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On an iconic new street in tomorrow’s Tokyo,
Toranomon Hills is a haven of comfort and
luxury in the heart of the bustling capital.

活気に溢れる都心のあたらしいシンボルストリート
「新虎通り」に、くつろぎの空間 虎ノ門ヒルズの誕生です。

Exterior of Toranomon Hills (Photograph taken in May 2014)
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PROJECT
OVERVIEW

In summer 2014, a new Tokyo
landmark opened: Toranomon
Hills.

2014 年 夏、東 京の 新しいランドマーク、
虎ノ門ヒルズが誕生しました。
東京都の建物と道路の一体開発により、都

Loop Road No. 2, a new 14km
artery that passes under the
skyscraper, connects the central
metropolitan district to the
bayside area, and resulted in
the creation of a lively street at
ground level.

心と臨海部をつなぐ全長約14kmの環状第
二号線が建物の地下に貫通し、道路地上部
には賑わいのあるシンボルストリートが 整
備されました。
地 上52階建ての虎ノ門ヒルズは、オフィス、
カンファレンス、店舗、ホテルのほか、緑豊
かなオープンスペースを擁します。東京都が

The 52-story Toranomon Hills
features offices, conference
rooms, shops, a hotel, and
green open spaces. It is a
boost to the development of
a revitalized international
urban city and surrounding
areas as part of the Tokyo
Metropolitan Government’s
work to create a Special Zone
for Asian headquarters of
multinational firms.
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推進するアジアヘッドクォーター特区の核と
なる街として周辺エリアを大きく発 展させ、
東京の国際新都心を形成する起爆剤となり
ます。

Aerial photograph of Toranomon Hills and surrounding area (Photograph taken in June 2015)
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LANDSCAPE

Residence Entrance

TORANOMON HILLS
ROOTS

Oval Plaza
Public Art: Roots

Mountainous Playground

By applying a multi-level system
that uses space above and below
ground, the main road of Loop
Road No. 2 passes through
an underground tunnel below
Toranomon Hills. This allows
about one third of the land area
to be used as a green sanctuary
in an urban space, providing
pedestrians with a spacious
lawn, mountainous playground,
and step garden featuring a
pleasant stream.
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虎ノ門ヒルズは、建 築 物の上下に道 路を整
備できる「立体道路制度」を活用することで、
環状第二号線が建物内の地下トンネルを貫
通しています。これにより地上部の約1/3を
オープンスペースとして歩行 者や 緑に開 放 。
広大な芝 生 広場 や、こどもも安心して遊べ
るスペース「マウンテン」、心 地よい小川の
せせらぎを感じられる「ステップガーデン」
など、都心でありながら豊かな自然をゆった
りと楽しめます。

Shops

Step Garden

Step Garden

Greenery

Public Art: Roots at Oval Plaza
(Photographs taken in November 2014)
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Entrance of Toranomon Hills Residence (Photograph taken in June 2014)
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PUBLIC SPACE

Entrance Lobby

Produced by the world-famous
hotel and restaurant design
firm Tony Chi & Associates,
the residents-only lounge,
which offers panoramic views
from the 37th floor, provides a
comfortable haven for residents
and guests. The lounge offers
kitchen and dining space* that
can be tailored for any occasion,
whether it is a formal business
function or an intimate gathering
with friends.

虎ノ門ヒルズレジデンスのエントランスロ
ビーや37階のパノラマラウンジのデザイン
は、世界中で数々のラグジュアリーホテルや
レストランのインテリアデザインを手がけて
きたトニーチー＆アソシエイツが監修。居住
者とゲストが気 軽にご 利用いただけるくつ
ろぎの空間となっています。
パノラマラウンジはキッチンやダイニングス
ペースをそなえ、ゲストを招いてフォーマル
にもカジュアルにも貸 切でご 利用いただく
こともできます。

*貸切利用は有料です。

*There is a charge for private use.
Panorama Lounge (Photographs taken in June 2014)
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View from the 37th floor (Photograph taken in June 2014)
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ANDAZ TOKYO

The luxury boutique hotel brand
Andaz Tokyo on floors 37 and
47–52 in Toranomon Hills is
the Hyatt’s first Andaz hotel
in Japan. Toranomon Hills
residents can enjoy a rooftop
bar with spectacular views, and
authentic European cuisine
at Andaz Tavern. Located on
your doorstep, AO Spa and
Club* offers facilities such as
a carbonated pool, floating jet
pool, fitness center, and spa
treatment suites. You can also
experience a luxury lifestyle with
other services provided by Andaz
Tokyo* including housekeeping,
laundry and the use of an on-site
chef.

虎ノ門ヒルズの37階と47～52階にある、ハ

Andaz Tavern

イアットが 手がける日本 初上陸のホテルブ
ランド「アンダーズ 東京」。レジデンスにお
住まいの方は、都心の眺望を臨むルーフトッ
プ バーや、メインダイニング「アンダーズ タ
ヴァン」、炭 酸 泉やバーデプール、ジム、エ
ステティックサロンをそなえた「AO スパ ア
ンド クラブ *」などを、建物の外に出ること
なくご利用いただけます。
さらに、ハウスキーピングやランドリーサー
ビス、シェフ出 張サービスなど アンダーズ
東京のサービス*をご自宅にいながらにして
受けることが でき、ホテルで 暮らすような
贅 沢なライフスタイルをお楽しみいただけ
ます。

*会員制のため、別途入会が必要です。(有料)

*Membership registration is required.
(There is a charge.)

AO SPA AND CLUB Aesthetics Salon (Photographs taken in June 2014)
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AO SPA AND CLUB Swimming Pool (Photograph taken in June 2014)
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MORI LIVING
BENEFITS

Mori Building has been
developing areas in central
Tokyo, not only by constructing
office buildings, commercial
facilities, hotels and residences,
but also by managing a
community that continuously
evolves and matures.

森ビルはこれまで、東 京 都 心でオフィスや
商 業 施 設、ホテル、住宅など様々な用途を

Academyhills (Photograph taken in February 2012)

一つの「街」として開発し、その運営管理も
担ってまいりました。
MORI LIVINGに住むこと。それは、その街
を我が家の延長にする暮らしです。
MORI LIVINGでは森ビルグループ 施設を

To live in a MORI LIVING
residence is to live in a
community, with the city as an
extension of your home.

中心に特別なサービスや優待をご利用いた
だける「MORI LIVING Smiles」をはじめ、
居 住者の皆さまだけに向けたベネフィット
をご用意しております。

We are also pleased to offer
a variety of benefits to MORI
LIVING residents. Through the
“MORI LIVING Smiles” program,
residents can make the most
of Mori Buildings’ stores and
restaurants, with a host of
special events, discounts and
more.
Shishido Hills Country Club (Photograph taken in June 2013)
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HOSPITALITY

Front Desk (Photograph taken in July 2015)

From calling taxis and receiving
parcels to doormen and bilingual
concierge services,
MORI LIVING’s high-quality
hospitality services are available
to all residents and ensure your
safety and privacy.

タクシーの手配やお荷物のお預かりなど、
ホスピタリティに溢 れたバイリンガル のフ
ロントスタッフ、24時間常駐のセキュリティ
スタッフが、お住まいの方の安全とプライバ
シーをお守りいたします。
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SAFE AND
SECURE

Sample image of the Security Control Center at ARK Hills Sengokuyama Mori Tower
(Photograph taken in 2012)

Security staff are stationed in
the building 24 hours a day,
seven days a week. With superior
earthquake resistance and
emergency power generators,
Toranomon Hills Residence
ensures secure and comfortable
living for residents.
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24時間365日常駐の警備スタッフや独自の
セキュリティシステム。高度な耐震性能や非
常用発電 設備 。虎ノ門ヒルズレジデンスで
は、平時と災害時を問わず、お住まいの方に
安心感と安全につつまれた暮らしを提供い
たします。

The building employs three types
of dampers: 516 oil dampers,
620 brake dampers, and 82
unbonded brace dampers. This
technology offers protection
against earthquakes ranging in
size from small to large, while
also reducing sway from wind
and vibrations from traffic.
Equipped with an emergency
generator and emergency well,
the compound ensures your
peace of mind in the unlikely
event of an emergency.

3 種 類 の 制 振 装 置「オイル ダ ンパー」「ブ
レーキダンパー」「座屈拘束ブレース」の併
用(合計1218基)により、大規模な地震時の
安 全はもとより、中小 地震や風揺れによる
不快感も低減し、建物の快適性を向上させ
ています。二重バックアップ構造の非常用発
電設備や、断水時でも水の供給が可能な震
災井戸、非常用食料を確保する備蓄倉庫な
ども完備しています。

Oil Dampers
オイルダンパー

Brake Dampers
ブレーキダンパー

Unbonded Brace Dampers
座屈拘束ブレース

Sample Image of an Emergency Well at Motoazabu Hills
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8-minute walk from Kamiyacho
Station (Tokyo Metro Hibiya Line)
10-minute walk from
Uchisaiwaicho Station
(Toei Mita Line)
12-minute walk from Shimbashi
Station (JR Line)
18

へのアクセスも良好です。
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Motomachi Union
もとまちユニオン

8-minute walk from
Kasumigaseki Station (Tokyo
Metro Marunouchi, Hibiya and
Chiyoda lines)

ザ・キャピトル
ホテル東急

Hie-jinja Shrine
日枝神社

理想的な交通環境を備える虎ノ門ヒルズレ
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Station (Tokyo Metro Ginza Line)
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The National
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ACCESS / AREA

Ideally situated for transportation
links, Toranomon Hills Residence
is within easy access of the
business and shopping areas of
Akasaka, Roppongi, Ginza, and
Marunouchi.
From Toranomon Hills Residence,
by Airport Limousine bus,
Narita International Airport can
be reached in 95 minutes, and
Haneda International Airport,
which currently has flights to 34
major cities across the world, in 30
minutes, and 17 minutes by car.

線
楽町
東 京メトロ有

Station
駅

Ward Border
区境界線

Railway
Atago
路線

Police
Station

Shuto Expressway
愛宕警察署
首都高速

都営三田線「内幸町」駅

*Time required by Airport Limousine bus indicates Narita International Airport TerminalJapanese
2 (leaving
6:00 am
Red from Shiba
Society
Fire Station
麻布郵便局
to 7:59 am) and
Haneda Airport Terminal 2 (leaving from 9:00 to 9:59 and from 12:00 toCross
12:59)
日本赤十字社
芝消防署
(reference from Airport Transport Service Co., Ltd. website)
*To Haneda Airport International Terminal (14.6 km),time required by car was calculated at 40 km/h on general
roads, also calculated under the conditions of the legal speed limit on expressway.
*Time required may vary depending on the time of day and road conditions.
*The above information is valid as of March 31, 2018.

[A3出口] まで約730ｍ / 徒歩10分

*リムジンバスによる所要時間は、成田空港第2ターミナル（6・7時台出発想定）および羽田空港第2ターミナル（9・12時台出発想

JR線「新橋」駅

*乗用車による掲載の所要時間は、羽田空港国際線ターミナル（14.6km）を、一般道は時速40km、高速道路は法定速度に準じ

[烏森口] まで約940ｍ / 徒歩12分

*所要時間はいずれも、時間帯・道路状況により変動する可能性がございます。
*上記記載内容は2018年3月31日現在のものです。

[A12出口] まで約630ｍ / 徒歩8分
東京メトロ日比谷線「神谷町」駅
[3番出口] まで約640ｍ / 徒歩8分

定）までを掲載しております（東京空港交通株式会社HPより参照）。
て算出しております。

ARCHITECTURAL
OUTLINE

247m

ANDAZ TOKYO
(37F, 47F〜52F)

TORANOMON HILLS RESIDENCE

虎ノ門ヒルズレジデンス

Location: 1-23-2 Toranomon, Minatoku, Tokyo

所在：東京都港区虎ノ門1丁目23-2

Floors: 52 floors above ground,
5 basement levels (Residence: 37-46F)

(住宅部分：37階～46階)

205m

Total number of units:172
Structure: Reinforced concrete
construction and partial steel
construction

階数：地上52階、地下5階

総戸数：172戸

167m

構造：鉄骨造 [ 一部鉄骨鉄筋コンクリート造/
鉄筋コンクリート造 ]
設計：株式会社日本設計

Architects: Nihon Sekkei, Inc.

施工：株式会社大林組 ほか

Construction: Obayashi Corporation
and others

売主：森ビル株式会社

Seller: Mori Building Co., Ltd.

Residences
(37F〜46F)

竣工：2014年5月

Offices
(6F〜35F)

Completion: May 2014

Toranomon Hills Forum
(4F〜5F)
Shops and Restaurants
(1F〜4F)

Information in this pamphlet is accurate as of June, 2019 and is subject to change without notice.

掲載内容は2019年6月現在のものであり、変更になる場合がございます。
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MORI BUILDING CO., LTD., Residential Department, Residential Sales Unit
Roppongi Hills Mori Tower P.O. Box 1, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6155 JAPAN
Tel: 0120-66-2303 (From outside Japan +81-3-6406-6822)
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