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(2)知的な活動を促すラウンジ 

打合せやプレゼン、休憩シーンなど多様な

場面で活用ができる他、ビジネスのヒント

や情報、アイデアの発見にも役立つライブ

ラリーを併設します。また、日本各地から

取り寄せた家具や素材をインテリアに選

定し、落ち着いた雰囲気を演出します。 

 

(3)五感を魅了するエントランス 

木・石・土・植物など自然の素材によって、

温かみと上質さを感じられる空間を提供

します。さらに、大画面デジタルスクリー

ンを設置し、四季折々の日本の風景を映す

ことで、はたらく人に癒しを与え、創造性

や好奇心を誘発します。 

 

 

デザインパートナー 

川島範久氏 （川島範久建築設計事務所 主宰） 

1982 年神奈川県生まれ。2005 年東京大学卒業。2007 年同大学大学院修

士課程修了後、日建設計勤務。2012 年カリフォルニア大学バークレー校

客員研究員。2016 年東京大学大学院博士課程修了・博士（工学）取得。

2014 年に《NBF 大崎ビル（旧・ソニーシティ大崎ビル）》で日本建築学会賞（作品）、

2016 年に《Diagonal Boxes》で第 7回サステナブル住宅賞 国土交通大臣賞（最優秀賞）

など、受賞多数。 

http://norihisakawashima.jp/ 

 

 

■「REVZO」ブランドサイト 

https://www.revzo.jp/ 
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■「REVZO 虎ノ門」概要 

1．敷地概要 

 

2．建物概要 

 

3．事業主など 

 

4．スケジュール 

 

 

 

 

名 称 REVZO 虎ノ門 

所 在 東京都港区西新橋一丁目 24 番（地番） 

敷 地 面 積 501.57 ㎡（約 151.72 坪） 

用 途 地 域 商業地域 

交 通 

・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩 3 分 

・都営三田線「内幸町」駅徒歩 3 分 

・東京メトロ日比谷線・丸ノ内線・千代田線 

「霞ケ関」駅徒歩 4 分 

・JR 山手線「新橋」駅徒歩 7 分 

構 造 鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造 

規 模 地下 1 階 地上 11 階 

用 途 事務所 

延 床 面 積 4,570.98 ㎡（約 1,382.72 坪） 

基 準 階 面 積 355.42 ㎡（約 107.51 坪） 

駐 車 場 
・機械式駐車場 11 台（ハイルーフ対応） 

・荷捌き用駐車場 1 台 

事 業 主 日本土地建物株式会社 

設 計 ・ 監 理 日本土地建物株式会社 

施 工 株式会社安藤・間 

竣 工 2020 年 6 月（予定） 

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】 

日本土地建物株式会社 

経営企画部広報室 （吉富・境） 

TEL03-3501-6906 FAX03-3506-8940 


