
1 

 

 

 

 

 
     
 
虎ノ門ヒルズでは、読書の秋に最適なブックイベント『OUR PARKS “TORANOMON BOOK PARADISE”』を、10月 

28 日（土）・29 日（日）に、初開催いたします。全国各地より新書や古書の人気店や、出版社、読書グッズを販売するお

店など約 20 店舗が集結します。そのほか、本にまつわるワークショップやトークショーなど、本好きにはたまらないコンテンツが

盛り沢山の、都内でも珍しいブックイベントです。 
 

また、新虎通りで開催中の「旅する新虎マーケット」に秋から出展予定の新潟県弥彦村の名物「弥彦菊まつり」にちな

んだ特別な菊展示を 10 月 26 日（木）～11 月 4 日（土）の期間に実施、また食用菊を使った限定メニューを展開す

るほか、虎ノ門ヒルズの公式キャラクター“トラのもん”グッズに新しく T シャツが仲間入り。 

虎ノ門ヒルズではバラエティ豊かなイベントを通し、さまざまな“芸術の秋”の楽しみ方を提案いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

食用菊を使った限定メニュー 

 

1． 【初開催】 本好きのための夢のマーケット「OUR PARKS “TORANOMON BOOK PARADISE”」 
 開催期間： 10月 28日（土） ～ 29日（日） 

 
2． 全国随一の菊花展示「弥彦菊まつり」が虎ノ門ヒルズに登場＆食用菊を使った限定メニューを展開 

 開催期間： 10月 26日（木） ～ 11月 4日（土） ※限定メニューは～11月 6日（月）まで 
 
3． トラのもんグッズに新商品が仲間入り！ 

  販売開始日： 10月 13日（金）  T シャツが仲間入り 

 
 

 

＜秋イベント実施概要＞ 

 

2017年 10月 5日 報道関係各位 

 
全国から多様な本の出品者が集結！一箱古本市やワークショップなど 

本好きのための夢のマーケット「TORANOMON BOOK PARADISE」初開催！ 
～食用菊を使った限定メニューや、“トラのもん”T シャツも新登場～  

＜虎ノ門ヒルズで芸術の秋を満喫！＞ 
 

OUR PARKS “TORANOMON BOOK PARADISE” 

◇本リリースに関するお問合せ先◇ 

森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 （虎ノ門ヒルズ PR） 株式会社プラップジャパン 
PR担当： 山﨑、渡邉、山村                           担当： 中野、天下谷、須藤 
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483                 TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9127 

 

弥彦菊まつり展示 

“トラのもん”新グッズ 

ⓒ藤子プロ 
ⓒ森ビル 
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虎ノ門ヒルズを舞台に、本好きの、本好きによる、本好きのための夢のマーケットを開催します。新刊書店から古書店、

人気の出版社や読書のためのグッズを扱うショップまで、幅広いジャンルのブースが一堂に会します。移動する本屋「移

動書店車」や、本好きが段ボール一箱分の古本を持ち寄る「一箱古本市」など、全国各地から特別ゲストが集い、

多彩なラインナップでお祭りを盛り上げます。また、大人だけでなく子どもも楽しめる、印刷や紙などにまつわるワークショ

ップブースも登場。カルチャー溢れる読書の秋にぴったりなブックイベントです。 
 

 開催日時： 2017年 10月 28日（土）・29日（日）  

11：00～17：00 

 開催場所： 虎ノ門ヒルズ 2F アトリウム、オーバル広場ほか 

 入 場 料： 無料 

 企 画： BAGN Inc. / NUMABOOKS 

 主 催： 森ビル株式会社 

 ウェブサイト： Facebook ページ 

 www.facebook.com/toranomonbookparadise 

 

 

 
 
 
 
 

 開催コンテンツ： 
 

- 新刊や古書や出版社など多彩なラインナップのショップが出展 

地方から招いた特別ゲストや、ニューオープンの書店、人気の書店や出版社、イベント常連の書店から、読書

のためのグッズを扱うショップまで、多彩なラインナップが集結。普段なかなか出会うことができない作品に出会え

るチャンスも。 
 

- 古本好きが集める「一箱古本市」 

 素人の本好きがダンボール一箱分の古本を持ち寄る、全国的に人気のマーケット「一箱古本市」を開催。全国

各地から集まった生粋の本好きが集います。 

 

- オーバル広場に「移動書店車」が登場 

「移動書店車」が、全国各地からはるばる虎ノ門ヒルズに集結。「移動書店車」が一堂に会する、いまだかつて

ない貴重な機会です。 
   

- ウェブマガジンの編集者たちが集うユニークなトークショーを開催 

本にまつわる様々なテーマでトークセッションを行います。編集者やライターのリアルな声を間近に聞くことができ

ます。 
 

- 本にまつわる様々なワークショップを開催 

 印刷や紙など、本にまつわるワークショップを開催します。大人はもちろん、お子様も一緒にご体験いただけま

す。 
 
 コーディネーター： 

 

内沼 晋太郎（1980年生まれ） 

numabooks代表。ブック・コーディネーター、クリエイティブ・ディレクター。 

一橋大学商学部商学科卒。某国際見本市主催会社に入社し、2 ヶ月で退社。

往来堂書店（東京・千駄木）に勤務する傍ら、2003年 book pick orchestraを設立。

2006年末まで代表を務めたのち、numabooks を設立。  

本好きのための夢のマーケット 『OUR PARKS “TORANOMON BOOK PARADISE”』 初開催！ 

 
【OUR PARKS とは】 

魅力的なネイバーフッドには、人が集まれるオープンな場所がありま

す。「わたしたちの場所をみんなでつくろう」というコンセプトで始まった

“OUR PARKS”は、虎ノ門ヒルズの広場を中心に行われるイベントシ

リーズです。 
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 出店者情報（一例）： 

伽鹿舎 

九州発、スタッフ全員が本業を別に持つ非営利の文藝出版社。九州を『本の島』にしたいという

思いから、発行書籍の販売は九州の書店を基盤に販売。会場では、九州限定発売の本も出

張販売予定。 

 

BOOK AND PRINTS 

2010 年 4月、国内外の写真集を専門に取り扱う書店として浜松市中区神明町にオープン。書

籍販売だけではなく、写真家・映画監督でもあるオーナーの若木信吾が親交のある著名な方を

招いたトークイベントや展示などに精力的に開催中。 

 

CATALOG&BOOKs 

アメリカのヒッピー運動に端を発し、1960年代のカウンター・カルチャーを代表する雑誌『WEC（ホー

ルアースカタログ）』と関連書籍を扱う世界で唯一無二の専門店。『WEC』は、当時の若者をはじ

め日本の出版業界にも多大な影響を与え、今や「伝説の雑誌」といわれる存在になっています。

かつて『WEC』編集部がサンフランシスコで運営していた『ホールアーストラックストア』をモデルにし、

2015 年に東京・文京区にオープン。 

 

twelvebooks 

2010 年に東京を拠点に設立されたアートフォトブック専門のディストリビューター。ヨーロッパを中心

に海外出版社の国内総合代理店として書籍の流通やプロモーションに加え、関連作家の展覧会

企画や来日イベントなど数多くのプロジェクトを手掛ける。日本芸術写真協会及び「The Tokyo 

Art Book Fair」のコミッティーメンバーを務める。 

 

WORLDLIBRARY 

絵本を通じて、世界と出会い、世界を知るきっかけをつくり、世界中の良質な絵本を子どもたちに

とどける新しい取り組み。各国の大使館・作家・翻訳家など多くの方が、「WORLDLIBRARY」とと

もに、日本と世界各地を繋ぐ架け橋となっている。 

 

 

 

 

 

 
 

新虎通りで展開中の「旅する新虎マーケット」に、秋の章で出展する新潟県弥彦村で毎年 11 月に開催している「弥

彦菊まつり」にあわせ、虎ノ門ヒルズでも菊花の展示を行います。越後一宮彌彦神社境内で開催される「弥彦菊まつ

り」は、全国随一の規模を誇る菊花大展覧会です。今回、「弥彦菊まつり」の菊作り愛好家が一年間丹精込めて育

てた名作が虎ノ門ヒルズで展示されます。美しい菊の花々が虎ノ門ヒルズを秋の装いに包み込みます。 

 

 展示期間： 10月 26日（木）～11月 4日（土） 

 展示場所： 虎ノ門ヒルズ 2F アトリウム、新橋エントランス付近 

 
【第 57回新潟県菊花展覧会 弥彦菊まつり】 

大菊、中菊、古典菊、小菊など約 4,000 鉢の菊花を展示します。境内

では一本の鉢から伸びた千輪ちかくの菊花を、円形状に仕立てた大菊

の数咲きが見所ポイントです。 
 
開催期間： 11月 1日（水）～24 日（金） 

開催場所： 彌彦神社境内 

主 催： 新潟県、新潟県菊花連盟  

全国随一の規模を誇る「弥彦菊まつり」の一部が虎ノ門ヒルズに登場！ 

【会場限定特典】 

イベント当日、アンケートにお答えいただいた方には、虎ノ門ヒルズ公式キャラクター“トラのもん”が描かれた「オリジナル 

しおり」をプレゼントします。 ※なくなり次第終了 
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虎ノ門ヒルズ内のレストラン 2店舗では、「弥彦菊まつり」の特別展示にあわ

せ、食用菊である“かきのもと”を用いた特別メニューを提供します。見た目の

美しさだけでなく、その効能も注目を集めているエディブルフラワー。“かきのもと”

は、新潟ではおひたしや酢の物として食され、秋に欠かせない食材になってい

ます。「虎ノ門ヒルズカフェ」が提供する『菊をあしらった豚しゃぶ、春菊、エノキ

のライム醤油マリネ』は、紫の菊の花が目にも鮮やかでフォトジェニックな一品。

さっぱりとお召し上がりいただけます。また、「創作うどんとおでん あんぷく」で

提供する『お菊の梅酒』は、グレープフルーツのような爽やかな酸味と甘みが

女性におすすめのアルコールドリンクです。 

秋の虎ノ門ヒルズで、内面からキレイになれる、華やかで洗練された大人のメ

ニューを提供します。 

 

 提供期間： 2017年 10月 26日（木）～11月 6日（月） 

 提供店舗： 虎ノ門ヒルズカフェ、創作うどんとおでん あんぷく 

 メニュー詳細：  （写真上）「菊をあしらった豚しゃぶ、春菊、エノキのライム醤油マリネ」（虎ノ門ヒルズカフェ） 

               ※ランチタイムにデリでの提供となります 

  （写真下）「お菊の梅酒」 （創作うどんとおでん あんぷく） ￥640（税込） 

 

 

 

虎ノ門ヒルズの公式キャラクター“トラのもん”グッズに、T シャツが仲間入り！“トラのもん”がプリントされた大人用とキッ

ズ用の 2 種類の T シャツを、ホワイト、ブラック、オレンジの 3 色展開で、親子で着用することもできます。その他、“トラ

のもん”が刻印された人気文具ブランドモレスキンのノート、ブロックメモやマグカップ、ポストカードやぬいぐるみなど、イン

テリアとしても楽しめるアイテムまで幅広いラインナップを販売します。 
 

＜トラのもん公式グッズ新商品＞ 

※販売状況により、売切れになる可能性がございます。 ※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆トラのもんグッズ販売ショップ 
販 売場 所： 虎ノ門ヒルズ森タワー2F アトリウム 虎ノ門ヒルズワゴンショップ 

営 業時 間： 11:30～18:00 

問い合わせ先 TEL： 03-5771-9711 (11:30～18:00) 

詳細： http://toranomonhills.com/ja/toranomon.html 

“トラのもん”オリジナルグッズに待望の新商品が登場！ 

全国随一の規模を誇る「弥彦菊まつり」の一部が虎ノ門ヒルズに登場！ 

秋のエディブルフラワー“かきのもと”特別メニューを販売 
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・Ｔシャツ（上段：大人用 下段：キッズ用)   3,200 円/1 枚（税別） 

ⓒ藤子プロ 
ⓒ森ビル 

 


