浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業
（通称：C地区）解体工事に着手しました！

（イメージパース）

世界貿易センタービルティング
南館で「上棟式」が行われました！

浜松町二丁目地区第一種市街地再開発
事業の解体工事が今年2月から始まりま
した。来年の新築着工、2026年の全体
完成を目指します。
東京の玄関口である浜松町駅のポテン
シャルを活かしながら、利便性の高い国
際性豊かなにぎわいのある複合市街地の
形成を進め、「都市にうるおいとにぎわ
いをもたらす多様な機能の導入と、駅と
周辺市街地ををつなぐ結節点となる安全
で快適なまちづくり」を目指します。
工事期間中はご近隣の皆様にご不便を
お掛けしますが、ご理解とご協力を賜り
たくお願い申し上げます。
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（南館建設の様子）

世界貿易センタービル建替えプロジェクトの第1弾で
ある世界貿易センタービルディング南館が上棟（最上部
の柱・梁が組み上がること）を迎え、2020年1月29日
に上棟式を執り行いました。2017年9月の着工からお
よそ2年半かけ、南館の最高高さは約200mとなります。
今後内装工事等を行い、2021年初旬の開業を目指し
ています。

2019年12月24日（火）まちづくりコンサートVol.4「Xmas concert」を 開催しました！
浜松町駅西口地区まちづくりコンサート第4弾を開催しました。
2019年度最後のまちづくりコンサートは、クリスマスイブのランチタイムに、日本生
命浜松町クレアタワーの 1階エントランス広場で開催しました 。「Rena Yagihashi
Quartet」による演奏は、クリスマスソングも交えながら、Sax，Guitar，Drum，Bass
の心地よい音色が会場中に響き渡り、非常に寒い日でしたが、とても大勢の方が足を止め
て聴き入っていました。
まちづくりコンサートは、ランチタイムや帰宅時間帯に年間4回開催しましたが、開催ビ
ルの就業者の方のみならず、来街者、そして国際玄関口である浜松町らしく、毎回海外の
方も多く見受けられました。浜松町のまちの賑わいづくりに、音楽は欠かせない一つのコ
ンテンツと言えるかもしれません。

クリーンアッププロジェクトを実施しました！
昨年度から、浜松町駅西口地
区の美観促進を目的に清掃活動
を行っています。
第7回目は、11月15日（金）
に実施し、2020年初となる第8
回目は、2月21日（金）に実施
しました。寒空の中、きれいな
まちを目指して、道路沿いのゴ
ミ拾いを行いました。

（Rena Yagihashi Quartet）

浜松町駅西口地区まちづくりの情報発信について
浜松町駅西口地区のまちづくり活動については、まち
づくりNewsのほか、Facebookやイベントサイトでも
情報発信を行っています。
下記URLからフォローをお願いします！！
Facebook

イベントサイト

(https://www.f
acebook.com/h
amaniareaman
agement/)

(http://hama2prj.com/)

浜松町・芝・大門マーチング委員会Vol.5
私たちはコニカミノルタジャパンのマーチング委員会として、地域活性化に取り組んでいます。
「まち」＋「ing」でマーチング。地域のまち並みイラストをベースにした活動を基本に、展示会などのイベント
開催、地域振興、広報支援などの活動を通じて地域活性化を推進する委員会です。
５回目の１枚は『旧芝離宮恩賜庭園』です。都心の真ん中にある江戸の庭園は、庭園好きのみならず、
（http://www.konicaminolta.com.jp/pr/machi/）
浜松町界隈の就業者・居住者にとってのオアシスとなっています。

こんにちは！東京都市大学 北見研究室の3年生です。
今回は外国人の方に向けて「和」を紹介していきます。
浜松町の新たな魅力をこの冊子を通じて知ってもらえたら嬉しいです！
Hello! We are the third year students of Kitami laboratory at Tokyo City University.
The purpose of this booklet is to introduce the ‘Wa’ concept and, at the same time,
enables you to learn more about the uniqueness and charm of Hamamatsucho district.

②

①

③

Famous for their “umami” or savory flavored
chicken and vegetable ramen located not far
from the main street. You can choose from
three types of broths from cooked meat with
an abundance of flavors that are all delicious
until the last drop.

日本でも最古の公園の一つ。
自然豊かなだけではなく、運
動施設のあるスポーツ公園と
いう面もあります。おいしい
空気を持って帰りましょう！

スープは鶏と野菜でつくられているためか、うまみと甘みが絶妙で
す。「ぽてり・とろり・さらり」から選べるスープと、噛めば噛む
ほどおいしい鶏肉…最後の一杯まで楽しめます。
A Japanese themed restaurant that
serves set meals at reasonable prices,
1000 yen or so. For example, they offer
a Tonkatsu set meal that is very
delicious. They also serve daily set meals
you can enjoy.
♦営業時間

④

定休日:土日祝
月〜金 11:00〜22:00

1000円前後のお手頃価格で美味 〒105-0012 東京都港区芝大門2しいトンカツなどの定食を食べ 1-13 ☎ 03-5400-1350
ることができます。また、日替
わりメニューも楽しめます。

定休日:土・日・祝の夜
月〜金 11:30〜15:00、18:00〜22:00
土日祝 11:30〜15:00

This teahouse is inside Hamarikyu
Garden. You can enjoy looking at
the flower beds with variety of
flowers that blooms every season,
salt water pond with fish and
migratory birds. You can also enjoy
a spectacular, unique view from
here.

This is one of the oldest parks in
Japan. It is rich in nature and has a
history as the first sports park in
Tokyo with exercise facilities. You
can take delicious air home!

〒105-0011
東京都港区芝公園
1・2・3・4丁目
☎03‐3431‐4359

芝公園の梅
「銀世界の梅」と称されるほどの美
しさ。梅と東京タワーと、それぞれ
の紅白が視界いっぱいに広がります。

〒105-0013
東京都港区浜松町2-1-16
☎ 03-3431-0120

浜離宮恩賜庭園にあるお茶屋さ
んです。季節ごとに楽しめるお
花畑、海水魚や渡り鳥がいる塩
入りの池も見ることができるた
め、観光としても楽しめます。
都内の景色を見ながら壮大な自
然を眺められる、他にはない眺
めを楽しめます。

When the plum trees blossom, flowers
are known for their indescribable
beauty to be called “the Silver World
of Plums”. You can enjoy the sight of
red and white colors of flowers and
Tokyo Tower.

芝丸山古墳
東京都指定史跡となってい
る前方後円墳。古墳の頂上
は高いところに位置してお
り、眺望は最高です。

〒104-0046 東京都中央区浜離宮庭園1-1
浜離宮恩賜庭園サービスセンター ☎ 03-3541-0200
♦営業時間

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-2 アジュール竹芝18F
☎03-3437-2011
♦営業時間

♦営業時間

⑤

TENKUNO YU is a rare semi-natural hot spring.
Jacuzzi, sauna, and specious relaxing space with
great views of Tokyo Tower and the beautiful
sea. Two bathtubs, the land side and the sea
side, are replaced every week. You can borrow
bath towels and face towels.
都心では珍しい準天然光明石温泉。
ジャグジー・サウナ・休憩室からの絶景は海側の雄大な
ベイビューと、東京タワーから汐留にいたるシティ
ビューが広がり、都会のオアシスとして極上の時間を過
ごすことができます。バスタオルとフェイスタオルの無
料貸し出しがあるため、気軽に立ち寄ることができます。

定休日:年末年始（12月29日～1月1日）
9:00～16:30

⑦

年中無休(6月28日以外)
15:00～23:00（受付終了22:30）

Shibamaruyama tomb is considered as
a historic spot and in Tokyo. Once
you reach the top, you will encounter
a spectacular view of Shiba Park.

歴史や文化が様々に混在す
る都立芝公園。足を運んで
みてはいかがでしょうか？
新たな発見に出会えるかも
しれません。

The shrine has to main pillars:Amaterasu Omikami and Toyoe
Ominami,which are worshiped as gods of Ise Shrine.As it is
located in the center of Tokyo,many people come to pray.

⑥

伊勢神宮の御祭神である天照大御神、豊受大神の二柱を主
祭神としてお祀りしています。大東京のオフィス中心街に
ある神社として多くの方が祈願に訪れています。
社務所受付：9:00〜17:00
御祈祷受付：9:00〜16:30
Kiwamibi is a restaurant where you can enjoy yakitori,
charcoal grilled chicken, in a friendly and casual
atmosphere. You can also try rice with a raw egg or
ochazuke, rice served in tea, which are both Japanese
classic dishes. They use their original broth and sauce.
極火は落ち着いた雰囲気の中、炭火焼き鳥が楽しめ
るお店です。食べ応え、味ともに最高のお店です！

Meal/食事

Sightseeing/観光

Hama-rikyu Gardens

〒105-0012 東京都港区芝大門1-12-7
☎03-3431-4802

⑧
A spatial design with a motif of "MANGA", and has the convenience of AI
concierge, auto check-in, and check-out.
The monitor in the lobby gives you the local information of sightseeing and
restaurants if you speak to it.

♦営業時間 定休日:日曜
ランチ 月〜土 11:30〜14:00
ディナー 月〜金 17:00〜23:30(L.O.23:00)
土 17:00〜23:00(L.O.22:30)

ジャパニーズカルチャーを象徴する“MANGA”をモチーフにした空
間デザインと、AIコンシェルジュ、オートチェックイン・チェックア
ウトの利便性を重視しています。ロビーのモニターに話しかけると
観光やレストランなどの地域情報を知ることができます。

〒105-0013 東京都港区浜松町1-12−5 B1F
☎050-3461-7428

〒105-0022 東京都 港区海岸一丁目13番3号
☎03-6837-6863

日本生命浜松町クレアタワー
Nippon Life Hamamatsucho Crea Tower

世界貿易センタービル
World Trade Center
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