

僕からのミッションは、
「システム」に

そこにあるパーツで何か新しいものをつくらな

油井

レタスの場合は、光を当てている方向に

けてもよくないというか……希望に向かってい

ば、１日１回はいつもとは違う外の世界を見て、

いるとき、ロシアやアメリカが宇宙ステーショ

いといけない、というような「スーパー科学

育っていったので、見た目は特に地上と変わっ

るときのストレスがいちばん良いストレスなの

これを作るために何が関係してきているのかな、

ンに物資を運ぶ宇宙船の打ち上げに連続して

者」みたいなシーンがよく描かれますよね。実

たところは感じませんでした。ただし、宇宙な

かもしれない。今は夢がないというか、希望の

と想像してみてほしいんです。たとえば朝ご

失敗してしまい物資不足に陥ったんです。そ

際、ああいった訓練もされるんですか？

らではの生育環境、生育条件ではありました。

持てないニュースが多いなかで、宇宙の話はす

はんに出たトマトであれば、育てるための肥料

の危機を救ったのが日本の「こうのとり」と

油井

実は、二酸化炭素を人工的に取り除くのはかな

ごく大切な気がします。油井さんたちには、ア

はどこから来て、トマトを食べるとどこにつな

い う 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン 補 給 機（HTV：H-II

な状況ではないにせよ、何かが壊れたときに、

り大変な作業で、国際宇宙ステーションの中は、

ジアや世界の若い人をはじめとするさまざまな

がっていくのか。何と何がどうつながっていて、

Transfer Vehicle）でした。

急ごしらえで道具をつくって直した経験は私も

人間の具合が悪くならない、頭が痛くならない、

層へ、希望を持てる夢を伝えていっていただき

その中に自分はどうやって参加しているのかと

あります。おそらく宇宙飛行士はみんな一度や

判断力が鈍らないといったレベルまでしか取り

たいなと強く思います。

いう感覚を、つねに養ってほしい。自分はこの

も一緒に取り組んでほしいという声をいろいろ

二度はやっているでしょうね。

除かないんです。ですから、二酸化炭素の濃度

な宇宙関連の会議で聞きます。宇宙ゴミを片づ

伊藤

は地上の 20 倍くらいとけっこう高いんです。

け、減らしていくのは本当に難しい課題でもあ

ル を 英 語 で 拝 見 し て い た ら、
「Extreme

伊藤

逆に植物は過ごしやすいんですね！

るのですが、そういう困難に、高いテクノロジ

Environments（極限環境）
」という言葉が

油井

ええ、光合成はやりやすいんじゃないか

ーでしっかりと取り組めるのも日本の強さです

ありました。あれは地上のどこか厳しい自然の

と思うんです。気のせいかもしれませんが、実

もたちに向けて、夏休みのミッションを出した

ね。

し、国際社会もそれを認識していますね。

中で、サバイバル訓練を受けたということです

際かなり早く育っているような印象を受けまし

いと思います。

油井

伊藤

高い技術力は、新幹線などにも裏打ちさ

か？

た。

れた日本のブランドですものね。そういう意

油井

そうですね、さまざまな環境でサバイバ

伊藤

味はどうでしたか？ 同じでした？

は、何千人、何万人という人たちがその仕事を

私が今模索しているのも、何か新しいつながり

味では、アメリカのベンチャーは速いけれど、

ル訓練を受けたのですが、おそらく伊藤さんが

油井

実は私は野菜が苦手で、そのせいもある

支えています。そしてそのチームワークが何よ

を生み出せないかな、ということですが、そう

れど、ブルーオリジンのような会社と比べる

ちょっとやんちゃな印象がありますよね（笑）。

読まれたのは、海底の訓練施設に２週間ほど住

と思うのですが、けっこう苦くてあまりおいし

りも大切なんです。いろいろな専門分野の人た

いったことの基礎はまず、今目の前にあるつな

と、やはりスピード感がまるで違う。とはいえ

油井

み、そこで船外活動をするものだと思います。

くなかったんですよね。歴史的な瞬間ですから、

ちが、それぞれにしっかり仕事をして、力を結

がりを分析することですものね。伊藤さんの助

企業は最終的には利益を追求しなければならな

そもそもが難しいことですから、当然失敗もす

小惑星などでの船外活動を検証するというミッ

食べたときには「おいしいー！」と言ったもの

集しないと成功しない。

言に従って、子どもたちだけでなく、私もぜひ

い存在でもありますからね、大志に向かってゆ

る。そういう点ではアメリカの、特に民間企業

ションですね。ほかにも、水がほとんどない砂

の、あとから思い返してみるとあんまりおいし

く NASA とは比べられない部分も多いけれど、

は、失敗したときの記者会見などを見ていると

漠をみんなで歩いてサバイバルしたり、ロシア

くなかった（笑）。地上の野菜の方が味はいい

宇宙を知るための技術を開発していることには

他国とまったくスタイルが違って驚かされます。

の氷点下の冬を２泊３日で生き延びたりといっ

ので、そこは課題でしょうね。宇宙で野菜がで

変わりないんですよね。

失敗はある、でも次に成功すればいいんです、

た訓練もありました。

きるのは素晴らしいことですが、やはりおいし

油井

い方が士気は上がりますからね。

また最近では「宇宙ゴミ」の問題でも、日本

僕ら自身も NASA とは付き合いがあるけ

文化の違いもありますよね。宇宙開発は

映画のように命の危険が迫るというよう

と こ ろ で、 油 井 さ ん の プ ロ フ ィ ー

私は、NASA やロスコスモス（ロシア

と。失敗を真正面から許容するし、世論もそれ

伊藤

共和国の宇宙開発全般を担当する国営企業）な

を認めているようなところがあって、その辺り

練なんですか？

ど、各国の宇宙機関と仕事をすることはあるの

はすごいですね。

油井

ですが、民間企業と仕事をする機会はありませ
ん。ですから民間企業についてはニュースで情

恐怖を取り払うための知識と訓練

報を集めるくらいですが、それでもおっしゃる

それはどういったシナリオを想定した訓
ロシアの例でいうと、宇宙船が予定通り

覚がなくなると、環境問題や科学技術からどん
どん離れていってしまいます。意識的にそれを

油井

それでは最後に、私たちふたりから子ど

宇宙飛行士ってとても目立つ職業ですが、実

自分の子どもの頃を振り返ってみて、チーム

味わいながら、今年の夏を過ごしてほしいです
それは素晴らしいミッションですね！

人、物、すべてのつながりはすごく大事なこと。

この夏、やってみようと思います。

宇宙産レタスがおいしくなる日？

着陸すればすぐ助けが来てくれる。でも何かが
起きてうまくいかなかった場合には地球のどこ

伊藤

に降りるかわからないので、水の上に落ちたり、

づくりに貢献できるようになるかもしれません。

その点で、僕らは今後、宇宙船内の環境

通り、スピード感の違いは伝わってきます。と

伊藤

人間を運ぶものとなると失敗は許されな

林の中に降りてしまったり……といった場合を

うちのメディアラボで現在「オープン・アグリ

はいえ、国の宇宙機関は、実際に人を運んだり、

い。ただし歴史をふり返ると事実、失敗は起き

想定するんです。宇宙船のカプセルの中にある

カルチャー（OpenAg）
」という農業研究プロ

多額の予算を投じるので失敗が許されないのも

ていますよね。宇宙飛行士はもちろん素晴らし

ものだけで、助けが来るまでサバイバルする訓

ジェクトを行っているんです。高校を卒業した

事実。そう考えると今後は、宇宙開発において

い職業だと思いますが、恐怖や怖さを抱くこと

練ですね。

ばかりの日本人の学生がつくっているロボット

国がやった方がいい部分と民間企業がやった方

はありませんか？

伊藤

システムとセンサー技術を活用した「フード・

がいい部分が、少しずつ分かれていくことにな

油井

いていかれてしまった事態をどう生き延びるか、

コンピュータ」の開発では、熱や湿度などの条

るのかもしれませんね。

性が高まっていることが分かるんです。たとえ

といったシナリオとは違うんですね。

件をすべてコントロールして、同じ種が別々の

伊藤

日本の宇宙開発の強みはどの点ですか？

ば、私はロシアのソユーズという宇宙船で国際

油井

環境下でどのように味が変わっていくのかを研

油井

難易度の高い仕事をきっちりとやり遂げ

宇宙ステーションに行きましたが、何重にも安

も将来、ほかの惑星に行くとなれば、さらに訓

る信頼性でしょうね。実は、私が宇宙に行って

全性が担保されているので、そういった意味で

練は増えるでしょうね。

訓練を積めば積むほど、自分自身の安全

子どもたちへの〈夏のミッション〉

世の中にどのように関わっているのか。その感

じゃあ映画のように、間違って惑星に置

そこまでの訓練はないですね（笑）
。で

究しているんです。
面白いなと思うのは、植物にとっていちばん
INFO

筑波宇宙センター 筑波研究学園都市にある宇宙航空研究開発機構の総合施設。展示館
「スペースドーム」
、
ロケット広場、
プラネットキューブの見学は予約・受付不要 ●住所：茨城県つくば市千現 2-1-1 ●休館日：月曜日（祝日・夏休みは開館）
●入場料：無料 ●問：029-868-2023（10：00 〜 16：30）●見学ツアー受付：http://fanfun.jaxa.jp/visit/tsukuba/
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月 27 日（ 日 ）
月 27 日（ 木 ）〜８
日 時：20 17 年７
場
会
1F
き坂 通り
会 場：六 本 木 け や
ます。
数の 講座を開 催し

MIRAI SUMMER CAMP

子どもにこそ、世界の最先端を。

グラム以 外にも多
以下 に記 載のプロ ックしてお申し込みください。
チェ
017
下記 WE Bサイトを
/sp/workshop/2

www.roppongihil

ls.com

未来を子どもと見に行こう

森ビルとマサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボによる共同
研究をきっかけに 2015 年から始まった「MIRAI SUMMER CAMP」
には、競技用義足や DIY バイオ（自分で自宅でできる生物研究）など、
世界最先端のテクノロジーや研究を集めたプログラムが目白押し。今
年は小中学生を中心に注目が集まる プログラミング教育 を中心と
した講座編成を組み、みなさまの参加をお待ちしています。

011

no.85

プログラム講師の方々に聞きました̶̶

Q1. どのような研究・活動を行なっていますか？
Q2. その成果は、10 年後の未来をどう変えていくでしょう？
Q3. 子どもたちへの〈夏休みのミッション〉とは？

NAME

NAME

NAME

NAME

Lifelong Kindergarten

Safecast

ベネッセコーポレーション

マネックス証券

（MIT Media Lab）

ANSWER
A1. 今回講師として参加するエリック・スチリングは、スクラッチ
を使ったクリエイティブ学習のためのワークショップや教材開発を、
村井裕実子は、教育者向けクリエイティブ学習プログラムの研究開
発を行っています A2. 技術の発展により、誰もが創造的な活動を通して世
界と関わることが可能になってきました。私たち一人ひとりの心ある参加に
よって成り立つ社会になっていることを願います A3. 誰か大切な人のため
に、今まで作ったことのない何かを作ってみてください。作ったものを見せ、
話し、発見したことや自分やその人の変化について、振り返ってみましょう。

ANSWER
A1. 2011 年３月の福島原子力発電所の危機直後に、透明性のある放射線

レベルの測定と結果の公表を目的に、
伊藤穣一
（MIT Media Lab 所長）
、
ショ
ーン・ボナーらと、セーフキャストを設立。iPhone とドッキングした放
射線センサーを考案し、多用途のガイガーカウンターを開発。オープンセンサーネッ
トワークの科学的研究に取り組んでいる A2. 今はまだ社会や生活をよりよくする
アクションは、ほとんど政府や組織に任せきっているけれど、未来はもっとオープン
データの社会になっていて、市民が個人レベルで意思決定し、アクションを起こして
いると思う A3. 編集された結果や誰かの意見をそのまま聞くのではなく、身近な生
のデータを注意深く見てみよう。インターネットを使えば中学生でもわかる情報はた
くさんあるはず。生のデータを自分自身で見て、どんなことが考えられるか、自分は
どんなアクションを起こせそうか、自分自身で考える特訓をしてみよう！

PROGRAMMING
WORK
SHOP

Lifelong Kindergarten（MIT Media Lab）
協力：CANVAS、NHK for School「Why!? プログラミング」
「スクラッチを使ってプログラミングで遊ぼう」

A1. プログラミング教育を含む、未来を作っていける子どもたちを育てる
ための学びを開発しています。学校やイベントで子どもや大人向けのワーク

Safecast
「手作りのセンサーで、見えない科学の世界を感じよう！」

A2. 将来を予測することは困難ですが、どん

な変化があっても主体的に対応し、その時代の先を見通した新たな価値を創っていけ
る人がたくさんいる未来が実現していると思います A3. 自分の身のまわりで何か
困っていることはないかな？と、いつも考えていてほしいです。そして、１つでもい
いので、夏休みの間にそれを解決するための方法を考えて、実行してみて下さい。

PROGRAMMING

A1. マネックス証券は、パソコンやスマートフォンなど、インター

ネットで取引ができる証券会社です。その中でマネックス・ユニバー
シティは、みなさんに「お金」「投資」「資産運用」について知ってい
ただく活動をしています A2. これまで株式取引を含めて投資などをしたこと
がなかった方も、預貯金をするのと同じ感覚で資産運用を行い、自分のお金を計
画的に殖やしていくことができるようになっているのではないでしょうか A3.
ニュースを見る中で、「日経平均株価」「NY ダウ平均」「為替（かわせ）」など、
実は「お金」に関するキーワードがたくさん出ているので、少し気をつけてみて
ください。値段が「あがった」「さがった」がなぜ起こるのか。日々少しずつ周
りを見回すと違った世界が見えてくるかもしれません。

ベネッセコーポレーション「プログラミングで絵本を作ろう★ Codeable Crafts」
ベネッセコーポレーション「センサーを使ったプログラミングをしよう★ chibi:bit」

SCIENCE
WORK
SHOP

ANSWER

ANSWER

ショップを開催しています

WORK
SHOP

ART & SCIENCE

ECONOMICS
WORK
SHOP

ベネッセコーポレーション「みんなで作ろう★大きなカラクリ装置」

マネックス証券
「お金のお仕事〜さぁ、お金に働いてもらおう！〜」

NAME

NAME

NAME

NAME

レゴ®スクール

京都大学
iPS細胞研究所

Z会

デジタルハイク

（運営会社：イマージュ）
ANSWER
A1. レゴスクールの運営、レゴ ®ブロックを使用したワークショップの企画、
検証、運用を行っています。さまざまなテーマで話し合い、形にし、そこ
から浮き彫りになった疑問・問題をどのように解決できるのか自由に表現
していきます A2. 物事を立体的に捉えることに慣れ、街にもネットワーク上にも
多様な造形が広がっているでしょう。またさまざまな子どもたちにとってプログラ
ミングが身近になり、日常的にロボット製作が行われているのではないでしょうか
A3. 身近にあるが自分のあまり知らないテーマを一つ決めて、それについてでき
る限り深く掘り下げて調べてみよう。それに関連する事柄も合わせて調べてみると、
きっと今まで知らなかった興味深い事実が待っているはずですよ。

レゴ® スクール×Lifelong Kindergarten（MIT Media Lab）
「最新プログラミング教材「WeDo 2.0」を使って
レゴ ® ブロックを思いのままに動かそう！」

A1. iPS 細胞は、2006 年に初めて開発されました。この技術を

A1. 全国各地にプログラミング教育を届けるため、通信教育講座を
開発中。レゴ ® ブロックを使用した『Ｚ会プログラミング講座 with

や薬を開発し、患者さんに届けようと研究しています A2. 多

LEGO® Education』は、７月上旬リリース A2. 世界がかつてない

くの人が使えるような治療や薬になるまでにはまだ時間がかかると思い

スピードで変化する中、課題を発見し解決する力が必要です。Ｚ会の講座で

ますが、いくつかの病気やケガに対して、新しい治療や薬が生まれてい

学びその力をつけた子ども達が、
10 年後には変化の最先端で活躍している（学

ることを期待しています A3. iPS 細胞がどのように役に立ちそうなの

び続けている）はずです A3.『現在は一般的だが、10 年前には存在してい

かということに加え、どんな特徴をもつ細胞なのかに興味を持ってもら

なかったもの』を、周囲の大人に聞いて調べてみてください。そして、それ

いながら、iPS 細胞のニュースなどを見たり聞いたりしてみてください。

が 10 年後にはどうなるのかを想像して、言葉や図にしてみましょう。

NAME

Xiborg

八木澤 優記／AgIC

NAME

ANSWER

作りながら、人間の体がどのようにして動いているかを研究してい
ます A2. 現在身体障害者とよばれている人たちが、
「これを使え
ば普通に生活できるからもう障害者じゃないよね」と言われるような、高性
能なテクノロジーがたくさん生まれていると思います
A3. 私たちは、体
を無意識に動かしているけれど、実は 500 以上の筋肉を同時に動かして生
活しています。歩く動作一つをとっても、とても高度な動きです。歩いてい
る時、階段を上り下りしているとき、走っているとき、自分の体のどこの筋
肉が動いているか、それぞれの動きの違いなどを意識してみてください。

A1.「遊び×デザイン」をテーマに研究、制作し

ています。遊びの中に「デザイン」を取り込むこ
とで、今までにない体験を創り出したいと考えて
います A2. 今より自由で開放的な社会になっているこ
とを望みます！ A3. 自分が本当に好きなことを見つけて
ください。そしてなぜ好きなのかも考えてみてください。

DESIGN & HUMAN
Xiborg
「足のメカニズムを理解して、競技用義足を体験しよう」

Ｚ会
「親子で体験！プログラミングワークショップ」

WORK
SHOP

八木澤 優記 / AgIC
「紙の線路の上を紙の電車が走る！「かみてつ ™」で街を作ろう！」

という中学生向けの講座を開発しています。オンラインで行う協働
学習の教材などを作成しています

A2. テクノロジーを通して世

界がつながり、若い世代の人たちが世界中の人たちと協力をして、課題を解
決していく世の中になることを望んでいます

A3. 自分の意見・考えを持

つために、社会の課題に目を向けてみてください。
「人工知能と共存できる？」

「消費税は引き上げるべき？」こういったニュースについてぜひ、考えてみ
てください。

SCIENCE
WORK
SHOP

デジタルハイク × ヒルズ街育プロジェクト（森ビル）
「littleBits で街づくり！〜みんなのヒルズをつくってみよう〜」

六本木ヒルズ・アークヒルズ・虎ノ門ヒルズ・表参道ヒルズにて、
ヒルズならではの 80 種、400 講座以上を開講！

A1. Asteria という iPad で学習をするアプリで「総合探究講座」

ART & SCIENCE
WORK
SHOP

PROGRAMMING
WORK
SHOP

KIDS' WORKSHOP 2017

Ｚ会
ANSWER

ANSWER
A1. 現在、ロボット義足やスポーツ用義足など、さまざまな義足を

A1. 電子工作ツールや身の回りの素材を使った " プロトタイピング "
を楽しむ活動をしています。
「街づくり」
「ものづくり」をメインに、
各地で子ども向けワークショップや大学生向け講座を開いています
A2. ふとひらめいたアイデアを自分の手ですぐにかたちにして発信できるよ
うになっているでしょう。もっと使いやすい素材やソフトウェアが増え、
「い
ろいろな要素を効果的に組み合わせるアイデア」が重要になっているでしょう
A3. 自分の知らない技術、芸術、現象をどんどん見にいってほしいです。そ
こに自分の心を動かすものがあれば、他の人にもその気持ちを味わってもらう
にはどうすればいいか、いろいろなテクノロジーと併せて考えてみてください。

PROGRAMMING

BIOLOGY
京都大学 iPS 細胞研究所
「遊んで学ぼう！ iPS 細胞」

WORK
SHOP

NAME

WORK
SHOP

ANSWER

使って、今はまだ治らない病気やケガに対して、新しい治療法

PROGRAMMING

WORK
SHOP

ANSWER

ANSWER

質問

Ｚ会
「東京にある○○の数は？〜身の周りのものの数を推測してみよう〜」

夏休み期間中の子どもたちの学びをサポートする〈キッズワークショップ 2017〉が
各ヒルズを舞台に、テナント企業や店舗、映画館や美術館などと連携して開かれます。
六本木ヒルズでは、最先端のテクノロジーに出会える「MIRI SUMMER CAMP」
、店舗
での仕事体験などができる「CHALLENGE」
、模擬裁判や森ビルの都市づくりの舞台
裏を知る「LEARNING」
、ものづくりの楽しさを学ぶ「ART&CRAFT」
、料理など食に
焦点をあてた「COOKING」の５ジャンル、63 種 374 講座を開講。虎ノ門ヒルズでは、
日本の地方の魅力を東京から発信する「新虎マーケット」のワークショップなど６種
15 講座を、アークヒルズでは、１歳から参加できる保育園と連携したワークショップ
など８種 16 講座を、表参道ヒルズでは、ベビーやキッズ専門店やサービスを集積した
「キッズの森のワークショップ」など２種３講座を開催します。
申込など詳細は各 WEB をご覧の上、お誘い合わせのうえぜひご参加ください。
六本木ヒルズ www.roppongihills.com/sp/workshop/2017
アークヒルズ www.arkhills.com/event/7485.html
虎ノ門ヒルズ toranomonhills.com/ja/event/201706_1/index.html
表参道ヒルズ www.omotesandohills.com/kids-no-mori/index.php
ヒルズ街育プロジェクト www.mori.co.jp/machiiku/
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Goings On About Town

HILLS IN FOCUS
①から④ を
も う一度 繰 り 返 す

円の中心に向き右足を
出しながら手を打つ

左足をつけながら
打ち下ろした手を腰の横で振る

左足を出し手を打つ

右足をつけながら
打ち下ろした手を腰の横で振る

円の進行方向を向きながら
右足を出し、振った手を右側に上げる

⑧ か ら ⑩ を 一、二、三 と
テンポよ く 歩 き
四で ⑩の形で 腰 を 曲 げ る

⑤ か ら ⑦ を 一、二、三 と
テンポよ く 歩 き
四で ⑦の形で 膝 を 曲 げ る

左足を出しながら
握った手を左側に上げる

右足を出しながら
握った手を右側に上げる

右足を出しながら
握った手を右側に上げる

左足を出しながら
握った手を左側に上げる

左足を出し、頭の上から
円を描きながら手を下ろす

右足をつけながら
下ろしてきた手で足を打つ

右足から一、二、三と
歩きながら手で円を描いて上げ

⑤ か らここまで
も う一度 繰 り 返 す

左足を出しながら
握った手を左側に上げる

右足を出し、頭の上から
円を描きながら手を下ろす

左足をつけながら
下ろしてきた手で足を打つ

三歩目で足を揃え手を
頭の上に上げ、四をその形で待つ

① か ら ㉒ まで を
曲 が 終 了 す る まで
繰 り 返 して 踊 る

右足を出し両手を
左前に出し

出した手を右に流して
遠くを指す

左足をつけ体を円の外に向け
両手を上向きで握り二度引く

左足を出し
両手を右前に出し

出した手を
左に流して遠くを指す

右足をつけ体を円の外に向け
両手を上向きで握り二度引く

EVENT
INDE X

浴衣に着替えて、夏を踊る

EVENT

花のお江戸、未来の街の風物詩

WELLNESS ITEM
頭と身体をチューンアップしよう

TRAVEL

六本木ヒルズ盆踊り2017

越後の人気祭りを虎ノ門で味わおう

六本木ヒルズアリーナに組まれた

BUSINESS

ヒルズ盆踊りも今年で 15 回目。六本木ヒルズ内飲食店舗のオリ

新発想と技術力でアイケアに貢献

SUMMER FESTIVAL EVENT CALENDAR
タカラモノに出会う夏祭り、始動！

ROPPONJIN ONDO

ヒルズエリアでできること、全部

やぐら

を囲んで踊る六本木

ジナルメニューが食べられる豪華グルメ屋台やお楽しみ企画も盛
りだくさん。都心の夏をぜひご堪能ください ●期間：8 月 25 日
（金）〜 27 日（日）〜 25 日 前夜祭・「楽劇 六本木楽」・縁日屋
台 17：00 〜 21：00 ※盆踊りはありません、26・27 日 縁日屋台
15：00 〜 21：00、盆踊り 17：00 〜 20：00 ●場所：六本木ヒル
ズアリーナ（27・28 日のみ一部けやき坂通りを使用予定）

こんにちは、ヒルボックルです。イベント盛りだくさんの夏がやってきますね。たくさん遊んだ後は、つめたいものでクールダウン！ オススメ６選、ご紹介します。
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HILLS IN FOCUS

photo_Kazuya Aoki
styling_Kayo Yoshida
text_ Chiharu Masukawa
edit_ RCKT/Rocket Company*

CLOSE UP !
〈 @ ROPPONGI HILLS 〉

脳からストレスを解放する寛ぎセレクション

今や健康的でバランスの取れた生活が、
時代のテーマに。 身
体

に加え、 脳

WELLNESS ITEM

というキーワードが浮上してきたのも近

頭と身体のチューンアップ

年の特徴です。そんな流れに寄り添ったアイテムを厳選セレ
クト。日常で気軽に楽しく、ウェルネスを実践しませんか？

六本木ヒルズでは、 頭を休ませる

をキーワードに、癒し

の時間に寄り添い、日々のストレスから解放してくれるアイ
テムに着目。音楽や香り、そして身体で感じる心地よさといっ
た要素を取り入れることで、さらに上質な寛ぎにリーチ！
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〈 @ OMOTESANDO HILLS 〉
運動が楽しみに変わるスペシャルアイテム

表参道ヒルズでは、身体を動かす

を切り口にピックアップ。

スタイルと高い機能性をあわせ持つアイテムがあれば、スポ
ーツやエクササイズに取り組む時間がよりいきいきと充実し
たものに変わるはず。高感度なおしゃれで、アクティブに！

A

B

A

B

TSUTAYA TOKYO ROPPONGI

Iwaki Optic

Bianchi

MARK & LONA

C

D

C

D

JO MALONE LONDON

TOUCH

Tabio

emmi wellness closet

小ぶりなスピーカーを活用し、
いつでも気 軽に 休 息を。自然
界のサウンドが彩るヒーリング音楽
をお供に。ポータブル・ワイヤレス・
スピーカー（ビーアンドオープレイ）
￥18,426
（税込￥19,900） CD
（Forest）
¥2,278
（税込￥2,460）
（ツタヤ トウキョ
ウ ロッポンギ 03-5775-1515 ／六本木
ヒルズ けやき坂通り 1、2F）

A

イタリア発の超軽量メガネは、
ストレスフリーな掛け心地なの
で、長時間のデスクワークなどはもち
ろん、寝る前の読書にもおすすめ。素
材はチタン。薄く軽い見た目の印象を
裏切る、高い耐久性も見逃せない。メ
ガ ネ ￥35,000（ 税 込 ￥37,800） ／ モ
ド（イワキメガネ 03-5786-7790 ／六
本木ヒルズ ウェストウォーク 4F）

B

洗練された香りで優雅な時間へ
と誘うバス オイルは、さらっと
した感触も◎。左：ライム バジル ＆
マンダリン バス オイル、右：イング
リッシュ ペアー ＆ フリージア バス オ
イル 各 250ml 各￥9,000
（税込￥9,720）
／ジョー マローン ロンドン（ジョー
マローン ロンドン 03-5414-1671／六
本木ヒルズ ウェストウォーク 2F）

C

細番手の無撚糸を独自の技術
で 6 層に織りあげたオリジナ
ル素材「マシュマロガーゼ」の、極上
の柔らかさに包まれる幸せ。軽い感触
で夏にも心地よく、ソファで寛ぐ時や
午睡にちょうどいいサイズ。スロー各
￥10,000（ 税 込 ￥10,800） ／ タ ッ チ
（タッチ 03-5786-9611 ／六本木ヒル
ズ ウェストウォーク 4F）

D

とってもフォトジェニックな六本木ヒルズ『ELLE café』の「スムージーボンボン」。 なんといちごを丸々１パック使ってるんですって。数量限定なのでぜひお早めに。

イタリアの名門自転車ブラン
ド、ビアンキから、夏のサイク
リングに最適なクロスバイク型の電動
アシストモデルが登場。坂道でも電動
が効き乗り心地は軽々、無理なく運動
効果が狙える。電動自転車（カメレオ
ンテ E）￥169,000（ 税 込￥182,520）
／ビアンキ（ビアンキ 03-6447-0589
／表参道ヒルズ 本館 B3F）

A

耐久撥水性と透湿性に優れた、
ストレッチ素材の高機能レイン
ウエア。左胸のサークルスカルと背
ヨークのロゴはリフレクタープリント
に。雨天のゴルフでも大活躍間違いな
し。パーカー￥42,000（税込￥45,360）
パ ン ツ ￥36,000（ 税 込 ￥38,880） ／
マーク＆ロナ（マーク＆ロナ 03-577
1-0967 ／表参道ヒルズ 本館 B3F）

B

土踏まずのアーチを支えること
で、疲れにくく快適な履き心地
を実現。
ランニング専用ソックスには、
走りに集中できる工夫が随所に。ムレ
にくいメッシュ部位、足裏には滑り
止めも加工も。レーシングラン 5 本
指ソックス各￥1,600（税込￥1,728）
／タビオ スポーツ（タビオ 03-57850561 ／表参道ヒルズ 本館 B2F）

C

ナイキの王道モデル「クラシッ
ク コルテッツ」をベルベット素
材でアップデート。クラシカルなムー
ドを取り入れることでスポーティー
になり過ぎず、上品なスニーカース
タイリングが楽しめる。スニーカー
￥10,000（税込￥10,800）／ナイキ（エ
ミ ウェルネス クローゼット 03-64554008 ／表参道ヒルズ 本館 B2F）

D

アークヒルズ サウスタワー『春水堂』のドリンク、半糖・無糖など甘さが選べるって知ってました？ 通のわたくしのオススメは半糖。ほのかな甘さがグッドです。
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HILLS IN FOCUS

Experience

あの人気番組を
体験できる！

夏の風物詩・
名店のかき氷

テレビ朝日正 面エリアには、
毎年大人気、 全国の有名
店が 出 店する「かき氷コレ
クション」。 期 間 中にお店
が変わるので、いろんなか
き氷を味わいに訪れたい。

今年、新しくなって好評の「ザ・プレミ
アム・モルツ」を、
「プレミアム」な食事
と一緒にお楽しみいただけます。毛利庭
園の水上に浮かぶ期間限定の上質な空間
で、最高のひとときをお過ごしください！

TRAVEL

新潟の魅力を伝える
４つの人気祭りが
虎ノ門に大集結！
夏の「旅する新虎マーケット」は、新

テレビ朝日本社 1F は「みらいスタジオ」をコンセ
プトに、最新のテクノロジーを駆使し、未来を体感
できる体験型のアトラクションが盛りだくさん。

風土を生かした祭りは、その土地の伝統

日町市の「大地の芸術祭／越後妻有アー

と文化の象徴でもあり、人と地域を繋ぐ架

トトリエンナーレ」
、近年注目を集めるも

け橋となります。そんな祭りをテーマにし

のづくりの街、燕市と三条市の「燕三条

た個性豊かなマーケットが、7 月 5 日から

工場の祭典」
、そして絢爛豪華な山車 お

始まる「旅する新虎マーケット」の 2017

しゃぎり が名物の村上市の「村上市三

年夏の章。
「ローカル線でめぐる越後の

大祭り」という贅沢なラインナップ。各

祭り」と題し、越後のローカル線で巡れ

地の特産品が揃うので、それぞれの土地

潟が誇る 4 つの祭りがテーマ。各地の

る街と祭りが登場します。日本三大花火

に根付いた暮らしのかたちや物語を堪能

大会のひとつである長岡市の「長岡まつ

できるはず。都心で、ローカル線らしい

食や工芸品など、お楽しみが満載です。

り大花火大会」
、3 年に１度開催される十

のどかな旅の情感を感じてみて。

〈 STAND 1 〉

〈 STAND 2 〉

長岡市／長岡まつり大花火大会

十日町市／大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ

2017 年 8月2日（ 水 ）、 3日（ 木 ）

VR“ABAL”

ABAL（アバル）は VR 空間内を
自分の足で自由に歩いて、
触って、
多人数で楽しめます。最新作「ア
バル：ダイナソー」で時空を超え
た恐竜の世界を冒険してみては？

日本初公開の
空間移動型 VR!!

King's Treasure
ジャニーズ Jr.が
オンステージ！

四季プログラム

〈 8月1日
（ 火 ）長岡まつり前夜祭 〉

錦鯉の発祥の地、酒どころとしても
知られている長岡市。戦争や震災な
どより数々の復興を成し遂げてきた
ことから、慰霊と復興を願うために
長岡大花火大会や灯籠流しを開催し
ています。そこで「火、灯し」をテー
マにした「長岡花火 旨いもん うち
あげ亭」では、色彩美あふれる空間
の中で、長岡の食を提供します。

2017 年 8月5日（ 土 ）〜 20日（日）

魚沼産コシヒカリで知られる米どこ
ろであり、水田や棚田が広がる美し
い風景も魅力。その風土にインスパ
イアされたアート作品が自然のなか
に多数展示される、世界最大級の野
外美術展が「大地の芸術祭」
。その
関連グッズで彩られた「へぎそば
十日町」では、へぎ蕎麦や山菜、妻
有ポークなどが楽しめます。

ペーパーナイフ

尺玉枝豆

縄文火焔型土器

手ぬぐい

自然環境に配慮した紙素材
を用いて商品開発をしてい
る安達紙器が、優れた加工
技術を応用して生み出した
紙製のペーパーナイフ。

原寸大の花火玉をモチーフ
にした器に、特産の枝豆を
ぎっしり詰めた尺玉枝豆な
ど、長岡のさまざまな食を
楽しめるのも魅力。

約 5300 年前に成立した土
器で、燃え上がる形状の装
飾が特徴。十日町市笹山遺
跡から多く出土しており、
国宝に指定されたものも。

築 100 年以上の家屋を工房
にする染色工房きはだやで
は、土器や織機をモチーフ
にした手ぬぐいを制作。綿
100％のやさしい手触り。

TABISURU
STORE
to
Toranomon Station

DORAEMON

目印はドラえもんの
巨大なバルーン

サマステきってのアイコンといえばド
ラえもん。66 プラザにはほぼ等身大が、
テレビ朝日 7F 屋上テラスには全長 10m
の巨大なバルーンが出現。

photo_Osamu Nakamura

昨 年に引き続き、夏 祭り応 援
サポーターに Mr.KING が就任。
EX シアターでは全 82 公演に渡
るステージを披露します。その
ほか、会場各所で会えるかも ?!

HILLS IN FOCUS

旅する新虎マーケット

Shaved Ice

水上プレミアムビアガーデン

text_Shiori Fujii
map_inforab.
edit_RCKT/Rocket Company*

THE JOURNEY INTO ECHIGO

SUMMER STATION
Premium Garden
On Water
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Toranomon
Hills

旅する新虎マーケット

「夏疾風の物語 ローカル線でめぐる越後の祭り」
TABISURU
CAFE

TABISURU
STAND 2

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

期間 2017 年 7 月 5 日（水）〜 10 月 1 日（日）旅するスタンド
のみ 9 月 29 日（金）まで／住所 東京都港区西新橋 2-16 他／営
業時間 スタンド 11：00 〜 21：00、ストア 11：00 〜 19：30、カフェ
11：00 〜 23：30 ／休業日 スタンド、ストア 月曜休み、カフェ
定休日なし ／主催 2020 年東京オリンピック・パラリンピック
を活用した地域活性化推進首長連合／協力 一般社団法人新虎通
りエリアマネジメント／公式サイト www.tabisuru-market.jp
to
Shimbashi
Station

Shintora-dori Avenue

TABISURU
STAND 1

SUMMER FESTIVAL

今年もいよいよ、サマステが始動！
みんながタカラモノに出会う夏祭り
テレビ朝日が仕掛ける都市型の夏祭り「SUMMER STATION」のシーズン
が到来。六本木ヒルズとテレビ朝日を拠点に、連日ワクワクが止まらない！

テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り
SUMMER STATION

TABISURU

Atago
1 Chome

TABISURU

STAND 3

STAND 4

期間 7 月 15 日（土）〜 8 月 27 日（日）
時間 10:00 〜 19:00

※イベント内容や演目によって異なります。

場所 六本木ヒルズ内各所、
テレビ朝日本内、その他周辺エリア

〈 STAND 3 〉

〈 STAND 4 〉

燕市・三条市／燕三条 工場の祭典

村上市／村上市三大祭り

2017 年 10月5日（ 木 ）〜 8日（日）

詳細 www.tv-asahi.co.jp/summerstation

今年で 4 回目を迎える、テレビ朝日

ムに登場するアトラクション「ドラえも

メ企画とともに、子どもから大人まで楽

主催の「SUMMER STATION」。昨年は

ん宝島アドベンチャー」
。巨大な船「ノ

しませる内容に。

延べ 544 万人を動員し、都心を賑わす

ビタオーラ号」が出迎える会場では、ワ

夏祭りとして話題を呼んでいる。グルメ

クワクドキドキの冒険の旅を満喫。また、

ン」や「アメトーーク！」など、さまざ

とエンタメを思う存分楽しめるコンテン

屋上テラスでは、今年も「マイナビ バラ

まな人気番組とタッグを組んだアトラク

ツは、今年も盛りだくさん。気になる最

エティ食堂」がオープンし、番組とのコ

ションを用意。さらに EX シアターには、

新情報を、ここでいち早くチェック。

ラボメニューが楽しめる。

人気ジャニーズ Jr. が駆けつける！

そのほか、「ミュージックステーショ

今年のテーマは「探そう！ 僕らのタ

六本木ヒルズアリーナでは、ヒーロー

入場方法や料金などの詳細は、公式サ

カラモノ！」
。いちばんの見どころとなる

ショーや音楽ライブを毎日開催。かき氷

イトまで。驚きと感動のタカラモノを探

のは、テレビ朝日本社 2 階プレゼンルー

やビアガーデンといった毎年恒例のグル

す冒険を、六本木で満喫しよう。

鍛治の伝統を受け継ぐものづくりの
聖地、燕三条。企業が一斉に工場を
開放し、ものづくりの現場を体験で
きる「燕三条 工場の祭典」は、ロー
カルフードも大人気。この祭典をモ
チーフにした「KOUBA 食堂」では、
燕三条ならではの食材やカトラリー
を使い、背景にある物語も楽しめる、
魅力あるメニューを提供します。

〈 宵祭 〉、 7日
〈 本祭 〉ほか
2017 年 7月6日（ 木 ）
（金）

新潟県北端に位置し、かつては城下
町として栄えた村上市。この地の伝
統文化を象徴するのが、無形民俗文
化財の「おしゃぎり」。彫刻や漆、
金による装飾技術が集結し、名匠が
制作した山車は江戸時代から伝わる
ものも。今回は、村上市三大祭りの
象徴「おしゃぎり」をモチーフに、
現地に伝わる食や工芸品をご紹介。

箸・カトラリー

ステンレスタンブラー

村上木彫堆朱漆器

アクセサリー

利器工匠具の産地であり、
銘木が入手しやすい三条で、
寺社を装飾する彫刻を生業
としてきたマルナオ。美し
い箸やカトラリーが大人気。

クリーミー な 泡 が で きる
ビールタンブラーは、モバ
イル機器も手掛ける磨き屋
シンジケートならではの高
い研磨技術で作られている。

堆は重ねるという意味があ
り、彫りを施した木に、下
地から本漆を塗り重ねてい
く。使い込むほどにつやが
出てくるのも特徴。

伝統工程を守り続ける堆朱
のふじいが制作する、落ち
着いた風合いと美しい朱色
が特徴のアクセサリーは、
水や洗剤で洗っても OK。

INFORMATION

7/14 〜表参道ヒルズの７店舗で特別なかき氷が食べられます。『タリーズコーヒー』では、くまさんの顔の「ベアフルかき氷」。これが思わず頬がゆるむ可愛さ〜。

photo_「 燕三条 工場の祭典」実行委員会

※ジャニーズキング以外の写真は、全て過去の様子です。

村上大祭

各地の文化を体験できるユニークなワークショップも多数企画。
詳細は公式 WEB ヘ。

この春六本木ヒルズにオープンした『GORILLA COFFEE』。店舗限定メニューは毛利庭園をイメージしたものなんだとか。その名も「エンパイヤ抹茶サンデー」
。
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未来への挑戦者たち

JULY
&

AUGUST

ROPPONGI HILLS
六本木ヒルズ

新発売の１日使い捨てコンタク
トレンズ「デイリーズ トータ
。独自のレ
ルワンⓇ 遠近両用」
ンズデザインで、手元から遠く
まで自然な見え方、つけた瞬間
からはずすまで快適なつけ心地。

www.roppongihills.com
FOOD & DRINK
開催中

~ 7.9

ENTERTAINMENT ACTIVITY

~ 7.14

開催中

（SUN）

（FRI）

FOOD & DRINK

~ 9.2

（SAT）
毎週土曜日

CULTURE

7.5 ~10.23

（WED）

（MON）

Lee Wen Strange Fruit 2003

COMPANY PROFILE
日本アルコン株式会社
TYPE：医療・福祉
PLACE：虎ノ門ヒルズ
ジム・マーフィーさん（代表取締役社長）バ
ーモント大学で経営学の学士号取得後、デ
ンバー大学で国際経営学の修士課程を終了。
1995 年米国アルコン入社。サージカル事業
及び医薬品事業を経て取締役に就任。その後、
アジアのマーケティング部長、米国ビジョン
ケア事業副社長兼部長などを歴任。2014 年
10 月より現職。

ASEAN 設立 50 周年記念

ブラックニッカ 香るバー
〜ウイスキーは、香りの宇宙。〜

六本木ヒルズセール2017 サマー

アサヒビール株式会社が、ウイスキー製
造会社であるニッカウヰスキー株式会社
の期間限定バーをオープン。提供する
ウイスキーは、ブラックニッカ クリア、
ブラックニッカ リッチブレンド、ブラッ
クニッカ ディープブレンドなど。
「ウイ
スキーは、
香りの宇宙。
」
をコンセプトに、
ウイスキーを様々な香りと共に、体験い
ただけます ●場所：ヒルズカフェ／ス
ペース ●時間：11：00 〜 23：00

今年の六本木ヒルズの夏のセールは、メ
ンズ・レディス・キッズアイテムからラ
イフスタイル雑貨まで、人気のショッ
プ約 70 店舗が最大 80% のプライスオ
フ！ 今すぐ手に入れたい今季のトレン
ドアイテムがお得な価格で豊富に揃いま
す。この機会をぜひお見逃しなく！ ●
場所：六本木ヒルズ対象ショップ ●時
間：11：00 〜 21：00 ● 問：03-64066000 ●詳：www.roppongihills.com

70 年代に南仏で誕生した、全身を白の服
装でご参加いただくサマーナイトイベント
を今年も開催。シャンパンのフリーフロー
やこだわりの料理をお楽しみください ●
場所：グランド ハイアット 東京 2F フレ
ンチ キッチン ●時間：18：00〜21：00
●料金：12,000 円
（税・サービス料別）●問：
03-4333-8781 ● 詳：www.tokyo.grand.
hyatt.co.jp/restaurants/recommended/
french-kitchen-soiree-blanche/

多様な道を辿ってきた東南アジアの現代
美術。ASEAN10 ヵ国 86 組のアーティ
ストの作品を、世代や地域を象徴する
キーワードとともに検証する過去最大級
の展覧会です。国立新美術館でも同時開
催 ●場所：森美術館 ●時間：10：00 〜
22：00 ※火曜日は 17：00 まで、入館
は閉館の 30 分前まで ●料金：一般 1,000
円ほか ●問：03-5777-8600（ハローダ
イヤル）●詳：www.mori.art.museum

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

7.6 ~ 7.9

（THU）

（SUN）

7.8

（SAT）

Soirée Blanche 2017
〜ソワレ ブランシュ〜

7.15 ~ 8.27

（SAT）

（SUN）

サンシャワー：東南アジアの現代美術展
1980 年代から現在まで

7.15 ~ 8.27

（SAT）

（SUN）

BUSINESS

新発想とテクノロジーで
アイケアに貢献
眼科手術機器やコンタクトレンズなど、

上：本社内の研修施設。医師や眼科スタッフ向けにさまざまなトレーニングを行っている。
下：左からビジョンケア事業本部マーケティング部部長・齋藤力氏、ジム・マーフィー社長、同部
事業本部長フィル・ニコルズ氏、同部遠近両用レンズプロダクトマネージャー・三浦光湖氏。

の使命です。社員一人一人がベストを尽

から遠近両用タイプが発売される。

アイケアに特化した製品を世界 180 カ

「私自身、当社の製品を長年愛用して

国以上で提供するアルコン。米国本社は

いますが、新製品のつけ心地は格別です。

今年 70 周年、日本アルコンは来年で 45

手元の小さな文字から遠くの看板の文字

周年を迎える。自社での研究開発に加え、

まではっきり見えます。それに、眼鏡が

くし、自分自身、チーム、お客様、そし
てアイケア領域のすべての患者様に対し、
違い

をもたらすことができるように

社員の士気を高めていきたい」

医療機関との連携によりイノベーション

ない方がハンサムでしょう（笑）？ 年齢

高齢化が進む日本においては、老視や

を推進し、画期的なテクノロジーを生み

を重ね、コンタクトレンズをあきらめた

白内障の患者が増えている一方で、医療

続けている。例えば、注力領域の白内障

方にもご満足いただける製品だと自信を

費の抑制という社会的な課題がある。

治療では、複雑な手術工程を自動化し、

持っています」

「科学や技術の進歩が加速する中での私

手術の精度を飛躍的に向上させたレーザ
ー手術機器などを提供している。
「かつては１週間程度の入院が必要な上、
医師のスキルによって術後の回復が左
右されました。当社の製品であれば、午

社内に研修施設「アルコン・エクスペリ
エンス・センター」を開設。今後、本格的

研究開発に取り組み、付加価値を創出し、
適正価格を実現すること。人生の喜びに

「機器を自在に扱うには事前のトレー
ニングが必須です。また、コンタクトレ

確かな視力を取り戻し、日常生活を送る

ンズの最適な装用にもスキルが必要で

ことが可能です」と語るジム・マーフィ

す。施設では社員のトレーニングも徹底

ーさん。米国やアジア地域で重職を担い、

し、アイケア製品のエキスパートとして

24 年にわたりキャリアを積んできた。

医師との信頼関係を築いています」

白内障、網膜硝子体、屈折矯正などの手術に使用
されるサージカル製品（眼科手術機器）の数々。

とい

タルワン 」は、試した人の 90％以上が

う社内標語を発信した。

「コンタクトをしていないみたい！」と回

「より良い視界と視力を通して患者様の

答した注目の商品。７月には同シリーズ

生活の質の向上に寄与することが私たち

Ⓡ

テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り

Kids' Workshop 2017

青少年健全育成大会 in 六本木

新 生 Honda「FIT」 と、2018 年 に 創 刊
50 周年を迎える『週刊少年ジャンプ』が
コラボレーション！ 歴代のジャンプの名
シーンを巡るバーチャルドライブが楽し
めます ●場所：六本木ヒルズ 大屋根プ
ラザ ●時間：11：00 〜 19：00（7/6 の
み 14：00 〜）●入場：無料 ●問：0120112-010（Honda お客様相談センター 9：
00 〜 12：00/13：00 〜 17：00）●詳 :www.
honda.co.jp/Fit/shonenjump/

犯罪や非行のない安全・安心な地域社会
を築くための取り組みを推進する「社会
を明るくする運動」が、六本木ヒルズで
開催されます。様々な式典や地域の子ど
もたちによる演奏・パレードを実施しま
す ●主催： 社会を明るくする運動 港
区推進委員会 ●場所：六本木ヒルズア
リーナ ●時間：13：30 〜（パレード 16：
00 〜）●入場：無料 ●問：03-3578-2379
（港区保健福祉課福祉活動支援係）

テレビ朝日の人気番組コンテンツとグル
メが大集結！ 六本木の夏を盛り上げる大
型イベントが今年もやってきます。日替
わりの屋外音楽ライブ、水上ビアガーデ
ン、人気番組関連の飲食ブース、最先端
技術を駆使した番組アトラクションなど、
大切な夏の思い出作りにお越しください
●場所：六本木ヒルズ内各所 ●時間：
10：00 〜19：00 ●問：0570-055-543 ●
詳：www.tv-asahi.co.jp/summerstation/

子どもたちの想像力や好奇心を育てる、
キッズのためのワークショップが今年も
登場。最新技術の体験や、六本木ヒルズ
内の企業やショップ＆レストラン、関
係施設が開催する特別プログラムに加
え、通常は非公開の屋上庭園でもワーク
ショップを実施。事前応募制のプログラ
ムもご用意しています ●場所：六本木
ヒルズ内各所 ●時間：期間中随時開催
●詳：www.roppongihills.com

FOOD & DRINK

CULTURE

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

7.15 ~ 8.31

（SAT）

（THU）

7.18 ~10.15

（TUE）

（SUN）

SUMMER STATION

7.22 ~ 8.6
（SAT）

（SUN）

毎週土・日曜日開催

8.25 ~ 8.27
（FRI）

（SUN）

いきます」

マーフィーさんは、日本法人を率いる
にあたり、 Make a Diﬀerence!

第67回「社会を明るくする運動」

〜マンガの世界をドライブ〜

直結する目の健康にこれからも貢献して

トレーニングなどを提供する。

前中に手術をしても、午後には退院して

近年はコンタクトレンズにおける進歩

Honda「 FIT 」
×週刊少年ジャンプ

たちのチャレンジは、コストを惜しまず

に医師や学生に同社の手術機器を使った

が著しい。主力製品の「デイリーズ トー

※画像はイメージです（内容が変更になる可能性もございます。
）

虎ノ門ヒルズ『ピルエット』では、食事を楽しむだけじゃなく、エピスリーでワインも買えちゃいます。冷やしたワインを楽しむ夏の夜……うーん、最高です！

六本木 グルメ バーガー グランプリ

2017

夏の祭典「グルメ バーガー グランプリ」
が今年も開催！ ヒルズのレストラン & カ
フェが渾身のバーガーで最もおいしいバー
ガーを競い合う。
「レギュラー部門」と「特
別限定メニュー部門」でグランプリを決
定。食べて投票に参加しよう！ ●場所：
六本木ヒルズ対象レストラン＆カフェ ●
時間：11：00〜23：00 ※店舗により異
な る ● 問：03-6406-6000 ● 詳：www.
roppongihills.com/sp/burger̲2017/

創刊50周年記念
週刊少年ジャンプ展VOL.1
創刊〜 1980年代、伝説のはじまり
『週刊少年ジャンプ』の創刊から現在まで
の歴史を追う展覧会を 3 回にわたって開
催。第 1 弾は 1968 年の創刊から 1980 年
代まで。原画と映像シアターは必見！ ●
場所：森アーツセンターギャラリー ●時
間：10：00 〜 20：00（ 平 日 ）
、9：00 〜
21：00（土日祝および 8/14 〜18）※入館
は閉館の 30 分前まで ●料金：一般 / 学
生 2,000 円ほか（前売りあり）●問：035777-8600 ●詳：shonenjump-ten.com/

六本木ヒルズ朝の太極拳

六本木ヒルズ盆踊り

六本木ヒルズ夏の風物詩、
毎年恒例の
「朝
の太極拳」が今年も巨大な蜘蛛のオブ
ジェ、ママンのある「66 プラザ」にて
開催します。爽やかな陽ざしのもと、健
康的な朝を迎えませんか？ 複数回の参
加で、六本木ヒルズのレストランで利用
できるチケットをプレゼント！ ●場所：
66 プラザ ●時間：7：30 〜 8:15 ※雨天
中止 ●入場：無料 ●問：03-6406-6000
●詳：www.roppongihills.com

毎年恒例の盆踊りが今年も登場。浴衣に
着替えて「六本人音頭」を踊りましょう。
夏ならではの体験を満喫してください
●場所：六本木ヒルズアリーナ ●時間：
8/25（金）前夜祭・縁日屋台 17：00 〜
21：00 ※ 盆 踊 り は あ り ま せ ん、8/26
（ 土 ） ＆ 27（ 日 ） 縁 日 屋 台 15：00 〜
21：00・盆踊り 17：00-20：00 ●参加料：
無料 ●問：03-6406-6000 ●詳：www.
roppongihills.com

そしてなんといっても夏のお楽しみは「ビアガーデン」！ 各ヒルズでは、今年もバラエティ豊かなビアガーデンを開催中。どうぞお見逃しなく！ ヒルボックルでした。
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OMOTESANDO HILLS / ARK HILLS / TORANOMON HILLS / ATAGO GREEN HILLS

PRESENT

表参道ヒルズ
www.omotesandohills.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

CULTURE

7.1 ~ 7.17

7.21 ~ 8.20

8.12 ~ 8.20

（SAT）

（MON）

（FRI）

（SUN）

（SAT）

（SUN）

HILLS LIFE DAILY の
「MAGAZINE」のページからお申し込みください。

hillslife.jp/magazine/

応募締切

7月16日（日）

※日程は予告なく変更になる場合がございます

六本木ヒルズ サマースカイブッフェ

2 組 4 名様 ご招待

8/11（金）〜14（月）の 4 日
間、六本 木ヒルズ森タワー
51 階にて、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します。この
ディナーブッフェに２組４名様をご招待します。

© 2017 MEDICOM TOY

表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS
SALE 2017 SUMMER
表参道ヒルズの人気ショップ約 50 店舗が
参加し、メンズ・レディス・キッズのファッ
ションアイテムからアクセサリー・ライフ
スタイル雑貨まで、今シーズンのトレン
ド商品を 30 〜 50％（最大 70％ OFF）で
販売します。お目当てのアイテムをお得
に手に入れるチャンスをお見逃しなく！
●場所：表参道ヒルズ全館 ※一部店舗を
除く ●時間：11：00 〜 21：00（日曜は
20：00 まで）●問：03-3497-0310

「BE@RBRICK」
コラボ
この夏、
表参道ヒルズでは「アートなトイ」
として世界中に多くのファンを持つ「BE@
RBRICK（ベアブリック）
」のコラボモデ
ルが登場！ 館内の対象店舗にて 2 万円
（税込）以上お買上げの方に表参道ヒル
ズ限定モデルをプレゼントいたします ●
場所：表参道ヒルズ全館 ※一部店舗を
除く ●時間：11：00 〜 21：00（日曜は
20：00 まで）●問：03-3497-0310 ●詳：
www.omotesandohills.com/event/#913

「舘鼻則孝：リ・シンク」展
アーティスト舘鼻則孝の大規模個展。レ
ディー・ガガのヒールレスシューズでも知
られる作家の最新作品展として、会場内に
茶室を設えるなど日本文化を現代に表現
した体験型展覧会 ●場所：表参道ヒルズ
スペース オー ● 時間：11：00〜19：00（最
終入場 18：30）※最終日のみ 11：00 〜
16：00（最終入場 15：30）●入場：無料
●問：03-6380-9911（平日 10：00 〜18：
00）●詳：rethink.noritakatatehana.com

「安藤忠雄：挑戦」―自らの人生を生きる

3 名様 ご招待

8/21
（月）18：30 〜 20：00
に開 催する「安藤忠 雄：挑
戦 ―自らの人 生を生きる」
セミナーに 3 名様をご招待
します。セミナーでは、建築家 安藤忠雄氏の
軌跡と、未来への覚悟について迫ります。

INFORMATION

ヒルズカードメールマガジン

会員募集中！

虎ノ門ヒルズ
www.toranomonhills.com
ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

7.4 ~ 9 月末

~ 9月

（TUE）

毎週日曜日開催

CULTURE

8.21

（MON）

ヒルズカードメールマガジ
ン会員にご登録いただく
と、ヒルズカードポイント
キャンペーンや様々なイ
ベント情報、ショップ情報などをお届けします。
ぜひご登録ください。www.hillscard.com

ACCESS DATA
〈 六本木ヒルズ 〉

アンダーズ 東京
「ルーフトップ ヨガ」

旅する新虎マーケット

「安藤忠雄：挑戦」
―自らの人生を生きる

52 階のオープンテラスで、ルーフトッ
プ ヨガを開催。チャンティングから始ま
る古典ヨガから、近代的ヨガまでインス
トラクターが一人ひとりのスキルに合わ
せてレクチャーします。レッスン後はオ
リジナルのフレッシュジュースでクール
ダウン。ヨガで爽やかな日曜のスタート
を ●場所：ルーフトップ テラス ●時間：
7：00 〜 8：00 ●参加費：4,500 円 ●問：
03-6830-7735 ● 詳：andaztokyo.jp

旅する新虎マーケットの第二弾は、素敵
な「祭」のある自治体が、虎ノ門と新橋
を結ぶ新虎通りに集結します。
「旅する
スタンド」でその街自慢のモノ、コトに
触れたり「旅するストア」や「旅するカ
フェ」で珍しいグルメやセレクトアイテ
ムと出会ったり。旅するように、通りを
歩く。そんな素敵な体験をご用意してい
ます ●場所：新虎通り ●問：03-64066666 ●詳：www.tabisuru-market.jp/

自由な発想で、難題に対峙してきた挑戦
者、安藤忠雄。9 月から国立新美術館で
開催される個展では、原寸大で再現する
代表作「光の教会」が話題となっていま
す。セミナーでは、米倉誠一郎教授をモ
デレーターに迎え、安藤氏の軌跡と未来
への覚悟に迫ります ●場所：虎ノ門ヒ
ルズフォーラム ●時間：18：30 〜 20：
00 ●参加費：3,000 円 ●問：03-64066200 ●詳細：www.academyhills.com/

アークヒルズ

新たにヒルズにオープンしました！

www.arkhills.com

FOOD & DRINK
開催中

~ 9.30
（SAT）

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
RH01 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 〉
FOOD & DRINK
開催中

~ 9.3

（SUN）

愛宕グリーンヒルズ

5.29

（MON）

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

ROOFTOP LOUNGE

YONA YONA BEER GARDEN
in ARK Hills

張家

今年もアークヒルズサウスタワー屋上に
夏季限定の「ルーフトップラウンジ」が
登場。開放的で緑豊かな空間で、贅沢な
時間をお過ごしください。事前予約制
の BBQ プランは、お早めに！ ●アーク
ヒルズサウスタワー屋上 スカイパーク
●時間：17：00 〜 23：00（土日・祝日
は 16：00 〜）●問：03-5549-1550、予
約専用：050-3188-7461 ●詳：arkhills.
beergardens.jp/

人気のクラフトビールがドラフトで飲
めるビアガーデンに、今年もアークヒ
ル ズ 限 定 の「ARK Hills Ale 2017」 が
登場！爽やかなビールで、夏の夜をお
楽しみください ●場所：アーク・カラ
ヤ ン 広 場 ● 時 間： 平 日 11：30 〜 14：
00、17：00 〜 22：00（L.O.21：30）/
土日祝 は 11：00 〜 22：00 ※雨天営業、
荒 天 中 止 ● 問：03-5413-3647 ● 詳：
yonayonabeerworks.com

シルクロードの起点「西安」
。刀削麺を
はじめ、イスラム文化の影響を受け、独
自の発展を遂げた西安料理を提供する
「張家」がオープンしました。定番の料
理に加え、本格的な香辛料がもつ本来の
香り豊かな風味を生かした「スパイス中
華」をお楽しみいただけます ●場所：
MORI タワー 3F ●時間：11：00 〜 15：
00、17：00 〜 23：00（土日祝は 11：30
〜、22：00 まで）●問：03-3433-0388

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. Editor：Miho Matsuda
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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SPECIAL TRIP by SKY TREK
仕事やプライベートで、国内外を飛び回るビジネ

日、自宅やオフィスから空港まではコンシェルジュが

スマンにとって、最も大切なのは 時間を有効に使

手配したハイヤーで送迎。空港到着後はアテンダン

うこと 。そんな時に利用したいのが、日本初となる

トがお迎えし、搭乗のお手伝いを。空の旅を楽しむ

会員制の小型チャーター機を活用した総合旅行サー

間、機内は完全なプライベート空間。仕事に集中す

ビス「スカイトレック」だ。例えば、突然 1 日だけ

るもよし、家族や友人とくつろぐのもいい。さらに

の休みができたとき。
「スカイトレック」なら、いつ

嬉しいのは小型機ならではのダイナミックなフライ

か行ってみたかった場所へ日帰り旅行をすることも

ト。輝く海や澄んだ空に手の届くような感覚が味わ

可能。全国約 100カ所の離着陸可能な空港やヘリポ

える。
「スカイトレック」は今夏、開業！ 移動の概念

ートを利用し、自由に旅を組み立てられる。ビジネ

を変える自由でスピーディーな空の旅が現実になる。

スにおいても同じで、例えば、陸路では４時間以上

PHOTO BY TETSUYA ITO / © SKYTREK, INC.

PHOTO BY TETSUYA ITO / © SKYTREK, INC.

かけて移動する出雲と神戸。
「スカイトレック」なら

エアラインで旭川空港へアクセ
スしたのち、KODIAK100 に乗
り換えて利尻空港へ。このルー
トなら日帰りも可能！

料金 入会金：10,000,000 円〜（永年） 年
会費：480,000 円〜 ＊入会条件は満 30 歳
以上であること ＊入会金、年会費は法人会
員、個人会員（家族会員・共同会員）で異な
る ＊法人会員は３名まで名義登録可能（無
記名利用券 10 枚含む）
、個人会員は２名まで
名義登録可能
チャーター料金 KODIAK100：300,000 円 /
１日 ヘリコプター：300,000 円 /30 分 ＊
KODIAK100 は 1 フライト 90 分まで。推奨
60 分以内 ＊ヘリコプターは、30 分以降は
10,000 円 / １分（90 分 以内） ＊ヘリコプ
ターは関東エリアと福島県、長野県、静岡県、
山梨県の範囲内 ＊現在、第一期会員を募集。
見込み会員へ向けて体験フライトも実施中。
問い合わせ先
03-6265-6371 平日 9：00
〜18：00（土日祝・12/31 〜 1/3 を除く）

欲張りな旅にこそ、
「スカイトレック」が活躍します！

利尻空港

神戸の上空から名所を楽しむ。
福井で日本海を食べ尽くす。

仕事で神戸に向かうなら、時間を要する新幹
線ではなく、
「スカイトレック」を。姫路城や
五色塚古墳を空から眺められるなんて特典も。
神戸空港からはハイヤーで商談先へ向かえる。

土地で行う２つの商談を 1 日に組み込むことも。陸
路や新幹線では時間のかかるルート、大手エアライ
ンでは叶わなかったタイムスケジュールも実現でき

美味しいもの、美しい風景、新しい体験……etc.

北海道

https://skytrek.co.jp

空港間の移動がわずか１時間弱ですみ、それぞれの

あなたの夢見た旅が
SKY TREK で叶います。

北海道の北端で 日本の北端で地元ラーメンを味
ラーメンを味わう。 わうローカルな家族旅行。大手

入会方法

アクセスしにくい福井も「スカ
イトレック」なら楽々。都内か
らヘリコプターでホンダエアポ
ートまで移動し、KODIAK100
に乗り換えていざ福井空港へ。
海鮮尽くしのグルメ旅行を堪能。

PHILIPPINES

る。予約は簡単。iPhone 専用アプリから出発前日の
正午までに予約すれば、翌日のフライトが可能。当
「スカイトレック」専用機のひとつであるヘリコプター〈H135
HERMÈS Edition〉。エルメス特製の上質な内装でくつろげる。

この夏は SKY TREKで
自由自在な空の旅を。

フィリピンの島々で
シュノーケリング。
小さな島が無数にあるフィリピ
ンは「スカイトレック」が便利。
大手エアラインでセブ島到着後、
パナイ島やパラワン島へホッピ
ング。エル・ニドの美しい海で
もシュノーケリングを楽しめる。
エル・ニド

マニラ

ボラカイ

セブ

イロイロ

ボホール
ダパオ

国内外で活躍するビジネスパーソンの為に会員制小型機チャーター機を活用した、

JAPAN

日本初となる総合旅行サービス「スカイトレック」が今夏、誕生します！
福井県

東京

福井空港
兵庫県

大阪

神戸空港

伊豆大島

大島空港

伊豆大島でサーフィンを楽しむ。

株式会社 SKYTREKとは？

明日はサーフィン日和。ならば伊豆大島へ行
きたい！ という時も「スカイトレック」を
活用。ジェット船や大型客船では時間がかか
る離島もあっという間に到着できる。

鹿児島県

鹿児島空港

広島県尾道市で地域活性化事業を中心とする、株式会社せとうちホールディン
グスの 100％子会社として 2016 年 6 月設立。
2017 年 8 月から日本初の小型チャ
ーター機を活用した会員制総合旅行サービスを開業する。小型機〈KODIAK100
陸上機・水陸両用機〉やヘリコプター〈H135 HERMÈS Edition〉を使用し、
大手エアラインの定期便の少ない離島や、地方空港へもスムーズにアクセス。
日本各地の飛行拠点を結び、時間に縛られない新しい旅と体験を提案する。

屋久島

オアフ島

屋久島空港
屋久島へ
非日常を求め森林浴！

予約からアフターケアまで、
SKY TREK ならスマートな旅が実現します。

2

アプリで予約

POINT

予約は iPhone 専用アプリ
で。出発地と目的地を選択
するだけで、簡単＆スピー
ディーに予約・管理が完了。
出発前日の正午まで予約可
（推奨機種は iPhone 5s 以
上、OS は iOS 9 以降）。
PHOTO BY TETSUYA ITO / © SKYTREK, INC.

全国約100カ所の
空港やヘリポートが使える！
日本各地を結び、自由な
空の旅を実現。海外でも
展開予定で、まずはハワ
イやフィリピンで開始！

モロカイ島

3

マウイ島

コナ

ハワイ島

4

ピックアップ

アテンダントが案内

安全＆快適なフライト

コンシェルジュが手配した
ハイヤーが自宅やオフィス
から空港まで送迎。空港ま
での移動時間も時間短縮で
きるのが嬉しい。ハイヤー
での移動のスキマ時間中に
仕事をすることも可能。

フライト時には「スカイト
レック」のアテンダントが
空港でスタンバイ。初めて
使う空港でもスムーズに案
内してくれる。カウンター
に並ぶ必要もなし。目的地
まで安心のサポートです。

「スカイトレック」の小型
機とヘリコプターはどちら
も安全性に高い評価を得て
おり、パイロットも熟練。
内装は黒革の上質なシート
に白とグレーをベースにし
た落ち着いたインテリア。
PHOTO BY TETSUYA ITO / © SKYTREK, INC.

HAWAII
ハワイの大自然を空から！

ラナイ島

アクセスが難しい屋久島へ
も 簡 単 に。 鹿 児 島 空 港 か ら
KODIAK100 で 屋久島空港へ。
大手エアラインは定員も少なく
急な予約は取り辛い。そんな場
所こそ「スカイトレック」で！

※チャーターサービスは、時期や天候などにより変更の場合があります。
※アプリは開発中の為、変更になる可能性があります。
※チャーターサービスの運航は(株)SKYTREKが契約する航空運送事業者がおこないます。
※ハイヤーの乗 降 場 所は、空 港やヘリポートにより異なります。

1

ホノルル
ラナイ

「スカイトレック」はハワイ諸
島でも利用可能。ホノルルを拠
点にラナイ島やハワイ島へホッ
ピング。小型機だから美しい山
や海もすぐそこに感じられ、ま
るで映画のワンシーンのよう！

5
POINT

安心の機体と、安全な運転です。
KODIAK100 は 国 際 人
道支援にも用いられる
Quest Aircraft 社の機体。
コックピットは精度の高
い GARMIN 社製。
PHOTO BY TETSUYA ITO / © SKYTREK, INC.
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帰りもスムーズ

POINT

楽しかった旅やハードな仕
事を終えた後、空港に戻る
と「スカイトレック」専用
機がお出迎え。その日のス
ケジュールを理解したアテ
ンダントが最後まで旅のお
手伝い。帰路もスムーズ。

頼れるコンシェルジュがいます。
フライトの予約や管理は
もちろん、ハイヤーの手
配 や レ ス ト ラ ン、 ア ク
ティビティの予約も可能。
トータルに旅をサポート。
PHOTO BY TETSUYA ITO / © SKYTREK, INC.
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クラシックなものから
モダンなものまで、幅
広いメニューは、いつ
来ても何度来ても楽し
んでいただけるはず！

New Style

〈 CHEF 〉

Takahiro
Koizumi

Luxury Lifestyle

ラグジュアリーな日常を気軽に味わう

ラグジュアリーライフスタイ
ルホテルという、新しいス
タイルが話題のアンダーズ
東京。“ 自分らしく、より上
質な時間を過ごしていただ
きたい ” というコンセプト
のもと、心 温まるサービス
で迎えてくれる。そのメイ
ンダイニングが、51 階に位置するアンダーズ タヴァ
ンだ。日本の美意識を取り入れたインテリアは、ア
ジアをルーツとして世界で活躍するトニー・チー氏の
Koji
デザイン。シンプルで洗練されていながらも、無垢
Yoshizawa
材などの自然素材を多用した温かな雰囲気
が魅力だ。東京の景色が一望できる質
の高い空間で過ごす高揚感と、行き届
いたホスピタリティによる安心感は、ハ
イクラスのホテルだからこそ。
これまでにない新しいスタイ
ルの手が届くラグジュアリー
を、ぜひ体感してみてください。 Akane Kamata
サワーブレッドで作ったクロスティ
ーニを添えた、ハーブの香りが爽や
かなサーモンリエット（￥2,200）に
は、きりっと酸味が効いたイタリア
のロゼ、レオーネ・デ・カストリス ファ
イブ・ローゼズ 2016（￥1,400）を。

やさしい甘みのメロンのガスパチョ
（￥1,800）は、胡瓜とトマトのジュレ
やフェタチーズが美しいアクセント。
しっかりとした濃い味わいのスペイ
ンのロゼ、スペインのアルスアガ ク
リアンサ 2016（￥1,900）と一緒に。

お酒も料理も気軽に楽
しめる場所を意味する
店名どおり、リラックス
できる空間です。夏は
グラスでご提供するロ
ゼの種類も増えますよ

〈 SOMMELIER 〉

東京が一望できる景色
をぜひ！ お立ち寄り
いただきやすいランチ
タイムもおすすめです

〈 RECEPTIONIST 〉

直前にさっと炙り、ポルチーニ茸やいちじくのロースト、トリュフオイル
をあしらった馬肉のカルパッチョ（￥3,000）
。イタリアのマニカルディ ラ
ンブルスコ 2015（￥1,200）のきめ細やかな泡とドライな味わいが相性抜群。

Information
ADDRESS：東京都港区虎ノ門 1-23-4 アンダーズ 東京 51 階 TEL：03-6830-7739（9：00〜
21：00）予約専用：tokyo.restaurant@andaz.com OPEN：ダイニング 朝食 6：30〜11：00（L.O.
10：30）
、ランチ 11：30〜15：00、ディナー18：00〜 22：00 ／ラウンジ＆バー 10：30〜
23：00 アフタヌーンティー14：00〜17：00、週末ブランチ 11：30〜14：30（L.O. 14：00）
※ 記載の価格に 15％のサービス料と消費税が加算されます。

６月より
「ヨーロピアンサマーワイン ナイト」を開催中
詳細はWEBをご覧ください。

andaztokyodining.com

ヨーロッパ各地の料理が、オーセンティック
なものから、独自のアレンジを加えたものま
で、旬のローカルな食材をふんだんに用いて
提供される。気取らないシェアスタイルでサ
ーブされるから、肩肘張らずにリラックスし
て堪能できそう。家族や友人と集うのもいい
し、一人で気軽に楽しむのもいい。随所に見
られる日本の意匠や高い天井から吊るされた
コンテンポラリーなアート作品、スタッフの
フレンドリーなサービスも魅力だ。
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photo_ Satoshi Nagare
text_ Seishi Isozaki
edit_ RCKT/Rocket Company*

本 物のアート に親しむ、贅 沢な日常
アート好きを自負し、年間パスポートを利用して森美術館に
通っているというクリスさん。
「展覧会だけでなく、敷地内に点
在するパブリックアートを見ながら散歩するのも楽しいです」
ベッドルームとリビングルームは、必要に応じてパーテーションで仕切ることができる。バスルームはベッドの後ろ側に配置。

13 階にある部屋でくつろぐクリ
ス智子さん。「今まで下層階にし
か住んだことがなかったのですが、
この高さでも窓から緑が見えるん
ですね。ソファの座り心地もとて
も良くて快適です」と、嬉しそう。

心身ともにリラックスできる居住空間ときめ細や

できたという。「街中にいることを忘れるほど、部

ROPPONGI HILLS
RESIDENCE D

かなサービスに定評がある MORI LIVING のサービ

屋は静かでくつろげました。鎌倉は鳥のさえずりや

大切だと思うんです。今回、レジデンスの周辺でも

六本木ヒルズレジデンス D

スアパートメント。万全なセキュリティに加え、バ

木々のざわめきといった自然の音があふれているの

多くのご家族連れを見かけましたが、ここには好奇

イリンガル対応のフロントスタッフによるサポート

で、ここで静かなひと時を過ごせたのは新鮮でし

心を刺激するものがたくさんあるので、子供たちは

体制も充実しており、チェックインしたその日から

た」。セキュリティは厳重でも、オフィス棟のよう

感性豊かに育っていくのではないでしょうか」

安心して、快適に過ごすことができると評判だ。現

な物々しさがなく、あたたかい雰囲気に包まれてい

この先も鎌倉に生活の拠点を置くと決めている

在は六本木・赤坂・神谷町エリアに４棟を展開。そ

たのも好印象だった。フロントスタッフに笑顔で迎

クリスさんだが、今回の宿泊体験を経て、「都会暮

れぞれ 1 カ月から契約が可能で、賃料には水道光

えられるたびに、ここに自分の居場所があることを

らしもいいな」と思ったと打ち明ける。「たとえば、

熱費、週２回のハウスキーピング、朝食、会員制ス

実感し、ホッとできたと振り返る。

夏休みの間だけサービスアパートメントを借りて、

所在地 : 東京都港区六本木
6 丁 目 12-4 ／ ア ク セ ス :
六本木駅 徒歩約 5 分［地
下鉄 日比谷線・大江戸線］
麻布十番駅 徒歩約 9 分
［地下鉄南北線・大江戸線］

さらに 3 棟のサービスアパートメントを用意

パ施設「ヒルズスパ」の利用料が含まれる。各部屋

今回は、５歳になる息子さんを母に預け、夫婦２

くらい、人が真剣に作ってきたものに触れることも

子供に都会での生活を経験させるのもいいかもしれ

には家具や家電、キッチン用品などの生活必需品が

人の時間を満喫。１日目は『オービカ

モッツァレ

ません。親にとっても気分転換になるし、たまには

・愛宕グリーンヒルズフォレストタワー

完備され、身軽に新生活をスタートできることから、

ラバー』でアペリティフを飲んだ後、グランド ハイ

終電の時間を気にせずに飲みたいですしね」と、茶

・アークタワーズ

東京への長期出張や赴任時の滞在先として、また海

アット 東京『フレンチ キッチン』のテラスでバー

目っ気たっぷりの笑顔を見せた。

外や地方に生活拠点を置くビジネスマンのセカンド

ベキューを楽しんだ。
「天蓋付きというシチュエー

ハウスとして利用されることが多い。

ションも含め、家でのバーベキューとはひと味もふ

東京都港区愛宕 2 丁目 3-1

東京都港区六本木 1 丁目 3- 39 〜 40

・プルデンシャルタワーレジデンス
東京都千代田区永田町 2 丁目 13 -14

お問い合わせ：森ビル株式会社 住宅事業部
電話：0120-52-1806 www.moriliving.com

「六本木ヒルズにサービスアパートメントがある

た味も違う満足感を得ました」
。サービスが行き届い

ことを、今回初めて知りました。私は自然を身近に

てはいるが、堅苦しさがなかったのもよかったとい

感じたくて、数年前から鎌倉に住んでいるのですが、

う。
「お子さん連れのご家族もリラックスして食事を

都心の高層レジデンスでも緑豊かな環境で暮らせる

楽しんでいて、とてもいい雰囲気でした」
。

んですね」。そう話すのは、今回、六本木ヒルズの

じつは数日前にも、息子さんと一緒に六本木ヒル

サービスアパートメントで１泊２日の宿泊体験をし

ズを訪れたというクリスさんは、大人も子供も飽き

たラジオパーソナリティのクリス智子さん。六本木

ることなく過ごせるのが「この街の利点」と評価する。

ヒルズ森タワーにある J-WAVE で月曜から木曜ま

子供連れで入れるショップやレストランが多く、じっ

で生番組を担当し、日常的に敷地内のショップや美

としていられない時には公園で遊ばせることもでき

術館などの施設を利用しているというクリスさんだ

る。加えて、 本物のアート

が、この２日間は普段とは違う気分で過ごすことが

も大きな魅力だと強調する。
「自然と親しむのと同じ

が身近に存在するの

特 別 感のあるディナータイムを演出 （ 有料／ 9月30日まで）
ラグジュアリーにバーベキューが楽しめるグランド ハイアッ
ト 東京『フレンチ キッチン』の天蓋付き VIP 席。1 日 1 組限定。

MORI LIVING のサービスアパートメントを選ぶ、 5 つのポイント

27 サービスアパートメント

の家の鍵
住み慣れた我が家のようにくつろげる
家具付き賃 貸レジデンス

森タワー 49 階に位置する会員制
の六本木ヒルズライブラリー。そ
の一画を占める『グレートブック
スライブラリー』で読書を楽しむ。
四方の壁が書架となった贅沢な空
間は、隈研吾氏がデザイン。

フロントサービス

ハウスキーピング

ヒルズスパ

バイリンガルのフロントスタッフが
24 時間、万全の体制で入居者の日
常をサポート。ホスピタリティに満
ちたサービスを提供する。

専門のスタッフがクリーニング、リ
ネン交換などを行うハウスキーピン
グサービスを週２回提供。清潔で快
適な住環境を約束する。

入居者はヒルズスパを利用可能。六
本木ヒルズは総床面積 1,800㎡の大
型スパ内に、プール・ジム・トリー
トメント施設などを備える。

朝 食サービス
「六本木ヒルズスパ」のラウンジで
は、朝食サービス（コンチネンタル
ブレックファースト）のほか、多彩
な食事メニューを終日提供。

健康相談室
六本木ヒルズ、愛宕グリーンヒルズ
フォレストタワーでは、医師とバイ
リンガル対応の看護師が、健康に関
する幅広い相談に応じる。
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お話を伺いました ──

エマニュエル・
ペロタンさん
ギャラリスト

18
1968 年生まれ。89 年、21 歳でパリに
最 初のギャラリーを設 立。現 在はパリ
市内に４つのスペースを構えるほか、香
港
（2012 年）、ソウル
（2016 年）でもギャ
ラリーを運営。昨年、N Y のローワー・
イーストサイドに新スペースをオープン。

New Wave
in Tokyo Art Scene

現代抽象画の巨匠ピエール・スーラージュによるオープ
ニング展は８月 19 日（土）まで。秋にはパオラ・ピヴィ
の個展、マウリツィオ・カテランとピエールパオロ・フェ
ラーリによる Toilet Paper を展示予定 ●ペロタン東
京 港区六本木 6 - 6 -9 ピラミデビル１階（11 〜 19 時 /
日月祝休 / 03- 6721- 0687）www.perrotin.com

パリのギャラリスト、エマニュエル・ペロタンが、六本木に彼の 17 番目となるギャラリ
ー「ペロタン東京」をオープンした。世界のコンテンポラリー・アートシーンを引っ張
るギャラリストの一人であり、村上隆を 世界の MURAKAMI とした立役者でもある彼
が、なぜ今、東京にギャラリーを開いたのか？ オープニングで来日した彼に話を聞いた。
text_Jun Ishida

photo_Yasuyuki Takagi

̶̶ 東京にギャラリーを進出した理由は？

うした傑出したギャラリーが徒歩圏内にあるという

P

エマニュエル・ペロタン（以下Ｐ）私自身、アジア

のは、刺激的でダイナミックなことです。ビジター

アーティストに加え、森万里子、ヤノベケンジと

の中でも特に日本とは縁があります。25 歳の時に、

にとっても好都合ですし、エリア全体が賑やかな雰

いった日本人アーティストともコラボレーションを

NICAF という横浜で行われた国際コンテンポラリ

囲気にもなります。

行ってきました。もちろん、ペロタン東京では海外

ーアートフェアに参加し、そこで初めて村上隆に

̶̶ 日本のアートマーケットの現状を、どのよう

アーティストも紹介していくつもりです。オープニ

会いました。1993 年当時、日本経済は不況に陥り、

に分析していますか？

ングでは現在 97 歳のピエール・スーラージュの近

世界のコンテンポラリー・アート市場としては未成

P

私は分析はしません。発見するのです。ある意

作を展示します。スーラージュは、キャリアがまだ

熟な地であったと思います。しかし、進歩的で革新

味、日本のアートマーケットの可能性を知るために

浅い頃に日本で展示をしており、日本に特別な思い

的な若い世代のアーティストたちが花開いている時

今回ギャラリーを東京に設立することを決めました。

を抱いています。1950 年代、彼の絵は東京国際ビ

代でもありました。そのことに、とても興味が湧き

今、唯一分かっていることは、日本のマーケットを

エンナーレや東京国立近代美術館で展示されました。

ました。それ以来、私たちは日本人アーティストた

発展させる必要があるということです。コンテンポ

1992 年には高松宮殿下記念世界文化賞を受賞して

ちと緊密な関係性を築いています。ビジネスだけで

ラリー・アートの認知度を高めることが大事です。

います。

なく、日本との関係性を深めたいというのも東京に

私がギャラリーをオープンした 80 年代のフランス

̶̶ 東京ギャラリーの位置付けは？

ギャラリーを開いた大きな理由です。

のように、日本ではまだ古いものの価値が尊重され

P

̶̶ ギャラリーの場所として六本木を選んだ理由

ていて、新しいものはなかなか認められません。メ

ログラムの広がりにも繋がります。それぞれの場所

とは？

ンタリティを変化させ、ファッションや音楽の世界

でプロジェクトを行い、様々なチャンスや可能性を

P

とも結びつくことで、新しいクリエイティブなエネ

高めていくこと。それによって相互作用が生まれ、

たエリアには、多くの美術館やギャラリーが揃って

ルギーを作ることが重要だと考えます。

お互いを補完し合うようないい影響を生み出します。

います。ピラミデビルや近隣の Complex665 にも

̶̶ 東京ではどのようなアーティストを扱ってゆ

東京ギャラリーがペロタン全体を刺激してくれるこ

素晴らしいギャラリーの数々が集まっています。こ

く予定ですか？

とは間違いないと思いますよ！

六本木は大好きな街です。文化的で活気に満ち

村上隆や Mr.、タカノ綾、加藤泉といった所属

ギャラリーとしての国際的な成長は、企画やプ
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六本木ヒルズ〜 虎ノ門ヒルズ
HILLS
AREA
小宮山雄飛さんの
WALKING カレー食べ歩き散歩
GUIDE 〈19〉
今回のルート

「ホフディラン」として活動 21 年目を迎

渋谷区生まれの小宮山さんは、東京にエ

えたミュージシャンの小宮山雄飛さん。実

スニックブームが上陸した 1980 年代から、

はかなりのカレー好きとしても知られ、2

カレーブームの変遷を身近に感じてきた。

冊のカレーレシピ本も出版している。

「長年コアなカレーマニアに支持されて

「食べ歩きは 10 代の頃から。それが高じ

いたお店も、ここ数年で広く知れ渡るよう

て自分でも作り始めたのはここ 4、5 年で

になりました。今回選んだお店は、おいし

す。カレーと音楽は本当によく似ていて、

さだけでなく接客やサービスも素晴らしい。

例えば１曲の中にいろいろな音やメロディ

僕はお店の方の人柄も重視します」

があるように、カレー１皿の中にさまざま

本格インドカレーからカレー南蛮そばま

なスパイスや具があって、そのバランスを

で、カレーを知り尽くした小宮山さんなら

考えて作り上げる作業が一緒なんです」

ではのアドレスを手に街に出よう。

A

B

YUHI KOMIYAMA
1973 年東京都渋谷区生ま
れ。1996 年 に「 ホ フ デ ィ
ラン」としてデビュー。現
在は音楽活動のほか、虎ノ
門ラウンジのプロデュース
や雑誌連載、新刊『簡単！
ヘルシー！まいにちカレー』
（主婦と生活社）
の発売など活動は多岐に渡る。hoﬀ.jp
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インド 料理 ディヤ

サイーファ ケバブ アンド ビリヤニ

香妃園

六本木ヒルズの「インド料理 ディヤ」
。
「落ち着いた雰
囲気の中で、お酒を飲みながらあれこれ食べられるの
が嬉しいお店です。もちろん味もよく、カレーのほかに
もビリヤニやタンドリーチキンもおすすめです」
。今回
はスペシャルミックスグリルランチ（¥1,500）を選択。

インド・パキスタン料理が中心のお店。
「おすすめはラ
ンチのチキンビリヤニ（¥1,235 〜 ¥1,300）
。スパイス
がしっかり効いていて、こんな香り高いものだったん
だと感動しました。さらにサービスでカレーをつけて
くれるなど、お店の方の接客がよいのも GOOD ！」

1963 年創業の老舗。ポークカレーライス（¥1,080）は
油通しの玉ねぎと豚肉を中華スープで仕上げた。
「殿堂
入りの中華風カレーですが、いつ食べてもやっぱりうま
い。深夜にお酒を飲んだ後、名物の鶏煮込みそばとカ
レーという教科書通りの六本木の過ごし方は未だ健在」

●場所：六本木ヒルズ ヒルサイド B1F ●時間：11：00 〜 22：
00（L.O.）●問：03-6438-1177

●場所：東京都港区六本木 4-11-8 フランセビル 1F ●時間：11：
00 〜 22：30（L.O.）●問：03-3497-8104

●場所：東京都港区六本木 3-8-15 2F ●時間：11：45 〜翌 3：20(L.O.)（月
〜土・祝）、17：00 〜 23：00（L.O.）（日のみ）●問：03-3405-9011

D

E

F

浪漫亭

手作りカレーのお店 みやざわ

日豊庵

「名物の炭火焼風ハンバーグ（¥1,000）は、ほどよい
レアという見事な焼き方でうまい！ さらに欲張りな
人はハンバーグカレー（¥1,300）という手もありま
す」。数種類のスパイスが効いたカレーとジューシー
なハンバーグの組み合わせは病みつきになる味わい。

「特製カレー（¥600）は、小麦粉を使用せずに野菜を
溶け込ませたとろりとしたカレーソースが絶品。100
円のキャベツサラダが、あっさりしていていくらでも
食べれるくらい美味しいのでこちらもぜひ」。18 種類
のスパイスと 200g の野菜の甘みが際立つ一皿。

国産の素材を使い、食料自給率の啓蒙も行う農林水産
省内の食堂。「つゆや蕎麦自体のクオリティが高いの
がポイント。日替わり 2 食そば（¥500）は、カレー
南蛮の日を狙います。名物の冷やし野菜そばと熱々の
カレー南蛮の組み合わせは味もボリュームも最高」

●場所：東京都港区西新橋 2-15-17 ●時間：11：30〜14：20（L.O.）
、17：00
〜19：50（ L.O.）
（月〜金 ）
、11：30〜13：50（ L.O.）
（土）● 問：03-3581-2988

●場所：東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省北別館 1F ●時
間：11：00 〜 15：00（平日）●問：03-3502-0903

●場所：東京都港区虎ノ門 2-2-5 共同通信会館 B1F ●時間：11：
30 〜 14：00、17：00 〜 20：30（L.O.）●問：03-3224-0428
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