TONY CHI

ヒルズで体験するとニーズ・デザイン
デザインのヒントは日常にあり ?
旅の思い出、進行中のプロジェクト、そして
創作のインスピレーション。発想の過程が伝
わるチー氏の華麗なインスタグラム。本人の
アカウント @ tonychi ̲of ficial､ スタジオは
@tonychistudio。

アンダーズ 東京

1989 年に仕事で 初めて日本を訪れて以 来、

（虎ノ門ヒルズ／ 2014 年 ）
2005 年、1991 年 にソビエト 連 邦 から独 立を
果たしたエストニアが 国立博 物 館をソ連 支配 下
時代の軍用施設跡地に建設するための設計競技
を開 催。田根はダン・ドレル、リナ・ゴットメと
ともに〈メモリーフィールド 〉と題した提 案を行

数え切れないほど日本に通い続けてきたトニー・

TORANOMON

The Sophistication
of Consideration
トニー・チーの 視点
ステーキハウス オークドア

（グランドハイアット東 京 ／ 2003 年 ）
2005 年、1991 年 にソビエト 連 邦 から独 立を
果たしたエストニアが 国立博 物 館をソ連 支配 下
時代の軍用施設跡地に建設するための設計競技
を開 催。田根はダン・ドレル、リナ・ゴットメと
ともに〈メモリーフィールド 〉と題した提 案を行

や世界とのつながりにおいて調 和する美 意 識

ト、これは自宅部分。そしてセミプライベート。

を何よりも念頭に置いたという。

タワー内には住 人専用のクラブハウスがあり、

チー。アラン・デュカスを始めとするスターシェ

幼少時からマンハッタ育ちのチー氏。だだっ

ライブラリやリビングも備えていて他の人達と

フのレストランやラグジュアリー・ホテルのイン

広いアメリカの住宅とは対照的な、一定の広さ

交流しても良し、一人でいても良し。そして最

テリアを世界中で手がけてきた彼は、国内では

の中に充足感を見出す日本の美 徳を､ 特に追

後はパブリックで、これが一階のバーですね」。

「アンダーズ 東京」や「オーク・ドア」
（グラン

求した。そんな中でもキッチンはあえて目に入

自宅に気軽に招く感覚で、仕事帰りに仲間と一

ド ハイアット 東京）などを設計している。虎

るようにしたそうだ。そうすることで訪問客に

杯傾けながら談笑できる。家の延長としての公

ノ門ヒルズ レジデンシャルタワーを手がけるに

自分の
「素顔」を示すことができるという。ちょ

共空間だ。
「住宅の一階でバーが実現できるの

うど本棚を見ればその人の頭の中身が伝わって

も日本ならでは。これが N Y だと、住民から騒

くるのと同じですね、と笑う。

音や風紀の乱れを懸念する声がただちに上がり

あたっては、グラマラス・リビング、つまり「豊
かなライフスタイル」を日本の文脈の中で目指

「自宅に大勢の人を頻繁に招くという習慣は

ます。ですが、日本には行 儀良くスマートにお

日本には根付きづらいかもしれません。でも…」

酒とつきあえる文化素地がありますね。これも

何も高価な宝石を指すわけではありません。人

と続ける。
「アメリカで友 人宅に遊びに行った

他者への気配りに根ざすものなのです」。

間のもっとも豊かな特性とは、きめ細やかな気

時のことです。その家には本格的なバーカウン

このタワーは内 側から外 へと向かうデザイ

配りです。そして日本人ほど、この

ターがあり、友人のお父さんが後ろでマティー

ン、と語る。たしかに外界から家の奥へといわ

したと語ってくれた。
「豊かさという言葉は誤解を招きがちですが、

気 配り

インテリアデザイナーのトニー・チーは、2021 年にオープンする虎ノ門ヒルズ レジ

に長けている人々はいません」とチー氏。気配

ニを作っては皆に振る舞ってくれました。自宅

ば逃れていくような一般的な西洋の集合住宅と

デンシャルタワーで初めて住宅のインテリアを一棟担当します。東京に一体どんな楽

りとは、言いかえれば人の人とを円滑に結ぶ日

にバーとは何て素敵なんだ！

と感激しました

は、まるで異なる発想だ。これもすべて、イン

本独自の「心の距離調整」だ。また、建物に足

ね」。この思い出が、レジデンシャルタワーの

スタグラムにも伺えるチー氏のセンスがあってこ

一階にバーを作るという発想に結びつく。キャ

そ。
「外からの視点」が見きわめた日本の特性

しい仕掛けを提供してくれるのか、彼のインスタに、そのヒントがありました。
photo（Instagram）_Tony Chi
text_ Mika Yoshida & David G. Imber
edit_ Kazumi Yamamoto

を踏み入れた時に感じる
「自分の場所らしさ」も、
何よりの豊かさと語る。今回のデザインに際し、

パシティはおよそ 30 人ほど。
「レジデンシャル

西洋的なこれみよがしの華美さではなく、他者

タワーには３つの側面があります。プライベー

をデザインに活かし、街へと開かれたタワーが
誕生していくのである。

PROFILE

トニー・チー デザイナー。台北出身、NY 育ち。tonychi 創立者兼代表取締役。1984
年の設立以来、ホテルやレストラン等のプランニングやインテリアデザイン等を手がける。
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M A S T E R P I EC E S O F

「日本ではいつも期 待を
はるか に 上 回 る成 果 が
得られます。高い技術レ
ベルはもちろん、人々が
心を込めて真摯に仕事す
る社会だからですね」と
ニッコリ。

COMMUNICATION

RESIDENCE

世界中の観客と対話できるステージ

都心のど真ん中での豊かな暮らし

（仮称）虎ノ門ヒルズ ステーションタワー
ビジネス発信拠点

虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー
2021 年竣工予定

2023 年７月竣工予定

TRANSPORTATION

交通の結節点となり世界中から多様な人が集まる

BUSINESS

（仮称）虎ノ門ヒルズ ステーションタワー
駅前広場

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
インキュベーションセンター「ARCH」

2023 年７月竣工予定

オフィスの垣根を取り払って生まれるイノベーション

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
虎ノ門横丁

GREEN

緑の中で木漏れ日やここちよい風を感じる

低層部

CULTURE

食やアートなどあたらしいカルチャーが生まれる場

（仮称）虎ノ門ヒルズ ステーションタワー
2023 年７月竣工予定

虎ノ門の街が今、大きく変わろうとしています。2014
年に開業した「虎ノ門ヒルズ森タワー」を皮切りに、今

働く、住む、学ぶ、遊ぶ、出会う、憩う。
そのすべてがここ「虎ノ門ヒルズ」にある。

年６月には「虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー」が開業。さ

センター」というコンセプトがいよいよ実現します。
森ビルが目指す「グローバルビジネスセンター」とは、

ホテルが備わり、これは「六本木ヒルズ」に匹敵する壮

ノベーションが生まれ、外国資本からも注目される街づ

大な規模になります。環状 2 号線など道路整備と一体

くりが推進されます。さらには、ここで働き、暮らす人
が快適で豊かな生き方を実現できるよう、緑豊かな環

世界を飛び回るグローバルプレーヤーたちが住み、働

化して計画が進められたため、羽田空港や臨海地区と

き、訪れたくなる磁力を持った都市であり、生活のす

一直線につながり、東京メトロ銀 座線・虎ノ門駅、さ

境や文化・情報発 信面での充実も図られます。ビジネ

2023 年には「
（仮称）虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」

べての側面において豊かな環境を実現できる都市のこ

らに日比谷線に新しく開業した虎ノ門ヒルズ駅とも地下

ス面だけでなく、ライフスタイルにとっても真に魅力あ

らに 2021 年に「虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー」が、
が完成する予定です。森タワー竣工からわずか９年とい

と。ここ虎ノ門の約 7.5 ヘクタールもの広大な敷地に

で直結するなど、交通アクセスも抜群。また周辺でも

る都市づくりを都心部で実現することに大きな意義が

う異例のスピードで、４棟の超高層タワーを中心とした

は、延床面積約 30 万㎡（東京ドーム約 6.5 個分）の

複数の再開発が進む中、今後ますますグローバル企業

あります。働き、暮らし、遊び、学び、集い、憩う。そ

画期的なひとつの「街」が生まれ、
「グローバルビジネス

オフィスと約 800 戸のレジデンス、さらに商業施設や

がこの虎ノ門エリアに集まり、互いに交流することでイ

のすべてがこの「虎ノ門ヒルズ」に集約されます。

虎ノ門は霞が関の官庁街に隣接し、また、銀 座や丸の内、六本木にもほど近い、まさに東京の中心に位
置している。その恵まれた立地に加え、虎ノ門ヒルズと地下通路で直結する「虎ノ門ヒルズ駅」
（東京メ
トロ日比谷線）や、
「ビジネスタワー」に設置されたバスターミナルにより、都内各方面や臨海部へのアク
セスはますます良好に。バスターミナルには、都心と臨海地域を結ぶ東京 BRT も発着予定。さらに、
「森
タワー」の地下を貫通する環状第２号線が全線開通すれば羽田空港へのアクセスも各段にスムーズになる。
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インテリアデザイナー／ワンダーウォール代表。
武 蔵 野 美 術 大学空間演出デザイン学 科 教 授。
代表作に UNIQLO グローバル旗艦店（NY、パ
リ他）
、INTERSECT BY LEXUS など。

2021 年竣 工予定の「レジデンシャル
D
タワー」 は、 グローバ ルに開かれた
都市ならではのモダンな暮らしとサスティナ
ビリティを追求している。43 〜 54 階には
「ス
カイスイート」と呼ばれる 59 戸が設けられ、
眼下に東京の街を見下ろす眺望の素晴らしさ
は、他の追随を許さない。□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「スカイスイート」内のマスターベッド
D
ルーム。インテリアデザインは「アン
ダーズ東京」を手がけたトニー・チーが担当。
無駄な装飾を省き、洗練された美しさが引き
立つシンプルかつモダンな雰囲気に仕上がっ
ている。自然を敬い、共存する日本の住まい
の歴史にも配慮し、光の取り入れ方や空間の
つながりなど細部にも工夫がなされている。

ビジネスの中心である都心のタワーレ
D
ジデンスであるからこそ、居住空間は
温かみのあるホスピタリティーを重視してい
る。24 時間対応のフロントや、グリーター
（ス
カイスイート専用）はバイリンガル対応のス
タッフを配置。ドアマン、ヴァレー＆ポータ
ーサービスなど、高級ホテル並みのきめ細や
かなサービスとセキュリティを享受できる。

レジデンシャルタワーの
インテリアデザイン担当

ビジネスタワー「CIC」の
創業者兼 CEO

トニー・チー

ティム・ロウ

インテリアデザイナー／トニー・チー＆
アソシエイツ創立者兼代表取締役。台
北出身、N Y 育ち。1984 年以来、ホ
テルやレストラン等のプランニングやイ
ンテリアデザイン等を手がける。

米国マサチューセッツ州ケンブリッジを拠点とする、世界
最大のスタートアップ専用シェアオフィススペース
「CIC
（ケ
ンブリッジ・イノベーション・センター）の創業者兼 CEO。

レジデンシャルタワーでは世界や
他者とのつながりにおいて調和する
美意識を何よりも念頭に置きました
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MORI TOWER

TORANOMON HILLS

虎ノ門ヒルズ 森タワー
（ 2014 年６月 11 日開業）

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

住宅

空港・臨海部と一直線、
抜群のアクセスの良さ。
スカイ･ロビー 7F

都心の真ん中に位置する「虎ノ門ヒル
虎ノ門ヒルズ駅

ズ」は、何といってもその立地の良さ
バス･ターミナル
虎ノ門ヒルズ駅

虎ノ門駅

が際立っています。グローバルビジネ
スセンターとしての機能にふさわしい充
歩行者通路(2F）

実した交通網が整備されつつあります。
歩行者通路(地下）
まず 2020 年６月６日には東京メトロ・

虎ノ門ヒルズ 虎ノ門ヒルズ 虎ノ門ヒルズ
虎ノ門ヒルズ
日比谷線で約
50 年ぶりの新駅となる
ビジネスタワー
森タワー
ステーションタワー
森タワー
（仮称）
「虎ノ門ヒルズ駅」が開業しました。既

存の銀座線「虎ノ門駅」とも地下通路

54 Floors, 220m

以上にスピーディーな移動が可能とな

TRANSPORT

カイ･ロビー 7F

（ 2020 年６月 11 日開業）

54 Floors, 220m
52 Floors, 247m
36 Floors, 185m

ヒルズも徒歩圏内。毎日どこかのヒル

ジデンシャルタワー」は地 上 54 階 建

ズで行われる多彩なイベントに参加し

て、220m の超高層タワーは住宅棟と

たり、アートや文化に日常的に触れたり。

降の開発が見込まれる有明・豊洲地区
ホテル

で展開する CIC
（ケンブリッジ・イノベ
ホテル

しては日本一の高さを誇り、約 550 戸

東京の真ん中に、これほどまでに洗練

オフィス

どがある国際 展示場、オリンピック以
商業

ン特 化 型シェアオフィス事業を世界中
商業

と一直線に結ばれることで、グローバ
文化･交流･教育施設

ーション・センター）も入居、
文化･交流･教育施設 スタートアッ

を供給します。大型タイプの住居が多

されたスケールの大きいレジデンスを提

ルなビジネス展開における利便性の高
交通機関

プ支援の強力な拠点となります。他に
交通機関

数用意され、都心とは思えないほどの

駐車場、他
さを裏付けます。
「虎ノ門ヒルズ」は圧

供できるのは、
これまで「六本木ヒルズ」

も５階から 36
階までのオフィスフロア
駐車場、他

広々としたスケール感です。また、中・

をはじめとするレジデンスづくりを通じ

倒的なアクセスの良さで、東京の新た

には Facebook や日鉄ソリューションズ、

バス･ターミナル

虎ノ門駅

歩行者通路(2F）
な玄関口となります。
歩行者通路(地下）

BUSINESS

虎ノ門ヒルズ虎ノ門ヒルズ
レジデンシャルタワー
ビジネスタワー

大企業から起業家まで、
ビジネス交流と発信の場。

み出し、豊かな生き方や自由なアイデア

さらに羽田空港と往復する空港リムジ

で未来を切り拓いていく人や企業にとっ
「ビジネスタワー」の４階には、インキュ

足させる魅力的な街を創造することで、新しい都市生活のあり方を提案します。
A

評価を得てきた森ビルならでは。住まう
人の人生を上質で豊かなものにする仕

応えます。インテリアデザインは「グラ

掛けがそこかしこにある、それが「虎ノ

ンド ハイアット 東京」などでおなじみ

門ヒルズ」なのです。

に向けて情報を発 信する一大拠点とし

の世界的デザイナー、トニー・チーが

て機能していきます。革新的な発想で

手がけ、モダンで都会的な豊かさに満

新しいことにチャレンジするコミュニティ

ちています。また 24 時間対応のフロン

を受け入れ、サポートし、活性化させる。

トデスクなど、セキュリティや利便性に

そんな街が虎ノ門に出現します。

ついても充実したサービスが用意されて

D

TORANOMON HILLS

TORANOMON HILLS

STATION TOWER

RESIDENTIAL TOWER

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

HOTEL LIFE

上質な日常と豊かな人生を
サポートする住環境。

25m プール、ジム、エステを完備。ま
た様々な用途に使えるパーティラウンジ
や朝食から夕食まで楽しめる居住者専

た。森タワーの「オーバル広場」は屋
外の芝生のスペースで、ここではヨガの

店舗集まりました。路地をイメージした

上部は、今後世界から注目されるビジ

フロアに各店舗が一律に軒を並べ、お

ネス発 信拠点となるでしょう。45 階、

た「虎ノ門ヒルズ」前の新虎通りにはス

客様が店から店へと気軽にホッピング

46 階、49 階 に はギャラリー や ホー

ポーツジム「KITAERU」やサイクルツー

できるような設計になっています。近頃

ル、フォーラム、屋上ガーデンを併設

る予定です。ビジネスライフスタイルに

リズム＆カフェ「TREX」があり、忙しい

人気の「横丁めぐり」をオフィスやレジ

したイベントスペース、レストランなど、

対応した宿泊機能やラウンジなどの付

スケジュールの合間を見つけてフィット

デンスの足元で味わえるスポットとして

規 模 の 異 なるスペースが 設けられま

帯機能も充実させ、滞在の目的やシー

ネスに取り組むことができます。この通

話題を呼んでいます。

す。ここは、従来あったビジネス向け

ンに応じて、より広い選択 肢をもって

りでは日本各地の逸品を集めたマルシェ

その 他、ビジネスシーンに欠かせない

カンファレンスやイベントホールの枠

ステイ先を選んでいただけます。

が開催されるなど、楽しいイベントも目

手土産をヒルズ的観点で厳選・編集し

組みを超え、あらゆるタイプのシンポ

白押し。身体を動かし、緑に癒され、心

たフロアや、選りすぐりのレストラン、高

ジウムや展示会、ショー、パーティー

ンタワー」には、低層部に利便性・デ
ザイン性を兼ね備えたホテルが開業す

霞ヶ関

身を健やかに保つ機会がたくさんあるの
です。
「虎ノ門ヒルズ」は働く人のみなら

る「虎ノ門ヒルズ」ですが、
晴海「働くこと」
浜松町
虎ノ門ヒルズ
にフォーカスするだけではなく
豊洲 、より充

用のダイニングも設けられます。低層部

門ヒルズ」には上質な施設が整ってい

1,000㎡のフロアにはレストランや店舗

ます。
「森タワー」
内の
「アンダーズ 東京」

ニークな舞台となります。もちろんカ

ず、近隣の住民をはじめ様々な人が訪

の食を満足させるラインアップ。また「ス

ルチャー面においても、ファッション

れ、憩い、安らげる場を提供しています。

テーションタワー」にもこれまで虎ノ門

ショーやエキシビション、イベントな

虎ノ門ヒルズ
虎ノ門ヒルズ
幅広いグレードの食をチョイスできるよ
ステーションタワー
ビジネスタワー

（仮称）

うになっています。ビジネス接待や非日
常のガストロノミー、
気軽なランチや日々
デッキ

くりを目指しています。そのための方針

に招かれたような温かい雰囲気をあわ

に 59 店舗が誕生し、手土産に重宝な

今年６月に開業した「ビジネスタワー」は、

ン。東京海上 HD やセブン＆アイ HD な

面開通すれば、羽田空港までの所要時

ど、大企業の新規事業部門が会員とし

間はわずか 15 分
（予定）
「虎ノ門ヒルズ」
。

「虎ノ門ヒルズ」が目指す グローバル

て入居し、様々なスクールやイベントの

ビジネスセンター は、単なる金融 街

を拠点に世界中を飛び回るグローバル

機会を通じて異業種同士が交流するこ

ではありません。創造的に生きることを

「ステーションタワー」内の商業空間と

せ持ち、自由に、また暮らすように滞

通り抜けるだけで豊かな自然に触れるこ

ショップや、エリア初の物販フロア、様々

プレーヤーにとって、また海外からやっ

とで、大企業の出島を起点とした新たな

求めるグローバルプレーヤーが活躍す

もつながり、毎日の買い物や外食にも

在できるホテルとして世界からすでに高

とができます。建物を高層化することで

なタイプの会食に対応できるレストラン

い評価を得ています。客室やレストラン

足元に大きな広場が生まれ、都心には

が集結しました。中でも注目なのが３階

てくるビジネスマンにとって、これまで

イノベーションが促されるという、日本

る街であり、そのためには豊かな居住

と「ビジネスタワー」
、そして将来的には

大変便利です。六本木ヒルズやアーク

ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ リ スト ／ WiL 共
同 創 業 者 兼 C E O。 シ リコ ン バ レ ー 在
住。2017 年、 愛 宕グリーンヒ ルズ 内 に
「IgnitionLabMIRAI」を創設。新規事業創
出のために最適なファシリティを提供する。

「ARCH」では常に新しいことが起こり、
ビジネスの未来が広がり、海外の資本も
吸収する。そんな国際的な街づくりを
先導する場なのです

ビジネスタワー＆レジデンシャルタワーの
外観デザイン担当

建 築 家。1998 年 に O M A へ 入 社。2006 年、O M A
N Y の ディレ クター に 就 任。08 年 から O M A N Y の
OMA パートナー／ニューヨーク事務所代表として活躍。

TOK YO BRT

TORANOMON HILLS
東京 BRT 虎ノ門ヒルズ

伊佐山 元

「ビジネスタワー」４階には 森ビルと
ボストン 発 の イノベーション 特 化 型
「CIC」が世界で展開するイノベーショ
B
B
C
ベンチャー投資、事業創出支援を行う
シェアオフィス事業を展開する「C I C
ン促進プログラム「ベンチャーカフェ」
。
「WiL」
が共同で企画・運営するインキュベーショ
（Cambridge Innovation Center）」も、
「ビ
その主力イベント「Thursday Gathering」は
ンセンター「AR CH」がオープン。片山正通設
ジネスタワー」15・16 階に入居予定だ。北米、 毎週木曜日に開催され、イノベーションを牽引
計の空間はワークスペースやスクールルーム以
欧州、豪州など海外に 15 拠点を持ち、今回
する起業家やアイデアマンたちが集い、交流
外にカフェラウンジなども備え、サロンのよう
日本に初上陸となる。ターゲットの７割はス
している。東京では「虎ノ門ヒルズ」を会場に
な雰囲気だ。大企業の新規事業部門が会員で、 タートアップ企業で、イノベーション領域に
2018 年にスタート。セミナーや有識者による
相互交流により新たなビジネスが創出される。
特化したサポートを行っている。
メンタリングなど多彩なコンテンツが魅力だ。

を楽しめます。

デッキ 環
状

二号

線／

新虎

トになります。今後ますます海外から
の耳目を集めるために、あえて東京の
真ん中に位置する虎ノ門から発信する
こと。これまでにないスピードとステ
ージをもって様々なコミュニティが生

新虎通りまれ、互いに交流する刺 激 的な場を
CORE 提供すること。その重要性を「虎ノ門

虎ノ門ヒルズ
PRESENTATION
レジデンシャルタワー

ヒルズ」は担っています。超高層タワ

超高層タワーの最上部は
ビジネス・文化・情報の発信拠点

気や新しいことが生まれる熱い気運が、

通り

ーの 最 上 階から放 射される人々の 活
東京を、日本を元気にします。

56 年ぶりの新駅となる虎ノ門ヒルズ駅は「ステーションタワー」の地下と直結。そこ
3日比谷線では
、立 面 図
から地下通路で他のタワーにもアクセスでき、また銀座線虎ノ門駅までつながっている。また、道路

重松象平

ステーションタワーが街に多くの
公共空間をつくりだし、アクティビティによっ
場所どうしがつながることで虎ノ門エリアに
新たなアイデンティティが生まれる

地下１階から地上３階の商業フロアなど

森タワー

どが行われる文化のメルティングポッ

駅直結の利便性と、ストレスフリーな移動

ステーションタワーの
外観デザイン担当

ビジネスタワー「ARCH」
運営パートナー WiL 代表

デッキ

の食生活にも役立つ、充実した食体験
虎ノ門ヒルズ駅
虎ノ門ヒルズ

有明
品川
の一つが、ウェルネスの充実です。４
線
岸
湾
棟の高層タワーはデッキでつながり、そ
速
高
都
首
羽田空港
れを彩るように豊かな植栽が設けられ、

は、ラグジュアリーながら個人の邸宅

森ビル関連 PJ
東
エリアにあまりなかったショップが多数
京メトロ
虎ノ門駅
銀座線

入る予定で、虎ノ門ヒルズ全体を通じて、

１階に設置されます。環状２号線が全

が入り、またデッキを通じて「森タワー」

を画期的な形で 世界に発 信できるユ

仕事からプライベートまで様々なシーン

日常から非日常まで、
多様な食のシーンに対応。

BRT運行
実したライフスタイルを実現させる街づ
予定区間

のにするホテルに関しても、この「虎ノ

ト「福島屋」も入り、
2 ̲ 級スーパーマーケッ
建物の配置
図

GOURMET

新橋
ビジネスの拠点として最大の注目を集め
六本木

ーリストのステイを快適で魅力的なも

タワー」 は 地 上 49 階 建 て。 そ の 最

イベントが定期的に行われています。ま

東京

海外からのビジネスマンを惹きつけ、ツ

2023 年に竣 工予定の「ステーション

展開をしてこなかった東京の名店が 26

方で、
2023 年に竣工予定の
「ステーショ

身体を動かし、緑に触れる。
訪れる人が憩う街づくり

目的とシーンに応じて
選べるホテルライフ。

の「虎ノ門横丁」です。これまで多店舗

眺 望の素晴らしさは息をのむほど。一

WELLNESS

（ 2021 年１月竣工予定）

います。会員専用の「ヒルズスパ」には

LIVING

珍しい緑あふれる環境を整備できまし

階に集まり、東京の街並みを見下ろす

1̲交通地図

虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー

（ 2023 年７月竣工予定）

・バーなどほとんどの施 設が 47〜 52

東京
日比 メトロ
谷線

ベーションセンター「AR CH」がオープ

整備と一体化し、緑化に注力し、ビジネスからカルチャー、ウェルネスまでも充

「虎ノ門横丁」では、そこに行かないと
体験することのできない個性や特色を持っている店、
また他にはない「真実の味」を提供している店を選びました

日
比
谷
都営 通り
三田
線

て魅力ある街であり続けます。たとえば

変します。４棟の超高層タワーが建つだけではなく、道路や交通網などインフラ

て真のラグジュアリーを追求し、高い

虎ノ門ヒルズ
ビジネス企業が多数集まり、そして世界
レジデンシ
ャルタワー

スやディズニーなども含め、グローバル

ジデンシャルタワー」と「ステーションタワー」が建設され、虎ノ門エリアは一

「ビジネスタワー」３階に出現した「虎
B
ノ門横丁」。
「エレゾハウス」や「鳥茂」
など人 気の 名 店の 新 業 態 をはしご できる。
本店ではコースのみの店もここでは１品から
注文が可能。各店の席の予約は一括検索可
能なほか、予約不可の店は L I N E で順番 待
ちができるので、行列せずに入店できる。店
のセレクトはマッキー牧元が監修。

「味の手帖」編集顧問／タベアルキスト。立ち食いそばから各国
料理、スイーツまで国内外で年間 500 食以上を外食。食の情
報を発信するほか、飲食店のメニュー開発などにも携わる。

愛宕
下通
り

ーでスムーズなアクセスが約束されます。

ることで、より幅広い住まいのニーズに

マッキー牧元

地下
歩行
者通
路
国
︵桜道１号
田通 線
り︶

と超えて、新たなビジネスチャンスを生

タワーにすでに入居しているノバルティ

ービスアパートメント約 160 戸も完備す

すでに開業している「森タワー」
「ビジネスタワー」に加え、2023 年までに「レ

「森タワー」内「アンダーズ 東京」の
C
メインダイニング「ザ タヴァン グリル
& ラウンジ」。熟 成肉のグリルのほか、クラ
シカルなメニューに斬新なアレンジをほどこ
した料 理が 味わえる。51 階からの眺 望はま
さにスペクタクル。ウィークエンドブランチ
やアフタヌーンティーの利用もおすすめ。□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ビジネスタワー「虎ノ門横丁」の店舗監修者

線
号
二
状
環

イレクトにつながるので、ストレスフリ

日立ハイテクといった大企業が入居。森

長期滞在者のためのホテルライクなサ

アイデアによって、人を助けることはもちろん、
社会は根本的に変えられることを
CIC での活動を通して体験してほしい

日比
谷線

「虎ノ門ヒルズ」は、国境や領域を軽々

輸送システム）の発着バスターミナルも

空間も必要です。2021年竣工予定の
「レ

ます。同様にボストン発のイノベーショ

23 年には「ステーションタワー」とダ

に東京都が進めている BRT（バス高速

住宅

ります。またコンベンションセンターな
オフィス

でつながり、
「ビジネスタワー」
、さらに

ンバスや、臨海地域と都心を結ぶため

ならではの意欲的な取り組みが行われ

愛 宕 下 通りと桜 田 通りに 新 虎 通りが
A
交 錯 する一 帯に４つのタワーを建 設
（うち２棟は竣工済み）。それぞれのタワーの
２階部分を歩行者用デッキでつなげることで、
信号や車の往来に邪魔されることなく、スム
ーズに移動できるようになる。デッキの周辺
には植 栽が 進み、このあたり一帯が都 心に
は珍しい緑豊かな散策路となるだろう。

未来の都市像を見据えた
街づくりを虎ノ門から。

TORANOMON HILLS

BUSINESS TOWER

52 Floors, 247m49 Floors, 265m
36 Floors, 185m

「愛宕グリーンヒルズ」などとグリーンベ
C
ルトでつながり、自然と親しめる「虎ノ
門ヒルズ」
。森タワーの「オーバル広場」は芝
生の屋外空間で、これまで春や秋の日曜日の
朝と月曜日の夜に定期的にヨガ・イベントが行
われ、大人気を博している。自然に憩い、人
が集まり、心身を健やかに保つ。そんな人間ら
しい豊かな環境を提供するのもヒルズの大き

ビジネスの中心である都心のタワーレ
C
ジデンスであるからこそ、居住空間は
温かみのあるホスピタリティーを重視してい
る。24 時間対応のフロントや、グリーター
（ス
カイスイート専用）はバイリンガル対応のス
タッフを配置。ドアマン、ヴァレー＆ポータ
ーサービスなど、高級ホテル並みのきめ細や
かなサービスとセキュリティを享受できる。

な役割だ。

「ARCH」では、あらゆる所で
コミュニケーションが生まれるよう考えました。
これは、実は日本建築における「空」や「間」の
概念から着想したものでもあるのです

3 、立 面 図

m

ー

2̲建物の配置図

1̲交通地図

TOK YO METRO
HIBIYA SUBWAY LINE

TORANOMON HILLS
STATION
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅
（ 2020 年６月６日開業）

TORANOMON HILLS PROJECT

クリストフ・インゲンホーフェン

をまたぐように歩行者用デッキが設けられることで、タワー間の行き来もよりスムーズに快適になる。

49 Floors, 265m

52 Floors, 247m

36 Floors, 185m

54 Floors, 220m

建築家／インゲンホーフェン・アーキテクツ代表。1985 年にデュッセルドルフに
事務所を創設以来、サステイナブルな建築を追及してきた、この分野のパイオニア。

緑が少ない東京の都心では特に緑化は重要です。
ビジネスタワーでは全敷地の 67％の緑化が実現しました

GLOBAL BUSINESS CENTER

住宅
オフィス
商業
ホテル

スカイ･ロビー 7F

文化･交流･教育施設
交通機関
虎ノ門ヒルズ駅

バス･ターミナル

虎ノ門駅

駐車場、他

歩行者通路(2F）
歩行者通路(地下）

（仮称）虎ノ門ヒルズ

ステーションタワー

虎ノ門ヒルズ
森タワー

虎ノ門ヒルズ
ビジネスタワー

虎ノ門ヒルズ
レジデンシャルタワー

2023 年開業予定の「ステーションタ
A
ワー」最上階に計画されているビジネ
ス発 信拠点。
「虎ノ門ヒルズ」をグローバル
ビジネスセンターとして形成する計画の要と
なる施 設だ。タワーの 外 観デザインは建 築
設 計事 務所「O M A」のパートナーである重
松象平が代表のレム・コールハースと共同で
担う。□□□□□□□□□□□□□□□□

