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「虎ノ門ヒルズ」では、2014 年 11 月 28 日（金）から 2015 年 2 月 15 日（日）まで、「TORANOMON HILLS 

WINTER 2014」と題したクリスマスプロモーションを展開いたします。 

 

虎ノ門ヒルズ初となるクリスマスには、建築家、谷尻 誠氏デザインの“Toranomon White Forest”が登場    

します。3 層吹き抜けのアトリウム空間が、幻想的な冬の雪空をイメージした空間として演出され、虎ノ門  

ヒルズのキャラクター「トラのもん」が、訪れる人をお迎えします。 

緑溢れるオーバル広場には、スペインを代表する現代アーティスト、ジャウメ・プレンサの大型彫刻   

《ルーツ》も誕生（11 月 28 日より常設）。他にはない、アーティスティックなクリスマス空間を演出します。 

 

虎ノ門ヒルズ内の店舗では、クリスマスディナーにもぴったりなコースメニューの提供や虎ノ門ヒルズ 

だけで買えるクリスマスケーキ、ギフトセットの他、虎ノ門ヒルズのキャラクター「トラのもん」の公式グッズ   

「トラのもん レジンフィギュア」を販売いたします。 

東京の新たなランドマーク虎ノ門ヒルズで、アート散策とクリスマスディナーをぜひお楽しみください。 

※今後のイベント等の詳細につきましては虎ノ門ヒルズ HP(http://toranomonhills.com)にて随時ご案内いたします。 

 

＜「TORANOMON HILLS WINTER 2014」 開催概要＞ 

タ イ ト ル ： TORANOMON HILLS WINTER 2014 

実 施 期 間 ： 2014 年 11 月 28 日（金）～2015 年 2 月 15 日（日） 

内 容 ： 

1. Toranomon White Forest－ 2 階アトリウム 

2. 虎ノ門ヒルズパブリックアート 

  ジャウメ・プレンサ《ルーツ》設置－オーバル広場 

3. クリスマスメニュー、クリスマスケーキ、クリスマスギフト販売 

4. 虎ノ門ヒルズ公式グッズ「トラのもん レジンフィギュア」販売 

ホームページ ： http://toranomonhills.com 

問 い合 わせ ： 03-5771-9611（平日 10:00～18:00） 

 

 

 

 

 

 

【本リリースに関しての報道関係者様向けお問合せ先】 

森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 ＰＲ 担当：田部、藤富、山村 

TEL：03-6406-6382 

虎ノ門ヒルズ PR 事務局（株式会社オズマピーアール内）  担当：渡辺、菅野、高橋 

TEL：03-3230-0177  FAX：03-3265-5058  E-mail：toranomon@ozma.co.jp 

 

東京の新ランドマーク「虎ノ門ヒルズ」が迎える初めてのクリスマス！ 

「TORANOMON HILLS WINTER 2014」  
２０１４年１１月２８日（金）～２０１５年２月１５日（日） 開催 

～ 建築家、谷尻 誠氏デザインの“Toranomon White Forest”が登場！～ 

Toranomon White Forest （イメージ） 

http://toranomonhills.com/


 

 
 
◇Toranomon White Forest－ 2 階アトリウム 

3 層吹き抜けのアトリウムの中央には、SUPPOSE DESIGN 

OFFICE 谷尻 誠＋吉田 愛が企画・デザインを担当した、高さ 10m、

まっ白な細いスチールで構成された白い森のような神秘的な空間

が登場します。幻想的でありながらも、内側には、虎ノ門ヒルズの

キャラクター「トラのもん」から発想をえた「鈴」が設置されるなど、

ユニークな仕掛けも。「トラのもん」も常設され、写真スポットとしても

活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 月 28 日（金）、「虎ノ門ヒルズ」のオーバル広場に、    
スペインを代表する世界的アーティスト、ジャウメ・プレンサ
による高さ約 10m の大型彫刻《ルーツ》が誕生します。 
 
本作品には、虎ノ門ヒルズをルーツ（起点）として、虎ノ門エリア
に新しい文化や暮らしが根づき、その中から未来につながる
発想や革新が生まれるような街に成長してほしいという願い
が込められています。 
《ルーツ》は 8 つの言語の文字が、膝をかかえて座る人間を
かたどっており、多様な文化を越えた人間の平和的な共存
を象徴しています。夜間は、ライトアップされ、昼間とは  
異なる独特のシルエットが浮かび上がり、幻想的な雰囲気
を醸し出します。 
 
 
 
ジャウメ・プレンサ（プロフィール） 
1955 年、スペイン・バルセロナ生まれ。 
世界的に活躍しスペインを代表する世界的なアーティスト。
概念的・哲学的なメッセージが込められた作品を制作し、 
その造形性の高さとコンセプトの深さを評価されて、数々の
賞を受賞している。  

 

[参考情報] 
SUPPOSE DESIGN OFFICE （サポーズデザインオフィス） 
谷尻 誠（プロフィール） 
SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表 
1974 年 広島県生まれ 
2000 年 建築設計事務所 Suppose design office 設立 
2014 年 SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd 設立 
住宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、アートのインスタレーション
など、仕事の範囲は多岐にわたる。広島・東京の 2 ヵ所を拠点とし、インテリアから
住宅、複合施設など国内外合わせ現在多数のプロジェクトが進行中。現在、穴吹デ
ザイン専門学校 特任講師 、広島女学院大学客員教授。 
 
吉田 愛（プロフィール） 
1974 年 広島県生まれ 
1994 年 穴吹デザイン専門学校卒業 
1994 年～1994 年 株式会社井筒 
1996 年～1998 年 KIKUCHIDESIGN  
2001 年～ 建築設計事務 Suppose design office 
2014 年 SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 設立 

クリスマス演出 

「虎ノ門ヒルズ」に新たなシンボル 高さ約 10m の大型彫刻 《ルーツ》 誕生！ 

Photo:Laura Medina, Plensa 

Studio, 2013 

Wonderland 2012 年 
カナダ・アルバータ州 Encana 社の
ための制作 
Photo: Encana 

House of Knowledge 2008 年 
フランス・ボルドー市での展示風景 (2013 年) 
Photo: Thomas Sanson, Ville de Bordeaux 

 

Toranomon White Forest （イメージ） 



 

 

◇クリスマスメニュー 

レストラン・カフェ及びホテル「アンダーズ 東京」では、クリスマスディナーにもぴったりな期間限定のおすすめ

メニューを提供します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

◇クリスマスケーキ 

ガーデンハウス内の「Pirouette」や「MAISON KAYSER CAFÉ」では期間限定のクリスマスケーキを数量限定

で販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇クリスマスギフト 

森タワー3 階の「SULA NYC  TOKYO」では、同フロアの「les mille feuilles de liberté」とコラボレートし、人気の  

オーガニック・アルガンオイルとフラワーアレンジメントがセットになったギフトボックスを虎ノ門ヒルズ限定で

販売します。また、クリスマスの贈り物にもピッタリな「トラのもん」公式グッズ待望の第 2 弾、手のひらサイズ

のフィギュアを 12 月 19 日（金）より虎ノ門ヒルズ臨時ワゴンショップ限定で発売開始いたします。 

above GRILL & BAR : 森タワー2 階 

「above 1st Christmas」 

11,000 円（税込、別途アミューズ代 500 円、サービス

料 10％） 

提供期間：12 月 20 日（土）～25 日（木） 

 

アンダーズ タヴァン : アンダーズ 東京 51 階 

「Andaz Tavern クリスマス限定コースメニュー」  

6 COURSE MENU  27,000 円、5 COURSE MENU  23,760 円 

4 COURSE MENU  19,440 円（税込、別途サービス料 13％） 

提供期間：12 月 20 日（土）～25 日（木） 

※ 限定コースメニューは、ランチとディナーでご用意しています。 

※ 11 月 1 日（土）より、ご予約開始。 

MAISON KAYSER CAFÉ ： ガーデンハウス 2 階 

「DÉLICE DE FRANCE」(直径 18cm)  4,423 円（税込） 

予約受付期間：11 月 15 日（土）～12 月 20 日（土） 

お渡し期間：12 月 20 日（土）～25 日（木） 

※ ご予約は 2 日前までに受付。 

当日販売は 12 月 23 日(火・祝)、24 日（水）のみ実施。 

   

Pirouette : ガーデンハウス 1 階 

「L’Esperance」(直径 12cm)  4,104 円（税込） 

販売期間：12 月 19 日(金)～25 日（木） 

※ 限定 30 台 

クリスマスメニュー / アイテム 

SULA NYC  TOKYO : 森タワー3 階 

「SULA NYC Precious Box」 8,316 円（税込） 

販売期間：11 月 1 日（土)～12 月 25 日（木） 

 

虎ノ門ヒルズ臨時ワゴンショップ: 森タワー2 階  

「トラのもん レジンフィギュア」 3,240 円（税込） 
サイズ：W 60mm × D 62mm ×H 110mm 

販売期間：12 月 19 日(金)～  

※ 2014 年の年内販売は 300 個を予定しております。 

※ 当面の間、お一人様 1 個の販売とさせて頂きます。 

グッズ販売に関するお問合せ：TEL 03-6406-6280（アート＆デザイン ストア） 

©藤子プロ  
©森ビル 


