HILLS AREA MAGAZINE

SUMMER CAMP
in THE CITY

子どもたちを成長させてくれる夏休み。六本木ヒルズをは
じめとする各ヒルズでは、恒例の〈キッズワークショップ〉
が開かれます。入居する企業や店舗、美術館といった各施
設が、都心のヒルズでしか体験できないサマーキャンプを
実施。子どもたちの好奇心を育む、夏の冒険がはじまります。

都心のヒルズでサマーキャンプ！
さあ、好奇心の冒険へ飛びだそう
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MITメディアラボ

1

MIT Media Lab

アメリカの北東部ボストンにある、ノーベル賞受賞者を含む世界をリードする科学者や技術
者を多数輩出するマサチューセッツ工科大学（MIT）内に 1985 年に設立された研究所。脳科

2017 年５月６日、Scratch 公開から 10 周年を祝うイベントがメディアラボ内で行われた

学から農業、建築、芸術など幅広い専門性をもった研究者らが既存の研究の枠を超えた学際

© Kelly Lorenz

ような意見に対してお考えを伺えますか。

私たちが「４つのＰ」を通して掲げる目標

は、子どもたちの情熱（Passion）に基づいた

Ｒ

プロジェクト（Projects）を、遊び心（Play）

ぶことと似ていると思います。書き方を学ぶこ

を持って仲間（Peers）と協力して取り組める

とに重きが置かれるのは、自身の思考を整理し、

機会を提供すること。このアプローチを通じ

表現し、他者と共有する良い方法であるからで

て、子どもたちが創造的な思考力を培い、急速

す。書くことによって思考を深め、以前にはで

に変化する社会において柔軟に対応し生き抜く

きなかったやり方で考えを共有することが可能

ことができると考えています。仮にもう１つ加

になるからです。プログラミングも同じで、さ

えるとしたら、
目的（Purpose）かもしれません。

らに文章表現では実現できないダイナミックで

子どもたちが取り組んでいることが、自分たち

インタラクティブなものから、アニメーション

の暮らしにとって意義あるものであると同時に、

を使った物語やシミュレーションも作り出すこ

同じ地域社会に暮らす他の人たちにとっても意

とができる。これらは、誰もが自らのアイディ

味があることだと認識させ、目的を見出させる

アを表現するための新しい方法なのです。です

ことも大切だからです。

から、プログラミングを学校教育に導入する際

プログラミング教育は、文章の書き方を学

Ｑ 日本でも 2020 年からプログラミング教育

には、その意義をしっかりと念頭におくことが

が小・中学校で義務化されるのですが、馴染み

重要だと思います。具体的なコンセプトやスキ

のない親や教育者にとっては、プログラミング

ルを習得するだけでなく、むしろすべての人が

的な研究プロジェクトに取り組んでいる。その内容は、電気自動車や神経障害の治療から従

を学ぶことがなぜ有用なのか、何の役に立つの

創造的思考者となり、各々の考えを整理・表現

来のマスメディアとは異なる新メディアの研究など、多岐にわたる。www.media.mit.edu

か、といった不安の声もよく耳にします。この

・共有するための新しい方法として。

ミッチェルさんの考える「創造的
な学びのスパイラル」。発想〜創

Q 自己紹介と、今手がけているプロジェクト

ツ自体を作るのが好きでした。どういうことか

について教えてください。

Ｑ Scratch はどのようなきっかけで開発する
ことになったのでしょう？

ミッチェル・レズニック（以下Ｒ）私が教えて

Ｒ

着想を得たのは、放課後のコンピュータ・

たちと遊べるゲームを作るんです。夏は、実家

いるマサチューセッツ工科大学のメディアラボ

クラブで若者と一緒に作業をしているときでし

の裏庭にミニゴルフ場を作ったのを覚えていま

内で、「ライフロング・キンダーガーテン（生

というと、新しくルールを考えて、弟や従兄弟

た。多くの若い人たちがインタラクティブな物

す。ゴルフボールが入るための穴を掘って、球

涯幼稚園）」というグループの代表を務めてい

語やゲーム、アニメーションを作りたいと思っ

を当てて跳ね返すための壁も建てたりしました

ます。このグループでは、幼稚園で積み木や

ているのに、それを実現するのに適した良いツ

ね。手作りのコースで、弟や従兄弟、それから

フィンガーペイントをやるような精神で、新し

ールがないことを知ったからです。既存のプ

近所の子どもたちも呼んでゲームに興じるので

い技術開発と活動を行い、子どもたちをクリエ

ログラミング言語だとあまりにも専門的すぎて、

す。単にゲームをするだけではなく、実際にゲ

イティブ・ラーニング（創造的学習）へと導く

子どもたちが学ぶには少し難しすぎました。よ

ームを作ることで私は実に多くのことを学びま

取り組みです。目標は、あらゆる年齢の子ども

り単純なアプリもいくつかありましたが、それ

した。ものづくりに没頭しているときの子ども

たちをクリエイティブ・シンカー（創造的思考

だと子どもたちが本当に作りたいものを作るこ

たちがどんなことを学んでいるのか。学習体験

者）に育てること。グループ内で行われるプロ

とができない。そこで、新しいツールを提供す

としての「遊び」の大切さ、豊かさを知ってい

ジェクトの多くは、
「Scratch」と呼ばれるプロ

る必要があると思い立ったのです。

るので、私はこれまで自分の技術開発の大半を、

グラミング言語とそのオンラインコミュニティ

Ｑ ミッチェルさんご自身は、キッズワーク

子どもたちが自ら設計したり創造する環境のた

を中心に展開されており、後者では子どもたち

ショップに参加する子どもたちの年齢の頃はど

めに捧げてきました。

が自分でデザインしたインタラクティブな物語

んなことをするのが好きでしたか？

Ｑ ミッチェルさんはクリエイティブ・ラーニ

やゲーム、アニメーションをネット上で共有す

Ｒ

ングの基本原則として「４つのＰ」を挙げてい

ることができます。

ニスや野球をしていましたが、何よりもスポー

子どもの頃はスポーツが楽しくて、よくテ

作〜遊び〜共有〜振り返り〜発想
を繰り返しつつ学びが深められる

NPO法人CANVAS

森ビル

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

DATE / TIME

8.11（土）& 12（日） ※２日間のプログラムです
10：00〜13：00／ 14：30〜17：30

PLACE

六本木ヒルズ 森タワー 14 F会場

TARGET

小学５年生〜中学３年生

各回定員 20 名

MIRAI SUMMER CAMP

ますが、なぜこれらが重要なのでしょう？

子ども向けプログラミング言語「スクラッチ」を生んだボストンの MIT Media Lab
のスクラッチの開発チームのメンバーがこのプログラムのために来日！ 彼らと一緒
に「スクラッチ」を使って、プログラミングを遊んで学ぼう。プログラミングがで
きるとどんな未来を作ることができるようになるのか。ぜひ体験してみよう。

www.roppongihills.com/sp/workshop/2018/

Mitchel Resnick

ミッチェル・レズニック さん

MITメディアラボ教授／ Scratch 開発者

Scratch を使って、考え方を整理して
表現し、共有する方法を身につ けよう

© Joi Ito

教育テクノロジーの専門家であり、マサチュ
ーセッツ工科大学（MIT）メディアラボの教
授としてラーニング・リサーチ（学習研究）

プログラミング教育が単にスキルを学ぶだけでは意味がない。そんな思いから、自分の
アイディアを創造的に表現し、それを他者と共有するための環境として Scratch は開発された
interview_Yumiko Murai

に携わる。プログラミング環境と同時にオン
ラインコミュニティでもある「Scratch」の

ライトプレイ（照明遊び）活動中
の子どもたち。Scratch を使って
灯りの明るさや配色、組み合わせ
などを工夫しながら操っていく
© John Werner

ほか、
30 年にわたり LEGO 社と協力して「レ
Scratch の名は、DJ がレコードを手でこする「スクラッチ」に由来。自由自在に曲を

ゴ マインドストーム・ロボットキット」な

Mix する DJ の動きに、Scratch 言語で簡単にプロジェクトを Mix していく姿を重ねる

どの革新的なプロジェクトを推し進めてきた。

© Kelly Lorenz

illustration（ P 1- 7, 9,11）_Toshiyuki Fukuda
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アイスペース

ispace, inc.

Takeshi Hakamada

2040 年には、1,000 人が月に暮らし、年

Ｑ キッズワークショップに参加する子供たち

い描いています。

と同じ年齢の頃、袴田さんはどんなことをする

現在、地球でのより豊かで持続的な生活は、

袴田武史 さん

源の探査は、その目標への出発点です。

間１万人が旅をしている ── そんな世界を思

のが好きでしたか？

人工衛星を中心とした宇宙インフラストラク

Ｈ

チャー無しにはすでに成り立たなくなってきて

りに取り組みました。結果、ロケットは無事発

います。通信、農業、交通、金融、環境維持な

射し、非常に興奮したことを覚えています。今

に取り組む宇宙スタートアップ企業。2017 年 12 月に、日本初民間開発の月着陸船によ

ど様々な産業が宇宙インフラに依存しています。

日振り返るまで気がつきませんでしたが、その

る「月周回」と「月面着陸」の２つのミッションを発表。JAXA、ルクセンブルク政府と

今後、IoT や自動運転などが発展するとともに、

時からモノづくりの面白さに魅了されていたの

さらに宇宙インフラの重要性が高まります。宇

だと思います。

宙インフラを持続的かつ効率的に構築していく

Ｑ 子どもたちが未来へと歩んでいくための指

には、宇宙資源の活用が鍵です。

針となるような言葉をひとつ教えてください。

ファウンダー＆代表取締役

「人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界へ」をビジョンに掲げて、月面資源開発

月資源開発で連携する。現在、日本、ルクセンブルク、アメリカの３拠点で活動し、日本
から唯一月面探査レースに参加するチーム「HAKUTO」の運営を行う。ispace-inc.com

Ｑ 袴田さんと ispace がどんな活動をしてい

ストがかかります。いかに安く、効率的に開発

るか教えてください。

できるかが実現の鍵だと感じました。そこで、

袴田武史（以下Ｈ）ispace は「人類の生活圏

大学院ではシステム工学を応用した概念設計を

を宇宙に広げ、持続性のある世界へ」をビジョ

研究し、NASA などの概念設計プロジェクト

ンに掲げて、月面資源開発に取り組んでいる宇

に参加しました。さらに、在学中に参加した民

宙スタートアップ企業です。

間宇宙開発のイベントをきっかけに、宇宙産業

近年の研究によると、月には約数十億トンの

の新たな兆しに触れました。これからの宇宙開

水が存在することがわかっています。水は宇宙

発は、エンジニアリングだけでなく、経営を学

飛行士の生活に欠かせない飲料水となるほか、

ぶことが重要だと感じた私は、卒業後に外資系

水素と酸素に分解することで、ロケットの燃料

の経営コンサルティングファームに就職し、プ

にもなります。地球上と同じように、宇宙空間

ロジェクトリーダーを務める中でマネジメント

において、水は私たちにとって欠かせない貴重

を学びました。

な資源です。ispace は超小型宇宙ロボット技

『スター・ウォーズ』で描かれているような宇

術を駆使して、月に到達するまでに必要なラン

街「ムーンバレー」は、建設、エネルギー、鉄
© ispace

Ｈ『スラムダンク』に登場する安西先生の「あ
きらめたらそこで試合終了ですよ」です。これ

鋼、通信、運輸、農業、医療などのプロフェッ

は、スタートアップの基本でもあるんですね。

ショナルとの協力関係のもとに成り立っていく

現代の人は、簡単にあきらめる人が多いように

宇宙工学修士号を取得。経営コンサルティン

でしょう。月は、見上げる場所ではなく、訪れ

感じています。情報社会なので、いろいろな事

グ会社を経て ispace を創業。人類が宇宙で

る場所になります。そして、地球も月もひとつ

が耳に入り、一つのことに集中しづらいのかも

のシステムとなり、宇宙インフラを軸とした経

しれません。また、小・中学生はいろいろなこ

済が地球に住む人々の生活を支え、持続性のあ

とに挑戦することが大事だと思いますが、一つ

1979 年生まれ。名古屋大学機械・航空工学科
を卒業後、米ジョージア工科大大学院で航空

生活圏を築き、宇宙と地球が共存する世界を
構築するため、宇宙ロボット技術を活用した
民間宇宙事業を進める。2010 年から Google
Lunar XPRIZE に「HAKUTO」を率いて参戦。

上）
様々な国籍や専門分野の人材が世界中からispace に集まっ
ている 下）2017 年 12 月のミッション発表記者会見の模様

る世界を実現させる。これが私たちの究極の目

一つに丁寧に、あきらめずに取り組むことは、

標です。ispace が最初に取り組む月での水資

きっと将来に響く経験になると思います。

© ispace

宙船が飛び交う世界を創るためには、何よりも

ダー（月着陸船）と、水を探すローバー（月面

民間宇宙開発によるスピーディーかつ革新的な

探査車）の開発に取り組んでいて、2020 年〜

事業展開が不可欠です。2007 年に開始された、

21 年ごろに、日本初民間開発の月着陸船によ

世界初の国際月面探査レース「Google Lunar

る「月周回」と「月面着陸」の２つのミッショ

XPRIZE」に参加する日本チーム「HAKUTO」

ンを実施する予定です。

を始めたことをきっかけに、宇宙開発の事業化

代表を務める私は、映画『スター・ウォーズ』

また月の水資源をベースに築き上げられる

中一の夏休みの課題として、水ロケット作

を決意し、2013 年より株式会社 ispace の代表

の世界に魅了されて、宇宙に強い興味を抱くよ

取締役として宇宙資源開発事業に取り組んでい

うになりました。宇宙船を作るためには、工学

ます。

を学ばなければいけない。そう思い、アメリカ

Ｑ そうした研究開発やプロジェクトによって、

のジョージア工科大学で航空宇宙工学の修士を

わたしたちが暮らす社会やライフスタイルはど

取得しました。しかし、宇宙開発には莫大なコ

のように変わっていくと思いますか？

2040年には1,000人が月に 暮らし、
年間１万人が旅する時代がやってくる！
地球での豊かで持続的な生活は、すでに人工衛星を中心とした宇宙インフラ無しには
成立しない。何とはなしに見上げていた月を、今日からはこれまでと違った視点で見てみよう

ispace

月面探査ミッションを体験しよう！
DATE / TIME

8.6（月） 14：00〜16：00

日本初、民間主導でランダー（月着陸船）を月の周回軌道へと投入し、月のデータを地球
へ届ける「月探査 Mission 1」のイメージ画像。2020 〜 21 年ごろの実施を目指している

PLACE

六本木ヒルズ 森タワー 14 F会場

TARGET

中学１年生〜中学３年生

定員 10 名

MIRAI SUMMER CAMP
いつも夜空に輝く月には、なんと数十億トンの水が発見されています。水は、将来
の宇宙飛行士の飲み水や、
ロケットの燃料にもなります。今回のワークショップでは、
まだまだ謎が多い月についての講演、月面探査ロボットの操縦体験、そして月面を
体験できる VR/AR コンテンツをご用意します。一緒に月を探検してみませんか？

www.roppongihills.com/sp/workshop/2018/

© ispace

© ispace
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Ｑ 「Niantic」とは何をしている会社ですか？

ど、さまざまな情報を取得できれば、買い物の

します。だからみんなにも、自分が楽しいと思

川島優志（以下Ｋ） もともと米 Google の社

体験は大きく変わります。AR 技術は、その場

えることを見つけて、遊びでもなんでも全力で

内ベンチャーとしてスタートした組織です。

所でできる体験に気付きや情報を加えることで、

のめりこんでほしいですね。ひとつひとつのこ

Google Earth を開発し、Google の地図部門担

大きな変化をもたらす可能性があります。

とがどこかで必ず未来につながります。無駄な

当副社長だったジョン・ハンケが設立しました。

Ｑ キッズワークショップに参加する子どもた

ことなんてひとつもないので、目の前のことに

彼は、現代のテクノロジーが人々をコンピュー

ちと同じ年齢の頃、川島さんはどんなことに夢

一所懸命になって取り組んでもらえたら！

タ画面の前に釘付けにしすぎていると感じてい

中になっていましたか？

Ｑ

ました。自分の子どもも、晴れた休日なのにソ

Ｋ

プラモデルを改造したり、人気のミニ四駆

針となるような言葉をひとつ教えてください。

ファに座ってずっとゲームをしている。画面の

を手に入れるために遠くの街まで自転車をこい

前ではなく現実世界へ飛び出して自分の体を

で行ったり。夜中に押入れに隠れてゲームを

Ｋ「われ以外皆師なり」── 小説家の吉川英治

使って冒険する。新しい目で自分のまわりの世

し、手描きの攻略マップを作ったりしていまし

という意味です。どんなにつまらなそうな人で

界の素晴らしさを再発見し、身近な人やコミュ

た。プログラミングを始めたのは小学３年生の

も、自分より勝る何かがある。それを見つけ出

ニティと触れ合うきっかけをつくる。そういう

時で、自分でゲームを作り、コンピュータグラ

し、自分の接する人から必ず何かひとつ学び取

ことにテクノロジーを有効活用できないか、と

フィックを描きました。自分の書いたプログラ

る。僕はさらに、まわりの世界すべてが先生で

考え、自分たちの強みである「地図」と元々好

ムが動いたり、スクリーンに現れるのがうれし

ある、と思っています。今回のワークショップ

きだったゲームの力を組み合わせて、地球を舞

くてのめり込みました。そうやって遊んだ体験

を通して世界の面白さ、不思議さを学ぶだけで

台にした全世界のプレイヤーが陣取りをおこな

のすべてが「楽しみ、工夫して、自分で何かを

なく、教えてくれる先生や、まわりで支えてく

う位置情報ゲーム「Ingress」を作り上げました。

作り出す」という今の仕事につながっています。

れている大人の人たちと接することからも、ぜ

楽しければ、自分から喜んで調べるし、努力も

ひいろいろなことを学んでほしいと思います。

その後、Niantic は 2015 年に Google から独

子どもたちが未来へと歩んでいくための指

さんの言葉です。自分以外はみんな先生である、

この夏のキッズワークショップは、株式会社ポケモンと Niantic の共同制作。AR
技術の楽しさを体験できるという展示プログラムに、今から期待が高まるばかり

立。
「Ingress」で培った土台を活かして、株式
会社ポケモンや任天堂と共に開発を進め、16

年に公開した「ポケモン GO」は全世界で８億
冒険心と夢と科学が結集する Niantic の、サンフランシスコのオフィスの一画。「ラプラス」の背後にベイブリッジが見える

ダウンロードを記録し、社会現象となりました。
「Adventures On Foot（歩いて冒険する）
」を
会社のミッションに掲げ、世界中の開発者と一
緒に AR（拡張現実）と位置情報を組み合わせ

きみだったら、自分をとりまく世界を
ARを使ってどんな風に変えてみたい？

たプラットフォームを開発しています。

株式会社ポケモンと Niantic が開発した「ポケモン GO」に使われている AR（拡張現実）って、

で作っているのか、素材はどこから来て、作る

どんな技術なんだろう？ 身のまわりから地球規模まで、未来はいま大きく変わろうとしている

Nianticとポケモンがコラボレーション！

Ｑその結果、私たちの社会やライフスタイルは

AR技術でポケモンを楽しめる
プログラム 開催予定

どのように変わっていくと思いますか？
Ｋ

例えば、服を買う時、自分が着た時の様子

がすぐにわかったり、デザイナーがどんな思い
までに二酸化炭素がどれくらい排出されたかな

Niantic のロゴは巨匠ジュール・ヴェルヌの冒険小説
『八十日間世界一周』をモチーフにつくられている

DATE / TIME
PLACE

日程は後日WEBサイトにて告知予定
六本木ヒルズ 森タワー 14 F会場
MIRAI SUMMER CAMP

AR 技術の進化とともに訪れる未来を子どもたちに垣間見てもらうため、ポケモ
ンと Niantic が共同して AR 技術を体験できる展示プログラムを開催予定。いろ
いろな角度からポケモンを眺めてアートとして親しんだり、いつも見ている世界
をおもしろく変える AR の楽しさに触れるきっかけにしてみてください。

www.roppongihills.com/sp/workshop/2018/
※情報掲載日は７月中を予定しています

CAMP

3

ナイアンティック

Niantic, Inc.

モバイル端末を通じて、今までに体験したことのないような冒険や発見、社会的コミュニティ
を築き、現実世界での新たな体験を作り出すことを目的に、2010 年に Google の社内スター
トアップとして Niantic Labs が誕生。15 年 10 月に Niantic, Inc. が設立された。独特な響き
を持つ社名は、1849 年カリフォルニアのゴールドラッシュの際にニューイングランドからサ
ンフランシスコにやってきた捕鯨船ナイアンティック号に由来する。www.nianticlabs.com

Masashi Kawashima

川島優志 さん

アジア統括本部長／エグゼクティブプロデューサー
2007 年、Google にウェブマスターとして入
社。日本人として世界で初めて Google ホリ
デーロゴをデザイン。13 年、Niantic Labs に
2016 年７月 16 日に東京中を使って行われ

UX/Visual Designer として参画。15 年 10 月

た「Ingress」の大規模イベント「イージス

の Niantic, Inc. 設立と同時に、アジア統括本部

ノヴァ東京」
。お台場でのアフターパーティ

長に就任し、現在はエグゼクティブプロデュー

には１万人を超える参加者が集結。写真はそ

サーも兼任する。
「ポケモン GO」では、開発

のイベントの最後を締めくくる感動的な一枚

プロジェクトの立ち上げを担当した。
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子どもたちにこそ、世界の最先端、本物に触れてほしい
photo_Yuri Manabe & more

答えを教わるのではなく、大切なのは自分の疑
問や関心を見つけ新しい課題を育てること

人間の足はどんなメカニズムで歩行や走行して
いるんだろう？ 義足を体験して考えてみよう

作ったら人に見せ、話し合う。自分とは違った視
点や、そこで発見したことについても考えてみる

簡単な工作で手作りしたセンサーを使って、目に
見えない身の回りの放射線レベルの測定に挑戦！

食べ物から自分の手で DNA を抽出する。何でもまず自分でやってみる

MIR AI SUMMER CAMP とは？──森ビルと
MIT メディアラボが「未来の都市」をめぐって
共同研究を開始した 2015 年からスタートした人

SUMMER CAMP IN THE CITY

気プログラム。今夏は全 16 種・37 講座を開講！

KIDS' WORKSHOP 2018
未来を担う子どもたちに、本物の場所で本物の体験を！
今年も夏休み恒例の〈キッズワークショップ
2018〉が各ヒルズを舞台に、テナント企業や
店舗、映画館などと連携して開かれます。

上の講座を開講。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５種 14 講座を、アーク

六本木ヒルズでは、最先端のテクノロジーに

ヒルズでは、１歳から参加できる保育園と連携

出会える「MIRAI SUMMER CAMP」のほか、

したワークショップなど８種 16 講座を、表参

店舗での仕事が体験できる「CHALLENGE」
、

道ヒルズでは、ベビー＆キッズ専門店のサービ

模擬裁判や森ビルの都市づくりの舞台裏を知

スを集積した「キッズの森のワークショップ」

る「LEARNING」、ものづくりの楽しさを学ぶ

など５種６講座を開催します。

「ART&CRAFT」、料理など食に焦点をあてた

「COOKING」の５ジャンル・約 80 種・400 以

DATE / TIME
PLACE

申込など詳細は各館の WEB をご覧の上、お
誘いあわせのうえご参加ください。

7.14（土）〜 8.29（水）
六本木ヒルズ

www.roppongihills.com/sp/workshop/2018/

ヒルズ 街育プロジェクト
アークヒルズ

www.mori.co.jp/machiiku/

www.arkhills.com/

虎ノ門ヒルズ

toranomonhills.com/

表参道ヒルズ

www.omotesandohills.com/
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ROPPONGI HILLS

OPEN CAMPUS
for HILLS KIDS

この夏、六本木ヒルズで開催されるキッズワークショップに、六
本木ヒルズで働くワーカーファミリー向けプログラムが新たに加
わります。学校が休みの夏の期間を使って、お父さん、お母さん
がどんなところで働いていて、どんな仕事をしているかなど、ふ
だん子どもたちが垣間見ることのできない体験ができたなら。ま
た、ヒルズに集まる世界でも先端的な取り組みをしているさま
ざまな企業のオフィスを訪問し、いろいろな仕事に触れることが
できたなら。そんな願いをかたちにする取り組みがはじまります。
未来を担う子どもたちをヒルズの街全体で育てていく── この夏、
さらに充実したキッズワークショップでお会いしましょう！

表 参道ヒルズは 6 / 30（ S AT ）- 7 / 16（ M ON ）開催

70
夏の六本木ヒルズには、子どもたちの成長を促す学びの機会がいっぱい！ 今号で紹介したキッズワークショップから自然とのふれあいまで、親子でぜひ探検してみてください
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Goings On About Town

HILLS FOCUS
IN

ART

POP, MUSIC
& STREET

1988 年、表参道をキャンバスに、

キース・ヘリングは描きはじめた

1980 年代のアメリカ美術を代表するアーティスト、キース・ヘリン
グの生誕 60 年を記念して、八ヶ岳にある中村キース・ヘリング美術
館が所蔵するオリジナルポスターやレコードジャケットなど約 70 点
が東京で初めて展示される。必見は、1988 年、ストリートパフォー
マンスが流行していた表参道の歩行者天国で、路上にチョークでドロ
ーイングするヘリングの姿を捉えた約 30 点の秘蔵写真。創作の現場
を捉えた世界初公開の貴重な写真を通して、ストリートに立ち続けた
アーティストの姿をぜひ目撃してほしい。
キース・ヘリング生誕 60 年記念 特別展
Pop, Music & Street キース・ヘリングが愛した街 表参道
●日時：８月９日（木）〜19 日（日）●時間：11：00 〜 21：00 ※ 8 月 12 日（日）
は 20：00 まで、最終日は 18：00 まで／入場は閉場 30 分前まで／会期中無
休 ●場所：表参道ヒルズ 本館 B3F スペース オー ●入場：無料 ●問：
03-3497-0310（総合インフォメーション）●詳：www.omotesandohills.com
All Keith Haring Artwork © Keith Haring Foundation
Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection

Art is for Everybody

アートはみんなのもの

キース・ヘリング（1958-1990）は、
社会的なプロジェクトも数多く手が
けた。エイズと診断された翌年（89
年）には、恵まれない子どもたちへ
の基金や HIV/ エイズ予防啓発運動
を継承していくための財団を設立。
90 年 31 歳で亡くなるまで、社会に
向けてメッセージを発し続けた。

INDE X

街はいつだって刺 激そのもの

ART

GOURMET

FASHION

BUSINESS

FESTIVAL

EVENT CALENDAR

表参道はポップアートの聖地

きらめきの夏をはじめよう

到来！ 六本木ヒルズの夏祭り

地方＆世界各地の美味めぐり

米国屈指の老舗金融機関の挑戦

ヒルズでできること、全部

表参道で披露したパフォーマンスの写真（世界初公開）1988
Photo by © Akira Kishida

こんにちは。ヒルボックルです。いよいよ夏到来！ ビアガーデンなど外で飲むのがうれしいこの季節、今回はわたくしのオススメをこっそり紹介しちゃいます。
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HILLS IN FOCUS

photo_Kazuya Aoki
styling_Kayo Yoshida
paper art_Ayame Kikuchi
text_Ayumi Kinoshita（POLYVALENT）
edit_RCKT/Rocket Company*

きらめく日差しに心おどる夏 。ジュエリーの輝きも素 敵だけれ

CLOSE UP

ど、いつものインテリアやファッションに きらめき をプラスし
て、日常に軽やかな華やぎを取り入れてみませんか。ふとした
ときに目に入る輝きに心満たされる、特別な夏が始まります。

FASHION

リュクスな きらめき を日常に
A

A

衣・食・住、ライフスタイル
すべてに贅沢なきらめきを

きらめくファッションで
ラグジュアリーを日常に

本 物 のリュクス。 それは見た目が 華 美なだけでな

毎日纏うものにこそ、きらめきを。 最新のファッショ

く、 心も満たすときめきを感じられるものに出会うこ

ンを発 信する表 参 道ヒルズには、リュクスなファッ

と。 六本木ヒルズからは、衣食住さまざまな角度から、

ションアイテムが充 実 。 メゾンの哲 学を投 影したク

心の贅沢を感じられるアイテムをキャッチ。夏の毎日

オリティと洗 練 の デザイン、きらめきを放 つモチー

にきらめきを添えるアイテムが、あなたのライフスタ

フ。 3つの要 素が融 合されたクラス感あるアイテム

イルをラグジュアリーにアップデートしてくれるはず。

で、 軽やかな夏の装いをラグジュアリーに一新！

NEWオープンするクリスチャン ルブタンで注目したいのは
レッドソールと白色のコントラストが鮮やかな六 本 木ヒル
ズ店限定パンプス。クリアヒールにメタリックな輝きが視線を集
めそう。
（H5.5cm ）¥105,000
（ 税込 ¥113,400 ）／クリスチャ
ン ルブタン
（クリスチャン ルブタン 03-6406-6000〈 六本木ヒル
ズ総合インフォメーション〉／六本木ヒルズ ウェストウォーク2F）

創業 160周年を迎えるブシュロンより、ストラップが簡単
に付替できる名作ウォッチ リフレ を彩る、路面店限定の
ストラップが登場。クリア素材にきらめくグリッターが、涼しげな
アクセントに。ウォッチ
（レザーストラップ付 ）¥1,320,000
（ 税込
¥1,425,600）
、限定ストラップ ¥13,000
（ 税込 ¥14,040)／ブ
シュロン
（ブシュロン 03-5410-0877／表参道ヒルズ 本館 1F）

A

エデンの園 からインスピレーションを得て、オランダ
の気鋭デザイナー、マルセル・ワンダースが生み出した
ジャルダン・エデン コレクション のキャンドルホルダー。 緻
密でモダンなデザインとキャンドルの揺らめく光が、いつもの空
間を幻想的に演出。 ¥58,800（ 税込 ¥63,504）／クリストフル
（クリストフル 03-6440-0036／六本木けやき坂通り 1F ）

ラグランスリーブを 模したカジュア ル な デ ザインなが
ら、 贅 沢な質 感のフェイクファーを採 用 。ブランドの頭
文字とコンパスモチーフを光り輝くビジューで表現したプルオー
バーは、シンプルでありながら優雅さを放つバルマンらしい 1着。
¥295,000（税込 ¥318,600）7月下旬発売予定／バルマン
（バ
ルマン 03-6432-9440／表参道ヒルズ 本館 1F）

風が吹きわたる海岸に爽やかな空気、水しぶき。ウッディ
なセージをベースにした ウッド セージ & シー ソルト コロ
ン は、そんな陽気で快活な香りを表現。きらめくボトルと心満
たす香りが、
日常に彩りを与えてくれます。
（100ml）¥16,000
（税
込 ¥17,280 ）／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）

グリッターがきらめくアクリルパネルにレオパード柄を施し
ゴージャスに仕上げたクラッチバッグ。チェーンは収納で
き、肩かけや手提げにアレンジも可能。コンパクトなサイズ感な
のでアクセサリー感覚で取り入れて、装いに華やぎを。（H13.5
× W17× D5cm）¥126,000（ 税込 ¥136,080）／ジミー チュ
ウ
（ジミー チュウ 03-5410-0841／表参道ヒルズ 本館 1F）

バカラのグラスコレクションから人気の高いリキュールグラ
スを集め、贅沢なコフレに。ブランドの美学が凝縮された
6種のグラスは、繊細なエッチングや金彩が施され、まるでアート
ピースのよう。自宅での食事を、心きらめくプレシャスな時間に
変えてくれます。¥150,000
（ 税込 ¥162,000）／バカラ
（バカラ
ショップ 六本木 03-5414-2905／六本木けやき坂通り 1F）

さりげなく輝きを纏いたいなら、 足元にきらめきを。 上品
なスエード素 材にクリスタルを配したサンダルは、 歩き
やすいチャンキーヒールと極 細ストラップの組み合わせで、 セ
ンシュアルな魅力を引き出します。（ H11cm ）¥123,000（ 税
込 ¥132,840）／ジュゼッペ ザノッティ
（ジュゼッペ ザノッティ
03-6432-9442／表参道ヒルズ 本館 1F）

B

C

D

Christian Louboutin

A

B

C

D

〈 @ ROPPONGI HILLS 〉

BOUCHERON

〈 @ OMOTESANDO HILLS 〉

B

C

D

B

C

D

CHRISTOFLE

JO MALONE LONDON

Baccarat Shop Roppongi

BALMAIN

JIMMY CHOO

GIUSEPPE ZANOTTI

人気のスパークリングのフリーフローを満喫したいならグランド ハイアット 東京のフレンチキッチンへ！ 緑豊かな落ち着いたテラスで素敵なひとときをどうぞ。

ちょっとだけ飲みたい。そんな夜に立ち飲みはいかが？ 新虎通りの「旅する酒スタンド」では、全国の銘酒や地酒を 30 種類以上ラインナップしているそうです。

PAGE

HILLS LIFE

2018

2018

HILLS LIFE

PAGE

016

no.91

JULY

JULY

no.91

017

text_Chihiro Kurimoto
map_Kenji Oguro
edit_RCKT/Rocket Company*

HILLS IN FOCUS

SUMMER STATION 2018

HILLS IN FOCUS

photo_Ayumu Muneno
edit_RCKT/Rocket Company*

IDEAL PLACE for LUNCH

テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り

SUMMER STATION

FESTIVAL

●日程：7月 14日
（ 土 ）〜 8月 2 6日
（日）
●時間：10：0 0〜 19：0 0 ※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、 テレビ朝日本社内、
その 他 周 辺 エリア ● 詳 細：w w w . t v asahi.co.jp/summerstation

毎年恒例のサマステ、今年の
テーマは「きらめく、夏のマジック ! 」

アーク森ビル 3Fに旬のレストランが集結
レモングラスの香り漂う
フリフリチキンが自慢

メトーーク! 」
「 徹 子の部 屋 」など人 気 番

伝説のバラエティ番組「裸の少年」が 9

ST A TION」は、テレビ朝日と六 本 木ヒ

組とのコラボブースなど、見逃せないコン

年ぶりに復活し、EXシアターでは特別公

ルズを中心に開催される夏の恒例イベン

テンツが目白押し。 7階 屋上テラス
「テレ

演「夏祭り ! 裸の少年」も。

ト。 毎 年 順 調に来 場 者 数を伸ばし、 昨

朝そらのアドベンチャー」エリアには、夏

カフェ＆ビアテラスやバラエティ食堂で

年は過去最高となる 585万人を動員した。

祭り恒 例 の 巨 大なドラえもんの バ ルー

は、番 組とタッグを組んだフードメニュー

5回目を迎える今 年のテーマは、「きら

ン、六本 木の上空を飛ぶジップラインな

も登場。特に 7月スタートの新ドラマとの

めく、夏のマジック! 」。 最 新 技 術のアト

ど、人気アトラクションがやってくる !

コラボは要チェックだ。さらに今年は、け

ラクションや、エンターテインメント体 験

た、六 本 木ヒルズアリーナではヒーロー

やき坂 や 若 葉 台といった新 エリアもパ

で、来場者に魔法をかける。テレビ朝日

ショーステージなど、番組連動イベントや

ワーアップ !

本 社では、昨 年も好 評だったドラえもん

日替わりライブを開 催し、お祭りをさらに

クターを迎え、老 若 男 女が幅 広く楽しめ

の ARアトラクション第二弾をはじめ、い

盛り上げる。 夏 祭りのオフィシャル 応 援

るコンテンツに。 夏 祭りを楽しむための

つもと違う自分を体験できる
「なりきりスタ

サポーターには、ジャニーズ Jr.の次世代

1DAYパスポート
「サマパス」を購入して、

ユニット HiHi Jets・東京 B少年が就任。

思う存分、夏の魔法をかけられに行こう!

2 0 1 4 年 にスタートした
「SUMMER

ジオ」
をコンセプトにした巨大モニター、
「ア

ドラえもんの世界に
入り込む A R 体験も
アトリウム 2 階では、ドラえも
んの A R アトラクションが パ
ワーアップして登場。 今年は、
ドラえもんの 誕 生日スペシャ
ルとコラボし、 7 千 年 前の南
太 平 洋に浮かぶ 謎 の パイプ
島をクジラと探検 !

最新テクノロジー
アトラクションが登場
テレ朝本社のけやき坂通り沿
いでは、 最 先 端 の デジタル
スポーツや、 全身スキャンで
作 成された分身が踊りだすア
トラクションが。 ANNA SUI
の展覧会も開催。

ま

夏祭りにぴったりの
ドラえもんが新登場
サマステの玄 関口ともいえる
「 6 6プラザ」。 今 年は、 はっ
ぴ 姿 のドラえもんを中 心に、
さまざまなひみつ 道 具を持っ
た、ほぼ等身大のドラえもん
たちがずらりと並ぶ。

大屋根プラザ
カフェ＆ビアテラス
人 気 番 組とのコラボメニュー
を展 開するほか 、 キリン「 一
番 搾り」ブース、キリンビバ
レッジ「 午 後 の 紅 茶 」×「リト
ル・フラッフィー・ ヘッド・カ
フェ」コラボブースも。

肉や野菜はもちろん、セットのパンまで道産素材を使
用。 道産牛のデミグラス赤ワインシチュー
（レギュラー
サイズ）のスープセット ¥800、カフェラテ ¥380（ 税
込 ）／北海道 スープスタンド
（ tel：03-6441-3801）

ユーリ!!! on ICE の
人気イベント
「ユーリ!!! on MUSEUM 」

希 少 部 位のリブロースを約２週
間 熟 成し、旨味をギュッと凝 縮 。
肉の甘味を味わうには、最初は
塩で召し上がれ。能登豚リブロー
ス 150g
（ごはん・海苔汁・漬物
付き）¥ 1 , 5 9 8（ 税 込 ）／ 金 沢
かつぞう
（tel：03-3560-4070）

噛むほどに広がる甘味と軽やかな
後口が魅力の熟成能登豚

昨年から大幅バージョン UP！ アッ
と驚く新たな展 示 物を加えた「 完 結
版 」。 夏 祭り期 間 中 、 毎日 1 0 : 0 0
〜 21:00（最終入場 20:30）。

ジャニーズ Jr. 公演
「夏祭り！裸の少年」
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・
シンエイ・ADK

SUMMER STATION

渋谷
六本木ヒルズ
森タワー

EX タワー 17F

EX シアター

六本木で魔法にかかる！

7月 20日
（金）〜 8月 2 6日
（日）
の間、ジャニーズ Jr.によるパ
フォーマンス「 夏 祭り！裸の少
年 」を開 催 。 夏 祭り応 援サ
ポーターの HiHi Jets・東京
B 少 年を中 心にワクワクドキ
ドキの 59公演。

スパイス＆野菜たっぷりの
カレーで元気をチャージ
豆カレーとスリランカチキンをメイ
ンに、野菜中心の副菜 5種を盛
り合わせたヘルシーな一皿。副
菜とカレーを混ぜて食べるのがス
リランカ式です。 ※写真はスリ
ランカカレー／ポンガラカレー

EX シアター六本木

※写真は過去の様子・イメージです。

大屋根プラザ

六本木
通り

テレビ朝日
けやき坂プレイス

六本木ヒルズ
アリーナ

GOURMET
地下道

66 プラザ

テレビ朝日本社

メトロハット

け
や
き
坂

毛利庭園

麻布十番

環状

3号

線

六本木六丁目
交差点

ノースタワー前
日比谷線
六本木駅

毛利庭園の水上で

2つの外飲みフェス
氷 で キンキン のビー ム ハ イ
ボールを楽しめる「 水 上 ハイ
ボールガーデン」と、 神泡
ザ・プレミアム・モ ル ツを提
供 する「 水 上 プレミアムビア
ガーデン」を開催。

サマステ・サテライト会場
若葉台キャラクターランド
テレビ朝日若葉台
メディアセンター

六本木ヒルズ
ノースタワー

テレビ朝日正面

全国各地のかき氷で涼を感じる

乃木坂

メトロハット

入口

夏の暑さを吹き飛ばしてく
れる、全国のかき氷の有
名 店が 大 集 結 。期 間 中
にお店が入れ替わるので、
何 度 訪れても楽しめます。
さらに、サマージャンボ宝
くじが当たるゲームも。

北海道の大地の恵みが詰まったスープに舌鼓

有名ブランドや人 気キャラ

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・
シンエイ・ADK

MAP

店 内のロースターで焼き上げた
チキンにソムタムともち米を添え
て。ガイヤーンセット ¥2,160
（税
込 ） ランチガイヤーンセット
（チ
キンはクォーターサイズ）¥1,296
（ 税 込 ）／タイ料 理 チャンロイ
kaaw
（tel：03-6426-5703）

この 春 のリニューアルで 海 鮮 丼 や 天 ぷらめしからヘ ル
シーなお惣菜まで、 今の食トレンドを網羅したラインナッ
プに生まれ変わりました。 ● 東 京 都 港 区 赤 坂 1 - 1 2 32 アーク森ビル 3F レストランフロア ●営業時間：11：
0 0～ 2 3：0 0（ L . O . 2 2：0 0 ）、 土日祝 1 1：0 0～ 2 2：0 0
（L.O.21：00 ） ※一部店舗は営業時間が異なります。

バス
ターミナル
出入口 1

若葉台駅

調布
京王相

模原線

東京の真ん中で楽しめる
地方＆世界各地の美味巡り
北 海 道 、 金 沢 、 タイ、 スリランカ
……ワンフロアに各地の美食が集う、旅
した気分になれる場所。それが、この春

判です。 エスニック好きにおすすめなの

リニューアルオープンしたアークヒルズ

が、タイ人シェフが腕をふるう
「タイ料理

アーク森ビル 3Fレストランフロアです。

チャンロイ kaaw」。 看板メニューのフリ

まず注目すべきは、 東京初出店となる

©2018 テレビ朝日・ ©2017 石森プロ・
東映 AG・東映
テレビ朝日・ADK・東映

アリーナステージで
ヒーローショー

人気キャラ大集合 !
若葉台キャラクターランド

子 供に大 人 気 の「 快 盗 戦 隊
ル パンレンジャーVS 警 察 戦
隊パトレンジャー」「仮面ライ
ダービルド」のヒーローショー
を 開 催 。 ショー の 後 はヒー
ローとの握手会も。

会 場 で はテレビ 朝 日のゴー
ちゃん 。 と、 サンリオキャラ
クターとのコラボ企画や、「ク
レヨンしんちゃんオラのぬりえ
ひろば」など、 親子で楽しめ
るアトラクションを展開。

注目の新規エリア

人気店「金沢まいもん寿司」が手がける

とあって、 新 鮮な魚 介の「 魚カツ」も評

います。 8月にはスリランカカレーをルー

に使用した四季折々のスープが味わえる

ツに持つ「ポンガラカレー」がオープンし、

めったにお目にかかれない石川県特産能
登 豚を使った「 金 沢かつぞう」。 石 川の

食べ応えとヘルシーを
両方叶えてくれるデリ
人気店「ディキシーダイナー」によるデリカテッ
セン。 好みの 野 菜を自分で詰めるサラダ付
きのランチBOXが好評。ランチBOX &サラダ
¥800～¥1,450（ 税込 ）／ DexeeDeli アー
クヒルズ店（ tel：03-5545-5069 ）

フリチキンがランチメニューにも登場して

地 方 の 名 店 。 北 海 道 産 の 食 材を贅 沢
「 北 海 道スープスタンド」に、 県 外では

Pick Up!

ますますバラエティ豊かに。
「今日のランチタイムはどこに行こう？」
楽しい悩みは尽きません。

©2011 tv asahi・SANRIO
©1976,2018 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S590794

アークヒルズのアーク・カラヤン広場では、YONA YONA BEER GARDEN を開催中。
「ARK Hills Ale 2018」はこのビアガーデンのために特別に醸造されたんですって！

アークヒルズサウスタワーの屋上庭園にはルーフトップラウンジが登場。緑と都心の夜景を楽しみながら BBQ を楽しめるなんて！ とっても大人な雰囲気です。
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ROPPONGI HILLS

未来への挑戦者たち

六本木ヒルズ
www.roppongihills.com
COMPANY PROFILE

FOOD & DRINK

ステート・ストリート銀行

~ 7.8

開催中

ENTERTAINMENT ACTIVITY
開催中

（SUN）

~ 7.13

開催中

（FRI）

FOOD & DRINK

~ 9.17

開催中

（MON）

~ 9.30
（SUN）

北川原温︽ミラノ国際博覧会 2015 日本館
木組インフィニティ︾2015年
ミラノ︵イタリア︶ 撮影 大野 繁

TYPE：金融

CULTURE

PLACE：虎ノ門ヒルズ森タワー

若林バートさん（在日代表兼東京支店長）
。2000 年ステー
ト・ストリート銀行東京支店入行。東京を皮切りに約 20
年にわたり各国で外国為替取引事業に従事。北京、香港、
ソウル、シンガポール、シドニー、台北、東京の営業チ
ームの統括も経験。保険、公的機関など多様な顧客を担当。

BUSINESS

「テクノロジーと
リサーチ力を通じて
為替取引の最適解を」

ブラックニッカ ジャーハイBAR
〜香りを仕込む、香りが広がる。〜

六本木ヒルズセール 2018 サマー

建築の日本展：
その遺伝子のもたらすもの

スパークリングテラス

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。ジャーで仕
込んで、ジャーで楽しむ、自由なスタイ
ルのハイボールを提供。フルーツやスパ
イスなどをブラックニッカに漬け込ん
だ、豊かな香りとウイスキーの味わいが
両立した、
甘くない「ジャーハイボール」
をご体験いただけます ●場所：ヒルズ
カフェ ●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、人気ショップ
約 60 店舗が最大 70% 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：03-6406-6000
●詳：www.roppongihills.com

いま、世界が注目する日本建築。古代か
らの伝統を礎にした独創的な発想と表現
とは？ 本展は縄文の住居から最新の現
代建築まで、100 のプロジェクトを、約
400 点におよぶ貴重な資料、模型などで
ご紹介します ●場所：森美術館 ●時間：
10：00 〜 22：00（火曜は 17：00 まで）
※最終入館は 30 分前まで ●料金：一
般 1,800 円ほか ●問：03-5777-8600 ●
詳：www.mori.art.museum

テラスでバーベキュー料理とスパークリ
ングワインなどのドリンクが楽しめる限
定プラン。グラス 1 杯付きやシャンパン
のフリーフロー 90 分付きなど、好みに
合わせてプランが選べます ●場所 : グラ
ンド ハイアット 東京 2F「フレンチキッ
チン」●時間：17：30 ／ 18：00 ／ 20：
00 ／ 20：30 ※ 2 時間制 ●料金：5,500
円〜（税サ別）●問：03-4333-8781 ●詳：
restaurants.tokyo.grand.hyatt.co.jp

ENTERTAINMENT ACTIVITY

CULTURE

ENTERTAIMENT ACTIVITY

ENTERTAIMENT ACTIVITY

7.7

7.13 ~ 9.2

第68回
「社会を明るくする運動」
青少年健全育成大会 in 六本木

海の地球ミュージアム 2018

（SAT）

（FRI）

7.14 ~ 8.26

（SUN）

（SAT）

（SUN）

7.14 ~ 8.26

（SAT）

（SUN）

イメージ

「社内コミュニケーションの鍵は『インクルージョ
ン』と『チーム』。すなわち多様な個性の協働です」

上：シンボルマークの帆船が来客を迎える。下：メインミーティングルーム。
「建設用のクレーンが
あちらこちらに林立する風景を見て『東京は元気』と感じるお客様が多いようです」と、若林代表

世界の機関投資家を対象に資産管理や

「為替を取り巻く環境は日々刻々と変

資産運用などのサービスを提供している

化し、取引へのアプローチや人気の通貨

ステート・ストリートグループ。昨年

は国ごとに異なります。資産を守る上で

「当行が誇るリサーチ力は、地元のア

225 周年を迎えた米国屈指の老舗金融機

どのような対策を講じるべきか。クエス

カデミアとの連携に拠るところも大きい。

関だ。日本では、ステート・ストリート

チョンの最初の相談先でありたい。当行

ローカル・リソースを活かした進化を、

銀行東京支店の他、複数の法人を構える。

の強みと私自身が各国で培った経験、そ

日本を含め世界各国で追求しています」

「東京支店では、年金基金、証券会社、

してお客様とのコミュニケーションを礎

若林さんは、今もディーリングルーム

投資顧問会社といった国内の機関投資家

にして最適解の提示に努めています」

マサチューセッツ工科大学（MIT）など、
多くの大学や学術機関が点在する。

で世界の為替マーケットと向き合う。

日本の機関投資家の近年の傾向につい

ています。Ｂ to Ｂビジネスなので行名

ては、ゼロ金利政策や少子高齢化にとも

歳。厳しい世界の中で、先を行くディー

をご存知ない方も多いのですが、間接的

なう生産年齢人口の減少を受け、海外に

ラーたちに追いつけ追い越せとやって来

に人々の暮らしにつながっている銀行で

目が向き始めていると言う。

られたのは、やはり仕事が興味深かった

す。ビジネスの強みは、最先端のテクノ

「例えば保険業界では、東南アジアの保

から。リーマンショックや Brexit など為

ロジーとファクト（データ）に基づくリ

険会社を買収する動きなどが見られます。

替相場が動く材料は日々変わり、天国も

サーチ。外国為替に関する様々な商品や

証券会社や投資顧問会社も先の成長を見

地獄も味わう。だから面白いし、飽きる

専門家の知見を提供しています」

据えて海外に活路を求めている。我々グ

ことがない。また、日本人とアメリカ人

若林バートさんは、東京のインターナ

ローバル・カストディアン（複数国の有

の血を引く私にとって、世界のフラット

ショナルスクールを卒業後、米国で経営

価証券の保管・管理業務を一括して行う

化、その先の金融のグローバル化を目の

管理の学位を取得。入行後、東京、トロ

金融機関）のノウハウやネットワークを

当たりにできるというのも感慨深い。進

ント、シドニー、香港で勤務。アジア太

活用していただきたいと考えています」

む技術革新の先にどんな未来があるのか。

平洋地域における電子外国為替取引事業
部のトップや同地域の営業統括も務めた。

ステート・ストリートの本拠地は、米
国ボストン。近郊にはハーバード大学や

人々の富や幸せをどう守るのか。金融の
果たす役割は大きいと思っています」

屋内編：六本木ヒルズクラブでは、8 月 11 日〜 13 日に恒例のサマースカイブッフェを開催。51 階からの景色を楽しみながらのお食事、クセになりそうです。

SUMMER STATION

Kids' Workshop 2018

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）

大人気のデジタル地球儀「触れる地球」
が展望台に登場！「海」に焦点をあて地
球のふしぎを楽しく学べます。黒潮の海
の豊かさや、深海プランクトン、ザトウ
クジラの迫力の映像を壮大な景色と共
に ●場所：六本木ヒルズ展望台 東京シ
ティビュー スカイギャラリー１ ●時間：
10：00 〜 22：00 ※最終入場 21：30 ●
入場：無料※要展望台入館料 ●問：036406-6652 ●詳：tcv.roppongihills.com/

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、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、お楽しみくださ
い ●場所：テレビ朝日・六本木ヒルズ ほ
か ●時間：10：00 〜19：00 ほか ●問：
0570-005-551 ●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
ヒルズ各所 ●時間：期間中随時開催 ●
詳：www.roppongihills.com

FOOD & DRINK

CULTURE

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTARTAINMENT ACTIVITY

7.14 ~ 8.31

（SAT）

（FRI）

グルメバーガーグランプリ 2018

7.17 ~ 9.30

（TUE）

（SUN）

7.21 ~ 8.5

﹁ 週 刊少年 ジャンプ 展 VOL
.3﹂公式ビジュアル

「私が金融界に入ったのは、遅めの 27

に向けた外国為替サービスを主に展開し

テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り

創刊 50 周年記念

週刊少年ジャンプ展 VOL.3

（SAT）

（SUN）

8.24 ~ 8.26
（FRI）

（SUN）

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」を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：03-64066000 ●詳：www.roppongihills.com

毎年恒例の盆踊りを今年も開催します。
浴衣に着替えて「六本人音頭」を踊りま
しょう！ 夏ならではの日本の文化を体
験してください ●場所：六本木ヒルズ
アリーナ ●時間：8/24（金）前夜祭・
縁日屋台 17：00 〜 21：00 ※盆踊りは
ありません。 8/25（土）
、26（日）縁日
屋 台 15：00 〜 21：00・ 盆 踊 り 17：00
〜 20：00 ●入場：無料 ●問：03-64066000 ●詳：www.roppongihills.com

─ 2000 年代〜、進化する最強雑誌の現 在─
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競い合う。
「レ
ギュラーメニュー部門」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/burger̲2018/

「週刊少年ジャンプ」の歴史を振り返る
展 覧 会 の VOL.3 で は『ONE PIECE』
『BLEACH』
『DE
『NARUTO ─ ナルト─』
ATH NOTE』など 2000 年代から現在連
載中の人気マンガが集結します！ ●場
所：森アーツセンターギャラリー ●時
間：10：00 〜 20：00（8/11 〜 8/19 は 9：
00 〜 21：00）※最終入館は 30 分前ま
で ●料金：一般 2,000 円ほか ●問：035777-8600 ●詳： shonenjump-ten.com

ヒルズには都心の夏を楽しむアイデアが、まだまだたくさんあるようす。みなさんも一緒に探してみませんか！ 夏が待ちきれないヒルボックルでした。
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OMOTESANDO HILLS / ARK HILLS / TORANOMON HILLS

PRESENT

表参道ヒルズ
www.omotesandohills.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY
開催中

FOOD & DRINK

~ 7.16

開催中

（MON）

~ 8.31
（FRI）

「HILLS LIFE DAILY」の
ページからお申し込みください。

CULTURE

https://hillslife.jp/magazine/

8.9 ~ 8.19

（THU）

応募期間

（SUN）

７月１日（日）
〜７月16日（月祝 ）

大人のかき氷

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、今季の
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！ ●
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

今シーズン大注目のかき氷。表参道ヒル
ズのレストラン＆カフェ 10 店舗では 大
人っぽい、ゴージャスな 各店自慢のか
き氷が登場します！ ディナータイムの
締めくくりにも、優雅なカフェタイムに
もピッタリです！ ぜひ大人のひんやり
スイーツタイムをお楽しみください ●
場所：表参道ヒルズ内対象店舗 ●時間：
店舗により異なる ●問：03-3497-0310
●詳：www.omotesandohills.com/

キース・ヘリング生誕 60 年記念 特別展

Pop, Music & Street

キース・ヘリングが愛した街 表参道
2018 年に生誕 60 年を迎える伝説のアー
ティスト、キース・ヘリング。彼が表参
道の路上にドローイングした秘蔵写真約
30 点を世界初公開！ 生前に制作された
オリジナルポスター 58 点、レコードカ
バー 13 点の展示やキース・ヘリンググッ
ズの販売も行います ●場所：表参道ヒ
ルズ 本館 B3F スペース オー ●時間：
11：00 〜 21：00 ※入場は閉場 30 分前
まで ●入場：無料 ●問：03-3497-0310

開催中

FOOD&DRINK

~8.19

7.1 ~ 8.31

（SUN）

（SUN）

（FRI）

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（土祝）〜 13（月）の
3 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。

INFORMATION

虎ノ門ヒルズ

ヒルズカード メールニュース
会員募集中！

www.toranomonhills.com

FOOD&DRINK

５組 10 名様 ご招待
「週刊少年ジャンプ」の創刊か
ら現在までの歩みを辿る展覧
会の第３弾。2000 年代のビッ
グタイトルや現在連載中のマ
ンガが集結。作家たちの熱量
が伝わる原画や作品世界を堪
能できる趣向を凝らした展示は必見です！

FOOD&DRINK

7.3 ~ 12 月

（TUE）

下旬

ヒルズカードメールニュー
ス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 〉

Toranomon Hills BBQ

カフェ＆バー BeBu
バリニーズパーティー

旅するマーケット
「旅するスタンド」

虎ノ門ヒルズカフェのテラス席で開催す
る夏季限定 BBQ が、昨年より期間を拡
大し登場します。オリジナルソースで味
付けした３種類の肉のコースはビールと
も相性抜群！ オーバル広場を前にした開
放的な空間で心地よい時間をお過ごしく
ださい ●場所：虎ノ門ヒルズカフェ ●
時間：15：00 〜 22：00 （土日 11：00 〜）
●料金：4,800 円（税抜）〜 ●問：036206-1407 ●詳：toranomonhills.com/

生春巻きやアヤムゴレン、BeBu らしい
ルンダンのミニバーガーまで、人気のバ
リ料理のパーティープランです。ビンタ
ンビールとともにお楽しみください ●
場所：アンダーズ 東京 1F ●時間：17：
00 〜 20：30（L.O.）/ 土 日 祝 〜 20：00
（L.O.）※ディナーのみ ※予約は 48 時
間前までに 2 名様から ●料金：5,500
円（税抜） ●問：03-6830-7739 ●詳：
andaztokyodining.com

「旅するスタンド」では、三重県北勢地域
（桑名市、鈴鹿市、菰野町）の旬の食材
や郷土料理、地酒に舌鼓を打ったり、作
り手の心を感じる器と料理の組み合わせ
にため息をついたり。一皿の料理の先に
街の新たな魅力が浮かびます ●場所：新
虎通り ●時間： 平日 11：30 〜 15：00、
17：30 〜 22：00（L.O.）/ 土 祝 11：30
〜 19：00（L.O.） ● 問：080-7968-8490
●詳：www.tabisuru-market.jp/

アークヒルズ

新たにヒルズにオープンします！

www.arkhills.com
FOOD&DRINK
開催中

~ 9.2

（SUN）

FOOD&DRINK
開催中

~ 9.30
（SUN）

六本木ヒルズ

7.13
（FRI）

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
1 日料金
全日：3,000 円／ 24h
24 時間以上の駐車は、
通常料金（300 円／ 30 分）が加算されます。
※ P3 は料金が異なります。

〈 表参道ヒルズ 〉
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

YONA YONA BEER GARDEN
in ARK Hills

ROOFTOP LOUNGE

よなよなエールなど人気のクラフトビー
ルがドラフトで楽しめるビアガーデン
に、今年もアークヒルズ限定の「ARK
Hills Ale 2018」が登場！ 夏の暑さを吹
き飛ばす爽やかなビールを満喫ください
●場所：アーク・カラヤン広場 ●時間：
平 日 11：30 〜 14：00、17：00 〜 22：
00（ 土 日 祝 は 11：00 〜 22：00） ※ 雨
天営業、荒天中止 ●問：03-5458-7575
●詳：www.arkhills.com/events/

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。都心にありながら開放的で緑や
風を感じられる豊かな空間です。バー
ベキューなど優雅な時間をお過ごしくだ
さい ●場所：アークヒルズ サウスタ
ワー 屋上庭園 スカイパーク ●時間：平
日 17：00 〜 23：00（土日祝日は異なる）
● 問：03-5549-1550、 予 約 専 用：0503188-7461 ●詳：arkhills.beergardens.jp

クリスチャン ルブタン

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 〉
エレガントなデザインで数多くのセレブ
リティを魅了する「クリスチャン ルブタ
ン」
。オープンを記念して、日本ではここ
でしか手に入らないメンズ、レディスの
限定シューズを販売します。細部まで美
意識が宿るクリスチャン ルブタンの新し
い世界をご体験ください ●場所：六本
木ヒルズ ウェストウォーク 2F ●時間：
11：00 〜 21：00 ●問：03-6406-6000（六
本木ヒルズ総合インフォメーション）

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。

﹁週刊少年ジャンプ展
VOL
.3﹂公式ビジュアル

All Keith Haring Artwork © Keith Haring Foundation
Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection.

OMOTESANDO HILLS
SALE 2018 SUMMER

創刊 50 周年記念 週刊少年ジャンプ展 VOL.3
─ 2000 年代〜、進化する最強雑誌の現在（いま）─
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くされた空 間 。

MIU SAKAMOTO
坂本美雨 音楽活動の傍ら、翻訳、
ナレーション、俳優など、ジャン
ルにとらわれないマルチな分野で
活躍。2015 年になまこちゃんを
出産。動物愛護活動をライフワー
クとする愛猫家でもある。

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM:

EPSON teamLab
Borderless

一

番

の

お

気に

入り
。

● 場 所： 東 京 都 江 東 区 青 海 1-3-8（ お 台 場
パレットタウン） ●時間：11：00 〜 19：00、
金・祝前日 11：00 〜 21：00、土 10：00 〜
21：00、日・祝 10：00 〜 19：00 ※最終入
館は閉館の 1 時間前 ※ 8 月 31 日（金）まで
は特別延長あり ※営業時間はシーズンによ
り異なる ●休館日：第 2・第 4 火曜日 ●料金：
3,200 円（※〜 7 月 31 日は 2,400 円）、子ど
も（4 歳〜中学生）1,000 円 ●詳細：http://
borderless.teamlab.art/jp ●アクセス：りん
かい線 東京テレポート駅から徒歩 5 分、新
交通ゆりかもめ 青海駅から徒歩 5 分

「お

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM:

EPSON teamLab
Borderless
森ビルとチームラボが仕 掛ける
デジタルアートミュージアムが誕 生
あの「チームラボ」の世界初公開作品を含む、約 50 点のデジタルアートを展示する「MORI
Building DIGITAL ART MUSEUM:EPSON teamLab Borderless」が、ついにオープン！
ひと足先に、坂本美雨さんと娘のなまこちゃん（愛称）に体験してもらいました。

アート・サイエンス・テクノロジー・クリエイティ

が、体験するのは初めて」と美雨さん。入口の真っ

絵かき水族 館 」は

の
ん
ゃ
こち
ま
、な

こされたまま眺めていたなまこちゃんも、
「お絵かき

ビティの境界を超えて活動する ウルトラテクノロ

暗な空間を抜けると、カラフルな世界が広がり、ド

水族館」では、ママから離れて大はしゃぎ。自分の

ジスト集団 「チームラボ」が、
森ビルとタッグを組み、

キドキの様子。通路の壁に、様々な色の花でかたど

描いた魚やカメが大画面の水族館で泳ぎだすと、夢

お台場に誕生させた「MORI Building DIGITAL ART

られたゾウが登場すると、
「わぁ」
と思わず声が漏れる。

中になって追いかけていた。
「生き物によって泳ぎ方

MUSEUM:EPSON teamLab Borderless」
。

ママの手をギュッと握ったなまこちゃんがおそるお

が違って面白いね」と話す美雨さんが描いたクラゲ

その名の通り Borderless をコンセプトにしており、

そるタッチすると、ゾウから花が飛び散った。

には、猫耳がついていて、さすが愛猫家！

館内の作品は絶え間なく移動しながら、他の作品と

最初の空間「Borderless World」には大きな岩に

アート、テクノロジー、遊び、学びを、 Borderless

交流・融合し、さらには人の存在によって形を変え

滝が降り注ぐ作品があり、さっそく登ってみる二人。

に体験できる、こちらのミュージアム。最初は緊張

本当に岩や人に滝が当たっているように水しぶきが

していたなまこちゃんも、アートに触れたり寝転がっ

る……そんな次世代型ミュージアムだ。
6 月 21 日のオープンを前に開催された内覧会に、
坂本美雨さんとなまこちゃん母娘をご招待し、実際

上がり、そこに立つ人も抱き込むようなアート作品

てみたり、お店やさんごっこをはじめてみたりと、

が完成した。次に訪れた「ランプの森」では、人に

自分なりに遊びかたを見つけていたのが印象的だっ

にこの Borderless な世界を体験してもらった。

反応して灯りがともるランプが鏡張りの空間に吊る

た。最新の IT 技術と、子どもの柔軟な発想を融合

「チームラボの作品はテレビで観たことがありました

され、
「きれーい」と歓声が上がった。ここでは抱っ

させると、未来はもっと面白いかもしれない。

約 10,000㎡もの圧倒的なスケールを誇る空間は、5 つの世界で構成さていれる。
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「ここに入居してから６年になりますが、引っ越し

タッフがあらゆる面から生活をサポートしてくれる

点も高く評価している。
「それに最近知ったのです

を考えたことはただの一度もありません。日本を離

し、バイリンガル対応の健康相談室もある。エント

が、六本木ヒルズは独自に電気もつくっているそう

れる日まで、ずっとこの部屋に住むつもりです」

ランスでは、ドアマンがいつも温かい笑顔で声をか

ですね。まさかそこまで、と驚きました」

満面の笑顔でそう話すのは、家族４人で六本木ヒ

けてくれたおかげで、一家は難なく日本での暮らし

六本木ヒルズレジデンスは今年築 15 年を迎える

ルズレジデンスＣ棟に住むメロディ・ナックレさん。

に馴染むことができたという。
「とにかく人がやさし

が、
「メンテナンスが行き届いていて、古びた印象

グローバル企業のセールス担当副社長であるメロ

くて感動しました。何かあった時の対応も迅速です

はかけらもありません」と、メロディさん。建物の

ディさんは、ご主人共々海外出張が多く、生活拠点

し、アナウンスも日英２カ国語で流れるので安心で

入口にペットの足洗い場も設置されており、２年半

もアメリカ、ドイツ、イタリア、日本と移してきたが、

す。来日当初、いくつもの物件を見て回ったのです

前に愛犬のオリバーを迎えてからは、今まで以上に

今ほど快適に暮らせたことはないという。

が、ここに決めて本当によかったと思います」

このレジデンスの快適さを実感している。
「家族全

とはいえ、来日に際してまったく不安がなかった

メロディさんが来日したのは東日本大震災発生の

員、日本が大好きですが、特に生後２カ月で来日し

わけではないと、メロディさんは明かす。立ちはだ

翌年で、都心には多くの空き物件があった。勤務先

た息子にとっては、ここが故郷という感覚なのでしょ

かったのは言葉の壁だ。欧米なら、たとえ現地の言

に近い渋谷や中目黒方面の物件も見て回り、最後に

う。アメリカに帰省中に、
『日本に帰りたい』と言い

葉が話せなくても、道路標識や商品のパッケージは

案内されたのが、この六本木ヒルズレジデンスＣ棟

出すほどなんですよ」と、苦笑する。

読むことができるが、日本ではそうはいかない。
「言

だった。
「周辺環境、建物のクオリティ、間取り、内

葉に関する不安は、今までで一番大きかったかもし

装……すべてがパーフェクトでした。買い物にも外

日本にいる間は、この国の文化にも親しんでほしい
と、メロディさんは考える。今後は親子揃って六本

子どもたちはアメリカンスクールに通っているが、

れません」
。職場環境も生活習慣もがらりと変わる

食にも便利な街中にあるとは思えないほど静かです

日本での生活に適応できるかどうか心配していたそ

し、緑も豊か。そして何より安全です。家族が安全

木ヒルズで行われるイベントなどにも参加し、日本

うだが、蓋を開けてみたら「拍子抜けするほど、な

に、安心して暮らせる環境は何ものにも代えられま

の思い出を増やしていくつもりだ。
「今は、最近行わ

んの問題もありませんでした」と、振り返る。六本

せん」
。万全のセキュリティ体制に加え、建物自体

れた田植えイベントに興味津々。来年は是非参加し

木ヒルズレジデンスでは、英語が堪能なフロントス

が耐震・耐火性に優れ、防災備蓄倉庫を備えている

たいと思っています」

左：六本木ヒルズの屋上庭園で開催される田植えイベントは今年で 16 回目。日
本の伝統的な稲作文化を体験できると人気。右：いつも笑顔のフロントスタッフ。
眼下に緑が広がり、四季折々の景色を楽しめる。桜の時期が特に美しく、家族揃って心待ちにしているという。

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

30 六 本 木ヒルズレジデンス

ROPPONGI HILLS
RESIDENCE
六 本 木ヒルズレジデンス

家族の笑顔と成長を見守る、安 心で快 適な住 環 境

所在地 : 東京都港区六本木
６ 丁目 12 -1 〜 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 ] ／サ
ービス：24 時間フロントサービス（バイリン
ガル対応）、ドアマン & ポーターサービス、健
康相談室、室内設備メンテナンス（一部有料）
、
ハウスキーピング（有料）／備考：トランクル
ーム・駐車場あり（空き状況により利用可、有
料）
、ペット可（飼育できるペットに制限あり）
、
棟内の「六本木ヒルズスパ」を利用可、ビュー
ラウンジ、ゲストルームあり（有料）

上：けやき坂を見下ろす子ども部屋。壁際のオープンラックにお気に入りのおもちゃがズラリと並ぶ。
下：大型収納を備えた開放的なキッチン。すっきり片付いた調理台で、親子でゲームを楽しむことも。

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

生まれた国が全員違うという国際
的なご一家。2 年半前に日本生ま
れの愛犬が家族に加わったことで、
日本への愛着がさらに深まった。
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・洋食・グリル

HALE 海 's

アークヒルズ仙石山森タワー店
ハレカイズ

日本の食材を再発見する ひと皿

Food T hinkers

和食からイタリアンまで
自由度が高いメニューが充実

和食をベースにイタリアンやフレンチの技法で食材を駆使する宮島シェフ。そのシグネ
チャーディッシュは、酸味や辛みを重ね合わせた創業以来の人気メニュー。
photo_Takahiro Imashimizu

ハワイのファインダイニングを思わせる
店内はとても開放的。「ロイズ」出身
の宮島シェフは、ジャンルにこだわらず
美 味しいもの を追 求している。 刺
身からステーキまで、素材の良さを生か
したアイデアあふれる料理が評判。
東京都港区六本木 1-9-10
アークヒルズ仙石山森タワー B1F
平日 11:30 〜 14:30（L.O.14:00）
17:30 〜 23:00（L.O.22:00）
土 17:30 〜 23:00（L.O.22:00）
定休日：日 座席数：42
tel：03-3560-8012

❼

edit & text_Jun Okamoto

風味を重ねて刺身をもっと美味しく
今回の食材 ①

真鯛

北海道から九州まで水揚げされる
真鯛。 主な産地は瀬戸内海、日
本海、房総などで、この日は銚子
産の大ぶりのものが築地から。

生うにを乗せた
銚子産マダイの刺身
七味と梅風味の
塩ポン酢ソース
HALE海 'sのオリジナルで、創業以来のシグネチャーメニュー。 魚の扱
いに優れた宮島シェフがひいた繊細な刺身に、爽やかなハーブや梅肉、
鰹節、様々な香りを振りまく七味などで多層的な風味を加えることでより
立体的な料理に。上に乗せたうにもソースのひとつととらえている。まっ
たりと濃厚なうにの旨味がすべての要素を上手にまとめてくれる。季節に
よって使う魚の種類は変わるが、白身で柔らかい身の魚を使うのが定番。

今回の食材 ②

うに
上 質と言われる北 海 道 産のうに。
一般的な旬は初夏から夏と言われ
ている。仕入れによって産地は変わ
るが、この日は北海道・礼文島産。

RE

CO

M M E N DAT I O

N

白身の 魚によく合うバラン
スのいい 酸とすっきりキレ
がいい味わいのチリのワイ
ン。 飲み心地もとてもいい。
エラスリス エステイト ソー
ヴィニョン・ブラン。 ボトル
4,200円。

今回の食材 ③

紀州
梅干し
紀州産の大ぶりの梅は皮が薄く、種が小さく身
が厚い。その梅を使った梅干し。酸味が柔らか
く、塩気も程よく梅の爽やかな香りがいい。

和食出身の繊細な手当で魚を生かし
アイデアを加えて冒険的なひと皿に
今回の料 理人

宮島シェフの経歴はなかなかにユニーク。 実家の
鮨屋で魚に囲まれて育ち、父の背中を見て魚の扱い

Takanobu Miyajima

を覚え、大人になると和食の料理人を志した。 転機

HALE 海 's オーナーシェフ

マグチ氏率いる
「ロイズ」に入店したことから。 東京

宮島孝信さん

和食の料理人としてスタートし、都内の店を渡り歩い
て武者修行を決行。27歳でハワイのトップレストラン
「ロイズ」
に腕を見込まれて引き抜かれ、わずか１年
というスピードで広尾店の店長に抜擢された。33歳
で西麻布に
「HALE海's」
をオープンするとたちまち人
気店に。６年前に２店舗目となるこの店を開店。

が訪れたのはハワイのトップシェフのひとり、ロイ・ヤ

会を持てて引き出しが増えました」と宮島シェフ。こ
こで料理人としてひとまわり大きく育ち、「HALE海's」
をオープン。たちまち人気店に押し上げた。 刺身から
ステーキ、パスタなどジャンルにとらわれない HALE
海 'sでは、多くの国産食材を使うが、とくに魚へのこ

にできた
「ロイズ」では、フレンチ、イタリアン、そし

だわりは強い。 鮮度抜群の日本の魚介と独創的な味

てハワイアンのシェフが入り乱れ、 異種格闘技並み

のアプローチは他では味わえない世界観がある。 梅

のキッチンを経験した。「すぐ隣でイタリアンやフレン

干しや鰹節、七味など、日本でおなじみの調味料を

チのシェフが料理を作っているので間近でみることが

使っていてもどこか異国風のニュアンスが漂い、それ

できましたし、何より使ったことのない食材に触れる機

こそが宮島シェフの料理の魅力となっている。
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服部さんが薦める
「この夏の３冊」
左）斎藤惇夫・作／薮内正幸・画『グリック
の冒険』飼いリスのグリックが、北の森でい
きいきと暮らす野生リスの話を聞き、燃える
ような憧れを抱いてカゴから脱走、一路北の
森をめざす旅物語 中）村上春樹『中国行き
のスロウ・ボート』表題作を含む７篇を収め
た初の短編集 右）芥川龍之介『地獄変』絵
を描くことに心を奪われた 絵師 と、それを
あざ笑う 大殿様 の、奇妙で恐ろしい逸話を
描いた芥川の歴史小説の代表作

22
お話を伺いました ──

服部文祥 さん
サバイバル登山家
サバイバ ル 登 山 家。1969 年 横 浜 生ま
れ。94 年東京都立 大卒。96 年世界第
２位の高峰 K2（8,611m）登 頂。99 年
から「 サバイバ ル 登 山 」 を開 始。 著 書
に『サバイバル登山』
『狩猟サバイバル』
ほか多数。『ツンドラ・サバイバル』で
第５回梅 棹忠夫 山と探検文学賞受賞。
初めて書 いた小 説『息子と狩 猟に』が
今年の三島由紀夫賞候補になる。

本物って何だろう？

SUMMER CHALLENGE
世界第２位の高峰 K2 に登頂。国内でも剱岳八ッ峰北面や黒部別山東面などの冬期初登攀
に成功してきた登山家、服部文祥。彼の名を広く知らしめるきっかけになったのが、
「サバイ
バル登山」を自称するその山登りのスタイルだ。長期山行にもかかわらず、装備や食料を極
力持ち込もうとしない。そんな服部の自然との向き合い方の根底にあるものとは──？
photo_Bunsho Hattori

── 服部さんは、食料も燃料もライトも時計も持た

その後、大学生になって「本物」を体験したくて

ず、それこそ野生動物のようにひとりで奥深い山の

登山の世界に入り、いまにいたるまで山に登り続け

タイルであれば二重三重の意味で、より深く、より濃
く、より長く、山と関わることができるんです。

中に分け入る「サバイバル登山」を続けています。そ

ています。レクリエーションで楽しむハイキングとは

「本物」という意味では、あるがままの自然環境に

うした登山スタイルの、根っこにあるものとは？

違う、山の中で自分に何ができるのかを示そうとす

入り込み、そこにある物を食べて生きるわけですから

服部文祥（以下Ｈ）中学生の頃から「本物って何だろ

る表現行為としての登山、クライミングです。

本来的です。サバイバル登山を始めるまで、自分が

う？」って考え続けているんです。ふつうの家庭に生

── なぜ登山を選んだのですか？

食べている物が命なんだということを強く意識するこ

まれ育って、食べるものに困ることもなく、寒さにふ

Ｈ

登山を通して向き合う自然は、誰に対しても平

とはありませんでした。自分で捕え、自分で殺してい

るえることもなく育ってきた。それはそれでありがた

等だからです。原始的な環境では寒くて暑くて不潔

なかったからです。でも、サバイバル登山での食べ

かったけれど、一方でそうした環境はほかの人によっ

で、痒くて臭くて苦しくて、いつも空腹。大きなミス

物は、食料品店に並んでいるものではなく、自然界

て用意されたにすぎず、自分が自分の力で手にいれ

はつねに死に直結していて、泣いて頼んでも、お金

から取ってくる自分以 外の命であり、自分の肉体と

たものではないという居心地の悪さがありました。こ

を払っても吹雪はやまないし、とりついた岩壁に助

技術と知識で得たものです。

れは本物ではなくてニセモノだと、中学生ながらに

けのハシゴは下りて来ない。自分の力で何とかする

できるだけ文明の力を借りずに、文明の保護を受

ずっと感じていたんです。

ほかない。でもそれこそが、私にとっては最高の平

けずに、生命体として自分が持っている力だけで山

── 服部さんが考える「本物」とは？

等であり、最高の自由でした。雪を掻き分け、墜落

に登るため、直接的に環境に関われるという意味で、

Ｈ

の恐怖に耐えながら岩壁にへばりつき、凍えながら

自然や野生動物と対等に、フェアに付き合えている
という感覚もあります。

生きているトカゲは本物で、玩具のトカゲはニ

セモノ、というのは誰にでもわかるでしょう。だから

夜を過ごす。誰の庇護も受けず大自然の中に自分が

といって自然が作ったものは本物で、人間が作った

点景として入り込めたと感じたとき、自分も地球の生

とはいえそんな小難しい説明をしなくても、子ども

ものはニセモノだとも言えない。芸術や文学や建築

命体としてあるがままに生きていることを実感できる

の時にみんなが憧れる、獲物をとって、焚火をおこ

などには人間が作るものだけれど「本物」を感じる。

からです。

し、野宿を繰り返しながら荒野を旅するわけですか

── それだけでも過酷ですが、さらに厳しいサバイ

ら、おもしろくないはずがありません。

つまり、自分にとって大切なのは、
「本物」か「ニセ

モノ」かを腑分けすることではなく、
「本物を体験し

バル登山に挑戦するようになったのはなぜですか？

── そんな服部さんに、この夏、若い人たちに読ん

ている」と実感することなんです。

Ｈ

でほしい３冊の本を推薦してもらったのですが、どの

日本の山をもっともっと自分の力で登りたいと

思ったからです。サバイバル登山とはライトや時計な

Ｈ

料は米と調味料だけで、長期間、山を旅する試みで

ンを薦めた方がわかりやすいのですが、あえて別な

す。登山道がない山域を旅するため水流の近くを辿っ
て、山を登り下りしながら旅は続きます。
最低限の装備と食料しか持たず身軽なため、山で

古今東西の冒険や探検を伝えるノンフィクショ

視点から、若い人たちが「本物」について考えるきっ

かけになってくれそうな本を選んでみました。
『グリッ
クの冒険』は「本物」を探す旅へとみんなの背中を

自由に活動できます。その分、その場で食料を調達

押してくれるでしょう。
『中国行きのスロウ・ボート』は、

しなくてはならないので、よく周りを観察し、自然に

評価が定まる前の村上春樹さんが初めて著した短編

対する知識や獲物を獲る技術を高めなくてはならな

集で、独自の世界がまさに生まれようとしている萌芽

い。食料や燃料を現地調達するので、理屈では永遠

を感じとってもらえるはず。
『地獄変』はそのものズ

に山旅を続けることができる。サバイバル登山のス
自給自足の山旅は身軽な分、知識と技術と能力が試される

タイトルも意外な作品で驚きました。

どの電気製品を持たず、テントやコンロも持たず、食

バリ、
「本物とは何か？」が隠しテーマになっています。
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６つのヒルズ
HILLS
AREA
三土たつおさんの
WALKING 「水のない水辺」をあるく
GUIDE 〈23〉
今回のルート

TATSUO MITSUCHI
1976 年 東 京 生 ま れ。
都市鑑賞者、プログラ
マー。東京を自転車で
走るうちに川のない谷
としての暗渠に目覚め
る。「@nifty： デ イ リ
ーポータルＺ」に街歩きの記事を数多
く執筆。編著に『街角図鑑』、
共著に『は
じめての暗渠散歩：水のない水辺をあ
るく』
『凸凹を楽しむ 東京「スリバチ」
地形散歩』など多数。

荒川や隅田川、多摩川といった大きな川に挟まれた東京の都心部

には数えるほどの川しか流れていないように見えますが、かつては
たくさんの小 川や用 水 路や掘 割が網の目のように張り巡らされて
いました。その痕跡を、都市鑑賞者の三土たつおさんと歩きます。

D
笄川の路上園芸

A

暗渠には人の生活が溢れ出ていることが
よくあります。それはかつての川の流れが、
車通りの少ない、生活に密着した路地とな
ることが多いためです。笄川の中流域にあ
たるここでは、もはや交通標識が植物に埋
もれてしまっています。路上にはみ出した
園芸を見ると、人々のそこでの生活の様子
が伝わってくるようで嬉しくなります。

表参道ヒルズ近くの渋谷川
表参道ヒルズに行ったら、原宿方
面への景色をよく見てください。
表参道の坂が下っていき、キデイ
ランドのあたりでまた登り始める
のが分かると思います。実はそこ
が、かつて流れていた渋谷川の谷
底です。表参道の人波が遠くまで
よく見通せるのは、ここがこんな
ふうに渋谷川の谷の断面になって
いるためなのです。

YOYOGI Station

E
薬 研坂

HARaJUKU
StatiOn

ARK HILLS

tORANOMOn HILLS

OMOtESANDo HILLS
AtaGO
GREEN
HILLS
B
根津美術館の池

ROPPoNGI HILLS

SHIBUYA StatiOn

都心とは思えない、緑と水の豊か
な景色。あまりにも美しい場所で
す。根津美術館の庭園の池は、笄
川（こうがいがわ）の源流の１つで
す。水の流れは、西麻布、広尾を
通り、渋谷川の天現寺橋付近に注
いでいました。池を見ると、いまで
も水がこんこんと湧いてるのが分
かります。都心にかろうじて残って
いる貴重な湧き水の一つです。

青山通りで信号待ちをしていると、
まるで渓谷の淵に立って底を覗き
込んでいるように感じます。短い
距離に、深い谷。薬を擦りおろす
のに使われていた薬研（やげん）
というすり鉢のようなものに見え
るというところから、薬研坂と名
づけられています。かつて流れて
いた太刀洗川（たちあらいがわ）
が作ったみごとな谷地形です。

昔はそこらじゅう川だらけ

tOKYo RIVER MAP

MOtOAZaBU HILLS

EBISU StatiOn

tAMaCHI
StatiOn

＊根津美術館への入館には入館料がかかります
（設備整備のため 7/9（月）〜 8/31（金）まで休館）

C

MEGURO StatiOn

F

いもり川 の 細道

さくら坂 の崖

六本木通りの南、東四丁目という交差点
の近くに奇妙な道があります。あまり人
が通らなさそうな狭い道。壁は崖のよう
に切り立っています。渋谷川の支流の一
つ、いもり川の暗渠です。まるで谷底に
いるような、薄暗くじめっとした空気。メ
インストリートとは明らかに違うこの雰囲
気が、暗渠の魅力の一つだと思っています。

高さのあるみごとな崖も、暗渠のみどこ
ろの一つです。六本木ヒルズのさくら坂
をほぼ下り終わったところにあるこの崖
は、上が六本木高校のグラウンドになっ
ています。ここにはかつて玄碩坂（げん
せきざか）と呼ばれた坂があり、川の流
れや金魚の池も見られましたが、開発に
よってその姿は大きく変わりました。

渋谷川＝紫／暗渠（川跡）＝青／高地＝濃い色／低地＝薄い色

表参道ヒルズから愛宕グリーンヒルズま

そりして、まるで異界のよう。この街にこ

ルズ、虎ノ門ヒルズ、愛宕グリーンヒルズ

で、森ビルの６つのヒルズを地図に書い

んな場所があったんだ、と驚くような秘密

からの流れは、赤坂川や桜川を通じて渋谷

たとき、それらを結ぶ隠された共通点があ

の場所です。しかもそこは、ふだんの大通

川に通じていました。暗渠は、鉄道とも大

ることに気がつきました。それは暗渠です。

りから一本裏に入っただけの道だったりも

通りとも違う街のもう一つのレイヤーです。

暗渠とはかつての川の水面を隠したもので、

するのです。表参道ヒルズ、六本木ヒルズ、

実際に歩くことで、ふだん見られない街の

いまでは道になっていることが多く、訪れて

元麻布ヒルズからの流れは、かつて渋谷

一面を感じたり、そこに隠された記憶に触

みると不思議な雰囲気があります。道の片

川に注いでいました。表参道ヒルズの坂は、

れることができます。ぜひ６つのヒルズを

側は崖のように切りたち、妙に薄暗く、ひっ

渋谷川が作った谷そのものです。アークヒ

つなぐ街の秘密を体験してみてください。
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