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緑豊かな歴史ある場と一体化し、ホスピタリティあふれる空間を提供
皇居外苑と日比谷公園の緑を望むロケーションで、周囲との一体感と空間の広がりを大切に、日
本のインターナショナルホテルにふさわしい外観を演出。正面玄関にはソメイヨシノやハナミズ
キ、クロマツなど象徴的な植物が、四季の移り変わりを表現している。

千代田区有楽町 1-8-1 1 750.50 ㎡

日比谷公園の緑とつながる空中庭園「パークビューガーデン」
日比谷公園や皇居外濠を眼下に望み、都心の豊かな緑の眺望を楽しむことができる空中庭園。日
比谷公園と同種の樹木を用いて緑化することで、日比谷公園との緑の連続性を実現。公園と街が
一体となった新たな風景を作り出している。

千代田区有楽町１-１-２ 21 3 約 1000㎡

（2014 年11月開設）千代田区内幸町 2-1-1 2 3 2,480 ㎡

都心のオフィス街に潤いを与えるイイノの森
皇居及び日比谷公園から連続する緑を愛宕方面に繋げる起点としての緑化。日比谷公園の桜並木
に呼応した桜の街路樹は在来種であるエドヒガンとオオシマザクラ。イイノの森の植物は全て在
来種。

サービスセンターの
前から、公園に訪れ
る人々を見守る日比
谷公園一の高木。高
さ 25m。

アメリカ
スズカケノキ
（プラタナス）

伐採されそうになっ
たこの木を、公園の
設計者がクビを賭け
て守り、園内に移植
したという謂れの、
日比谷公園で一番太
い樹木。幹周り 7m。
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（2018 年 3月開設）千代田区内幸町２-１-６ 21 3 1,869 ㎡

豊かな緑に囲まれた「公園の中のオフィス」
日比谷公園に隣接する立地を生かし、「公園の中のオフィス」をコンセプトに、公園の緑と調和す
る 100 種類以上の植栽を配置。1 階のガーデンプロムナードは、ワーカーや来街者が公園の中を
散策しているような豊かな回遊空間を実現している。

（2017年 5月開設）

東京ミッドタウン日比谷

ザ・ペニンシュラ東京23

東京ミッドタウン日比谷22

生物多様性に触れる　　 
ビオガーデン
大型SC内にビオトープの概念を取り
入れた「ビオガーデン」を設置。絶
滅危惧種であるメダカ、野鳥やチョウ、
トンボが暮らす環境は、子どもたちの
自然への興味を誘い、多様性保持の
大切さを考える場となっている。

アーバンドック ららぽーと豊洲 （2006 年10月開設）53

江東区豊洲 2-4-9 2 800 ㎡

上空に浮遊する空中の竹林庭園
念仏堂の1階屋根上の外周部分を竹
林が取り巻き、極楽浄土を垣間見る
空間、人々がふっと心を落ち着ける空
間、雑念から解き放たれ自分自身を
顧みる空間を意識して作庭されてい
る。参道の竹林が空へつながる趣向
となっている。

回向院 （2013 年 4月設置）52

墨田区両国 2-8-10 4

ケヤキ並木の下、          　　　　　 
人々がアーバンテラスで憩う
永代通りから晴海通りまでを南北に貫く約
1.2㎞のストリート。平日は11時から15時、
休日は11時から17時まで車道部に交通規
制が実施され、歩行者に開放されている。
ケヤキ並木沿いにはキッチンカーやオープ
ンカフェが展開され、「都市のリビング」とし
て人々の憩いや交流の場となっている。

丸の内仲通り （2007年開設）27

千代田区丸の内 1・2・3丁目 2

豊かな緑に囲まれた、賑わいと 
やすらぎに満たされる空間をデザイン
神保町駅方面から神田警察通りへと抜け
るように並木道と水路をつくり、人の流
れをデザイン。日本古来の樹木や草花を
中心とした豊かな緑で季節感を表現し、
更にバードバスを配置するなど生物多様
性に配慮した自然環境も創出。

テラススクエア （2015 年 4月開設）26

千代田区神田錦町 3-22 2 3 2,800 ㎡

あざやかな緑に　　　　 
引き寄せられる教会
表参道駅から少し歩けば目に飛び込ん
でくる緑に覆われたファサード。都心
とは思えない森のような空間にひっそ
りと佇む教会。木々の心地よい安らぎ
と、季節ごとに表情を変える草花が、
ヨーロッパの田舎町を思わせる。

南青山サンタキアラ教会 （2010 年11月開設）5

港区南青山 5-5-24 4

都心の貴重な緑地と連携した　　　 
エコロジカル・ネットワークの形成に貢献
旧グランドプリンスホテル赤坂にあった樹木約
２００本を保存・再移植するとともに、新たに340
本の樹木（３ｍ超）を植樹するなど、敷地全体の
緑化率は約４５％になる。自然の生き物が棲み
やすい環境を目指した「光の森」には野鳥をは
じめとする様々な野生生物が確認されている。

東京ガーデンテラス紀尾井町 （2016 年 7月開設）10

千代田区紀尾井町 1-2 他 2 13,692 ㎡

季節と農の風景を育む街
草花が彩る「六本木けやき坂通り」
が気持ちのよい街並みを作り、地
上45ｍの「ケヤキ坂コンプレック
ス屋上」には稲穂が育つ日本の風
景が広がる。毛利庭園では、土地の
歴史を伝える樹木や江戸時代の遺
構が保存されている。

六本木ヒルズ （2003 年 4月開設）8

港区六本木 6-10-1 2 3 4 緑被面積 28,030 ㎡

「屋上庭園」で  
癒しのひとときを
都心とは思えない本格的な英
国式庭園。四季折々に咲く花
を楽しみながら、ゆっくり休憩
できる。個性ある５つのスペー
スで、光と風を感じながら、リ
ラックスした時が過ごせる。

新宿マルイ本館Q-COURT2

新宿区新宿 3-30-13 3

六本木に生まれた広大な緑地
街のシンボルともいえる広大な緑地
は、CO2削減、ヒートアイランド現象
の緩和、都市の生態系維持のほか、
旧防衛庁の既存樹木を移植するな
ど環境を守りながら人々の憩いの場
となっている。災害時には防災活動
スペースにも。

東京ミッドタウン （2007年 3月開設）7

港区赤坂 9-7-1 1 2 3 区立檜町公園と合わせて4ha

曲線的で起伏に富んだ　　　 
プロムナードに出現した緑空間
2.6haの敷地の4割を緑化した広大な緑
化空間には、コブシやモミジ、サルスベ
リなど四季の移ろいを感じる多様な落葉
樹が散りばめられている。立体的なプロ
ムナードは、散策する人々に四季折々の
自然の新鮮な驚きを与えている。

新宿イーストサイドスクエア （2012 年 4月開設）4

新宿区新宿 6-27-30 2 約 1ha

里山の雑木林をイメージした 
四季の庭園
約350種類の植物が「春の庭」「夏の庭」
「秋の庭」の3つのゾーンに植えられ、広
い芝生広場を中心に、春には一足早く咲
くトウカイザクラ、秋にはイロハモミジの
紅葉が楽しめる。花や緑に誘われ鳥や昆
虫が楽しむ空間ともなっている。

伊勢丹新宿本店 アイ・ガーデン（2006 年 6月開設）3

新宿区新宿 3-14-1 ３ 2,050 ㎡

平河天満宮の梅を配した広場
南側公開空地は、平河町の由来と
なった平河天満宮の「梅」を配し
た起伏のある広場、また北側散策
プロムナードはウメ、サクラ、ケ
ヤキ、モミジなど自然景観を蘇ら
せた、四季折々の植栽が楽しめる
憩いの場となっている。

日本都市センター会館 （1999 年 6月開設）11

千代田区平河町 2-4-1 2

日枝神社と一体化した　 
屋上緑化と緑の小道
隣接する日枝神社の杜と一体化した
大規模な屋上緑化を創出し、皇居周
辺から連なる緑の帯の中で、地域生
態系の保全に寄与する植栽を実施。
神社と繋がる散策路は、立体的な緑
の中を回遊できる空間となっている。

東急キャピトルタワー （2010 年 8月開設）12

千代田区永田町 2-10-3 1 3 2,377 ㎡

赤坂に新しい文化の華を咲かす
地形、緑、サクラなど赤坂の土地の記憶を
残し未来への継承を目指す。開発以前のサ
クラも根付き、敷地内に配した高木400本
が四季の多彩な表情を作っている。春の2か
月間多様なサクラが楽しめる。

赤坂サカス （2008 年 3月開設）9

港区赤坂 5-3-1 1 2 3 約 7,000 ㎡

アークヒルズ （1986 年 3月開設）13

港区赤坂 1-12-32 2 3 緑被面積 21,537 ㎡

30年を経て今なお進化する緑の空間
民間初の大規模再開発事例。サント
リーホール屋上を含め、緑地内では
40,000本以上の樹木が植えられ、
外周道路に植えた150本のソメイヨ
シノは桜の名所。1997年に常緑樹
中心であった緑地に草花を植え、季
節のうるおいを感じる空間へと進化
している。

生物多様性の森を育む街
地域の在来種であるスダジイ等
が植えられている「しいのき坂」
や水辺にススキやチガヤが育つ
「こげらの庭」など生物多様性
に配慮した緑あふれる空間。
「バードピア」にも登録され多
様な鳥が楽しめる。

アークヒルズ 仙石山森タワー （2012 年 8月開設）14

港区六本木 1-9-10 2 3 緑被面積 6,524 ㎡

目を引くユニークな　　 
デザインの壁面緑化
風致地区の高台に建つ大樹を
イメージしたユニークなデザイ
ンで、人々に緑の癒しを提供し
ている。壁面はオウゴンテイカ
カズラとヘデラの２種類の植栽
でコントラストを持たせている。

長谷川グリーンビル （2009 年 8月開設）15

港区芝公園 3-5-12 4 約 160㎡

駅前を彩る癒しと憩いの緑
駅前に設けられた公開空地。駅
からビル群へと向かう通路に
沿って広がる緑の空間は、一年
中緑が絶えることなく、多くの
通行人に癒しと憩いを提供して
いる。冬には植込みにイルミ
ネーションが浮かび上がる。

森永プラザビル17

港区芝 5-33-1 2

都心の稀少な日本庭園
江戸時代より市民周遊の地として
親しまれてきた御殿山の歴史や文
化を継承して、桜や紅葉を中心と
した広大な庭園が広がる。四季
折々の花々や水のせせらぎが、都
心の稀少な日本庭園として利用者
に癒しと憩いの場を提供している。

御殿山トラストシティ （1990 年 7月開設）16

品川区北品川 4-7-35 2 6,800 ㎡

“いきもの” が主役の　　 
多様性あふれる緑空間
“いきもの” と “まち” との共生
をめざし、野鳥の誘致目標種を
設定。野鳥の好む樹種が人やア
レルギーへの影響がないか、チョ
ウやハチなどの蜜源植物かを検
討し、一本ずつ樹種選定を実施。

三井住友海上駿河台新館（2012 年 2 月開設）29

千代田区神田駿河台 3-11-1 2 1,660㎡（ECOM駿河台含む）

オフィスワーカーや学生、　　　　
近隣居住者の憩いの場
都心部でありながら、優しい緑と四季
折々の花を楽しめるスペースとして親し
まれている。憩いの場として草花のみな
らず、シーズン毎にモチーフ（例・ハロウィ
ンかぼちゃなど）を花壇に加え、季節を
感じられる演出を行っている。

神保町三井ビルディング （2003 年 3月開設）25

千代田区神田神保町 1-105 2

“オアゾ” の語源は　　　 
「オアシス」「憩いの場」
エスペラント語で、「オアシス」「憩いの
場」を意味する「オアゾ」。豊かな緑に
ベンチが設置され、行き交う人々の憩
い安らぎの空間となっている。ウッドデッ
キに幾何学模様の植栽パターンが美しく
並ぶ7階の屋上庭園も見どころ。

丸の内オアゾ （2004 年 8月開設）34

千代田区丸の内 1-6-4 4

デッキを彩る5色の壁面緑化
東京駅八重洲口の駅前広場。光の
帆をモチーフにした2階部分に幅
180ｍ、高さ3.8ｍの壁面緑化を
配置。20種類もの地被植物を使
い、彩のある変化に富んだデザイ
ンとなっている。夏は壁面のドラ
イミストで「涼」をもたらしている。

グランルーフ （2013 年 9月開設）42

千代田区丸の内 1-9-1 4

都心の、   
昆虫や小鳥の憩うスペース
都市開発が進む都心でも、地域に
棲む昆虫や小鳥などの生物が生息
できるよう、屋上を活用したビオトー
プや壁面緑化の緑空間。実際に昆
虫や鳥たちが訪れているか定期的
なモニタリング観察をしている。

TODA BUILDING屋上（戸田建設本社ビル屋上）（2014 年 3月開設）46

中央区京橋 1-7-1 3 50 ㎡

緑と大きな空の　　　　 
屋上プロムナード
JPタワー商業施設「KITTE」
の6階にある屋上庭園。青々
とした芝生やカンツバキ、タ
イサンボクなどが植栽されて
いる。東京駅丸の内駅舎を間
近に眺められる緑のスポット。

KITTEガーデン（JPタワー）（2013 年 3月開設）35

千代田区丸の内 2-7-2 1 2 3 4

丸の内の緑の憩いと語らいの空間
三菱一号館の設計者ジョサイア・コ
ンドルが好んで用いた約40種150株
の「バラ」を中心とした広場。3本の
丸柱は20種の植物で8mを超える高
さに華やかに彩られている。歴史と
新しさの両方を感じられる、ポケット
パーク的な空間。

丸の内パークビルディング （2009 年 4月開設）36

千代田区丸の内 2-6-1 4 約 1,500 ㎡

雑木林を思わせる57本の木立
明治27（1894）年から約1世紀にわ
たり都庁があった場所に開業。ガラ
ス棟とホール棟の間の地上広場で
は、ケヤキやカツラがのびのびと緑
を演出し、いつも憩いと賑わいを感
じるイベントスペースとなっている。

東京国際フォーラム （1997年1月開設）37

千代田区丸の内 3-5-1 1 3 9,700 ㎡

高さ30ｍ、   
重層する「京橋の丘」
京橋駅上、地上5階までに約140
種類の樹種を織り交ぜ、春はサク
ラ、秋はモミジやイチョウが彩る四
季の風景を提供。各階層からあふ
れる緑は中央通りでひときわ目をひ
くまとまりある空間になっている。

東京スクエアガーデン （2013 年 3月開設）48

中央区京橋 3-1-1 2 約 3,000 ㎡

都市の緑を共有する　　 
commons としての役割
グリーン・コモンズと名付けた緑地
に、永くこの土地に「根ざした緑」
をつくることを目指し、常緑樹・落
葉樹を織り交ぜて植栽している。花
を楽しめるミモザなどがあり、多く
の利用者の憩いの場となっている。

京橋トラストタワー （2014 年 2 月開設）47

中央区京橋 2-1-3 2 1,000 ㎡

日本の美を追求した　　 
安らぎの空間
歌舞伎座客席の屋上部分の庭園。
狂言作家である河竹黙阿弥ゆかり
の石灯籠や、歌舞伎の始祖と言わ
れる出雲阿国から「阿国桜」と名
付けたシダレザクラなど歌舞伎座に
相応しい日本の美を追求した庭園。

GINZA KABUKIZA（歌舞伎座）（2013 年 4月開設）44

中央区銀座 4-12-15 3 約 430㎡

患者さんの癒しと
憩いの場
木立に囲まれた遊歩
道は、散歩道として
人々に親しまれ、屋
上庭園は入院患者や
家族の癒しと憩いの
場になっている。

聖路加国際病院 （1901年 2 月開設）50

中央区明石町 9-1 1 3

深川・木場の地域性を　 
活かした緑の演出
花一杯のガーデン、四季を楽しむ
散歩道、江戸時代の深川を彷彿
させる自然豊かな生物多様性サン
クチュアリー等々。いろんな楽し
みが味わえて、いつ来ても五感が
刺激される地域のホットスポット。

深川ギャザリア （2011年11月開設）54

江東区木場 1-5-25 2 11,200 ㎡

緑をつなぐネットワークの拠点
皇居から日比谷公園、愛宕山とつづく
「南北の緑の軸」と、新虎通り沿いに形
成される「東西の緑の軸」の交わる場
所に、在来種に配慮した緑地帯を整備。
復元した川の流れには鳥が飛来するな
ど生物の拠点になっている。

虎ノ門ヒルズ （2014 年 6月開設）19

港区虎ノ門 1-23-1 2 3 緑被面積 4,879 ㎡

イタリア街のシンボルツリー
全長18ｍのシンボルツリーは、
まるで一本の樹木に見える形を
した壁面緑化。
イタリア街に活気と華やぎ、人々
が喜び安らぎを感じる空間を演
出している。横を走るJR、ゆり
かもめからも見ることができる。

MOMENTO SHIODOME（モメント汐留）（2011年 3月開設）24

港区東新橋 2-3-17 2 3 4 870 ㎡

国際的ビジネス拠点大手町に広がる
緑豊かな憩いの空間
大手町と神田の結節点にある日本橋川沿いの
全長約780ｍ幅約12ｍの遊歩道。イヌシデや
ソメイヨシノ等様々な木々が植えられ、ベンチ
や地域の歴史を記したサイン等も設置されて
いる。川のほとりで水や緑に親しむことのでき
る、大手町では貴重な憩いの場になっている。

大手町川端緑道 （2014 年 4月開設）31

千代田区大手町 1-9-5 地先 2

皇居外苑堀に隣接する、
約 3,000㎡の環境共生型緑地広場
皇居の緑とつながるように、クスノキやクヌギを主体とし
た雑木林。その間をぬうように小川が流れ、緑と潤いの
ある空間を生み出している。生物多様性に配慮し、コナ
ラ等の餌や蜜を集められる植栽、巣穴の大きさの異な
る巣箱が設置され、多くの動物の棲み家になっている。
ベンチやカフェもあり、雑木林の中でほっとひと息できる。

大手町ホトリア （2017年１月開設）32

千代田区大手町 1-1-1 ～ 2 1

ビジネスの中枢の街につくられた
“本物の森”
都市を再生しながら自然環境を再生するこ
とをコンセプトに「混交」「疎密」「異齢」
のルールによる高木配置と、都会では珍し
い春植物を含む林床植物により整備。
大手町とは思えない森林の出現に驚く。

大手町タワー （2013 年10月開設）33

千代田区大手町 1-5-5 2 約 3,600 ㎡

地域のコミュニティを育む緑の空間
花をテーマに、都市の新たな緑のあり方
を提案。使用植物は、600種以上にのぼ
り、多種多様な植物を楽しめるオープン
スペースとなっている。オフィスワーカー
や住民がコミュニティを形成し、様々な
イベントが地域をつないでいる。

晴海アイランドトリトンスクエア（2001年 4月開設）51

中央区晴海 1-8 32 7,105 ㎡

周辺環境との調和を目指す
1984年竣工当時より企業の緑化
取り組みの先駆けとして「地域と
共存共栄する」という方針のもと、
緑化に取り組んでいる。2013年
生物多様性に配慮した庭園にリ
ニューアルし、虫や鳥も集う都心
のオアシスになっている。

三井住友海上駿河台ビル （1984 年 3月開設）30

千代田区神田駿河台 3-9 1 2 3 4 5,583 ㎡

眺める価値のある美しい緑
南西広場のシンボルツリー「江
戸彼岸」の桜の木など、東京に
ゆかりのある樹種などを配し、
テーマごとにデザインされた４つ
のエリアや巨大な壁面緑化など
に、歩行者が思わず足を止めた
くなるような緑が広がる。

アーバンネット神田ビル （2012 年 7月開設）41

千代田区内神田 3-6-2 535 ㎡2 4

列車を眺めながら憩える空間
ゆったりと行き交う列車を眺められ
る空間が最大の魅力。テーマごと
の４つのゾーンに分けられた変化
に富んだガーデンも心地よい。
様々な植栽の配置や、段差をうま
く使ったデザインで、より居心地
のよい居場所を創出している。

Suicaのペンギン広場 （2016 年 3月開設）1

渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55 545 ㎡1 3

東京オリ・パラに向け、
信濃町駅の壁面緑化リニューアル
東京オリ・パラに向け、新国立競技場への玄関口
としての信濃町駅の壁面緑化をリニューアル。天
然の木材を基盤として緑の楽しさを季節の花を取
り入れた「輪」で表現。“緑” 折り重なる部分では、
香りあるハーブを取り入れ、視覚のみならず香り
でも安らぎを感じられる緑化となっている。

ＪＲ東日本　信濃町駅 （2010 年 9月開設）6

新宿区信濃町 34番地 26 ㎡4

ここが都会？   　
緑が一面に広がるテラスエリア
3.5haの広々とした緑地は品川駅港南口エ
リアの緑の拠点となっている。武蔵野台地と
臨海部沿岸生態系の結節点としての特殊性
を考慮した樹種を配置したり、桜並木や落
葉樹など、訪れる人々が四季の移ろいを感
じることができるような植樹になっている。

品川シーズンテラス （2015 年 5月開設）18

港区港南 1-2-70 1 3.5ha

コミュニティを育む、　　　　　　　 
緑豊かな賑わいのある街を目指して
隣接する区立淡路公園との一体的な利活
用により市民の憩いのスペースを創出。「神
田花暦園」と名づけられた緑地帯では、江
戸情緒溢れる四季折々の花々や、果実の
なる木が楽しめる。地域住民や学生が街お
こしに取組む新たな活動の場として賑わう。

ワテラス （2013 年 2 月開設）28

千代田区神田淡路町2-101 2 3,970㎡

にぎわいの中の聖なる空間
福徳神社および福徳の森は、コレド室町
などに隣接する1,000㎡超の広場空間と
合わせて、人々が集い、交流し、地域コ
ミュニティを新たに創出していく拠点とし
ている。また、四季を感じる植栽を演出
し、植栽空間は神社や表参道を囲み、自
然、伝統、潤いを表現している。

福徳神社・福徳の森 （2014年10月／2016年9月開設）49

中央区日本橋室町2-5-1／
中央区日本橋室町2-5-10 1 476 ㎡

「緑の安らぎ」の中で新幹線を眺めて 
みませんか
有楽町駅を望む低層部の屋上庭園「有楽町コ
リーヌ」。緑が張り巡らされ、目線と同じ高さ
で行き来する新幹線に「旅への想い」を重ね
ながら「ひとときの安らぎ」が感じられる。秋
には木陰のような涼しく爽やかな空間を演出す
るフラクタル日除けも設置予定。

東京交通会館38

千代田区有楽町 2―10―1 3

季節の花々が華やかに街並みを彩る
中央通りの京橋から日本橋室町までの約
2㎞。首都東京のメインストリート中央通
りに季節の花を植えている。沿道の町会、
企業、商店会が主体となり、花を咲かせ
る費用を提供する「花奉行」、水やりや花
壇管理を行う「水奉行」により美しい街
並みが支えられている。

中央通り　はな街道 （2002 年12 月開設）45

中央区本町四丁目～京橋三丁目部分 2 980 ㎡

屋上の大規模な壁面緑化と
シンボルツリーの桜が魅力
壁面緑化は、高さ6.5ｍ、全長
64ｍ、約50種の草花を用いて、
四季の移り変わりと植物の豊か
な色彩が楽しめる。

東急プラザ銀座 KIRIKO TERRACE （2016 年 3月開設）39

中央区銀座 5-2-1 43 416 ㎡

銀座の空に浮かぶ屋上庭園 
「GINZA SIX ガーデン」
銀座エリア最大約4,000㎡の屋上庭園
は、「江戸の庭園文化」と「西欧の広場
文化」の融合がコンセプト。サクラやカ
エデ、マツなど、四季の移ろいを感じる
樹種を中心に採用しつつ、イベント等の
ため水盤と芝生の広場空間を配置。人々
の憩いと交流の場になっている。

GINZA SIX （2017年 4月開設）40

中央区銀座 6-10-1 1 3 約2,200㎡

“憩いと賑わい” を　　　 
提供するスペース
芝生や植栽を眺めながらベンチでく
つろげる、憩いと賑わいの空間。デッ
キ前に花壇を設けて季節の花々や農
作物の栽培を実施し、近隣の小学校
児童と一緒に、苗の植付けや作物の
収穫を行っている。

三越銀座店　銀座テラス （2010 年９月開設）43

中央区銀座 4-6-16 3 700 ㎡

（2009 年 4月開設）

まちなみつなぐ緑マップ　都心を癒す街の緑化事例
※ 　敷地内緑化　  公開空地　  屋上緑化　  壁面緑化／緑化面積1 2 3 4


