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霞が関ビルサービス センター「魅せる化」リニューアルオープン

Q　まず霞が関ビルサービスセンターの基本的な役割について
聞かせてください。
A　霞が関ビルサービスセンター（以下、サービスセンター）は、
建物をオペレーションすることだけでなく、防犯・防火・防災な
どのあらゆる場面においてテナントのみなさまを災害から守り、
館内の治安を維持する霞が関ビルディングの安心を担う中枢機
能です。
防犯は警備スタッフ、建物の機能維持は設備スタッフ、そして、
災害対応はサービスセンター全員の主な役割となります。
　
Q　リニューアルに至った経緯について教えください。
A　災害時にはテナントの皆様にはサービスセンター要員の指
示に従い行動していただく必要があり、これが館内の秩序につ
ながります。そのためには防災センターのスタッフが信頼に足る
専門知識と技術を身につけたスペシャリストであると認識され
ることが欠かせません。
そこで、サービスセンターの監視・オペレーションエリアをガラ
ス張りにオープン化して、信頼を得られるように日常の活動や
訓練の様子を見ていただくこととしました。
　
Q　「魅せる」としているのはなぜですか？
A　計画当初は、オープン化を主眼に「見える化」としていました
が、それだけではなく魅力のあるサービスセンターをつくってい
こうということで、「魅せる」を使うようになりました。
たとえば、レストランのオープンキッチンを想像してみてくださ
い。どんな食材を使っているのか、どんなふうに調理をするのか
が目で見えることは安心につながります。そして、ダイナミック
に食材を扱う様子など料理をする技術を体感できることは、お
店の魅力にもつながります。
サービスセンターも同様で、魅せることも意識した設えの中、ス
タッフが活動できるようにしています。
　
Q　サービスセンターのめざす姿を教えてください。
A　災害の次の瞬間から復旧作業に入れるようなハードとしての
屈強さをもち、そのハードを十分に活かせるスタッフが活動する
センターです。それにより、安全、安心、頼もしさを感じていただ
けるよう日々努力いたします。そして、頼もしさの中にも親しみ
やすさも持ち合わせた、ハートのあるサービスセンターを作り上
げていきたいです。
　
Q　最後にメッセージをお願いします。
A　霞が関ビルディングは、「経年優化」（時を経るにつれて成熟
し、さらに価値を高めていく）するビルとして、進化を続けてきま
した。今回のサービスセンターのリニューアルもその一環です。
2015年1月16日（金）のリニューアルオープンに向けて、着々
と準備を進めていますので、新しい霞が関ビルサービスセンタ
ーにご期待ください。

「ハートのある
サービスセンターを
作り上げていきます」

Interview

Kasumigaseki Service Center
January 16th, 2015

Renewal Open

三井不動産ビルマネジメント（株）
霞が関オフィス統括所長

平澤 聖孝

LBF→

入口

車寄せ

入口け
や
き
広
場

1F Map

霞が関ビルサービスセンター
（防災センター併設）
霞が関ビルディング1階

［☎］03-3580-7877

［受付］9時～17時30分（土･日･祝日休み）
※時間外の電話は防災センターにつながります。
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霞が関ビルサービス センター「魅せる化」リニューアルオープン
2015年1月16日（金）、防災とボランティアの日の前日、霞が関ビルサービスセンターが

リニューアルオープンします。サービスセンターのオペレーションエリアがみなさまにご覧いただけるように、
これまでの壁を取り払い、ガラス窓になります。さらに、みなさまから「安全・安心・頼もしさ」を得られるよう、

さまざまな取り組みを強化いたします。これからのサービスセンターにご期待ください！

リニューアルオープンにあわせて公開する訓練のリハーサルを重ねています。大
地震が発生し、あるフロアで火災が発生、さらにケガ人も出たという想定で、サー
ビスセンターと現場の双方での対応をご覧いただけます。

「安全・安心・頼もしさ」を実現します！

リニューアルオープン時には
訓練の様子も公開します！

サービスセンターでの対応

地震発生からその後の現場対応や各テナントからの電話対応まで細かく訓練します。実際には
この様子をガラス越しに見ることができるようになります。※写真はリニューアル前のものです。

災害現場での対応

霞テラスでは、災害現場を想定して熱のこもった訓練が行われています。ケガ人への対応、
消火活動の2つを手際よく行います。

新しくなる霞が関ビルサービスセンターのイメージ。オペ
レーションエリアの様子を見ることができ、左右には大型
モニターを設置し、さまざまな情報を表示します。
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ダイニングのイルミネーションのテーマ
は「Happiness Birds」。幸せを呼ぶ象

徴として「鳥」を起用したイルミネーションを実
施しています。レッド、ゴールド、グリーンを基調
としたイルミネーションに、“ハピネスバード”を
モチーフとした装飾を展開しています。けやき
広場が冬の装いとなっています。バレンタイン
デーまで点灯いたします。

Happiness Birds

Illumination 3

●場所：霞ダイニング
●期間：2015年2月14日（土）まで
●時間：16時～ 24時
●最寄駅：東京メトロ虎ノ門駅

霞

まざまな文様で人々を魅了してきた江戸
切子を、日本橋の夜を照らす行灯として

昇華させました。「籠目文（かごめもん）」はコレ
ド室町1、「矢来文（やらいもん）」はコレド室町
2、「麻の葉文（あさのはもん）」はコレド室町3で
展開。江戸切子の幾何学模様を生かした幻想的
なイルミネーションが楽しめます。

Modern EDO KIRIKO

Illumination 1
●場所：コレド室町1、コレド室町2、コレド室町3、
　　　  コレド日本橋、日本橋三井タワー
●期間：2015年1月31日（土）まで
●時間：16時～ 24時
　　　  ※一部の商業施設は点灯時間が異なります。
●最寄駅：東京メトロ三越前駅、JR新日本橋駅

さ

BSテレビの音楽番組を手がける美術チ
ームが、そのノウハウを惜しみなく活か

し、幻想的なイルミネーションで“多彩な天空”
を表現しました。約1,670万色が表現でき、360
度視認可能なLED「バーティカルチューブ」を
採用。今年は天井にも「バーティカルチューブ」
を使用。星空、流星群、オーロラ、スノーフォー
ルなど、さまざまなシーンを演出します。

赤坂サカス 音×テラス 2014-2015

Illumination 2

●場所：赤坂Bizタワー SHOPS & DINING
●期間：2015年3月6日（金）まで
●時間：16時～ 24時
●最寄駅：東京メトロ赤坂駅

T

赤坂Bizタワー仲通り

けやき広場

左上：コレド室町1、右上：コレド室町2、左下：コレド室町3、右下：コレド日本橋

霞が関ビルディング周辺イルミネーション
まだまだ楽しめる！ Illumination 2014-2015

クリスマスを過ぎてもイルミネーションは楽しめます。
1月中旬以降でも見られる霞が関ビルディング周辺の
イルミネーションを紹介します。
きりりと冷えた空気の中できらきらの夜景をどうぞ。
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Map
秋葉原

新日本橋

三越前
東京

有楽町

虎ノ門

霞が関ビルディング
赤坂

飯田橋

神保町

神田

日本橋

霞が関

赤坂
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楽町駅周辺一帯をグリーンのイルミネー
ションで鮮やかに彩ります。LEDは約12

万球を使用。色の中心はグリーンですが、少し
ホワイトも入れアクセントとしています。期間中
は有楽町駅前広場でさまざまなイベントも企画
していますので、輝きあふれる景色とともに楽
しめます。今シーズンもバレンタインデーまで点
灯を行います。

有楽町ウインターイルミネーション
2014～15

Illumination8

●場所：有楽町駅周辺エリア
●期間：2015年2月14日（土）まで
●時間：16時30分～ 24時  ※2015年1月8日からは23時まで（予定）
●最寄駅：JR・東京メトロ有楽町駅

有

京駅八重洲口から日本橋へ続くさくら通
りに「光の門」を表現。各交差点に立つ

桜は、枝先まで装飾されて白く輝く「光の門」と
なり、そして門と門をつなぐ通り沿いの桜に上
品なシャンパンゴールドのLED使用し、「光の
門」をつなぎます。また、さくら通りと交差する
仲通りは、江戸切子のひとつ「菊切子模様」をモ
チーフにしたイルミネーションを街路灯に設置。

TOKYO ILLUMILIA ～GATE～

Illumination 9
●場所：日本橋さくら通り、八重洲仲通り、
　　　  八重洲センタービル公開空地
●期間：2015年2月14日（土）まで
●時間：16時30分～ 23時
●最寄駅：JR東京駅

東

万世橋駅の鉄道遺構をリノベーションし
たマーチエキュート神田万世橋。102年

前の開業時から残る「1912階段」と1935年設
置の「1935階段」を赤、青、緑のLEDライトで
照らします。「1935階段」の天井と側面には、雪
をイメージしたライティングを実施。ショップが
並ぶサウスコリドーでは人気のメイソンジャーを
使用したライトアップを実施。

層複合都市アイガーデンエアで実施さ
れるイルミネーション。ホテルメトロポリ

タン・エドモント前では、ゴールドのカーテンＬＥ
Ｄで光の回廊を表現。線路上には、ブルーとホ
ワイトのシューティングドロップを配置し、光に動
きをもたらします。水道橋側エントランスの左右
の樹木には、ピンクとゴールドのボールを吊るし
て、可愛らしさと高低差で目を引き付けます。

The Story of the Lights

Illumination 6

●場所：マーチエキュート神田万世橋・JR神田万世橋ビル周辺
●期間：2015年3月1日（日）まで
●時間：16時～（消灯時間は場所により異なる）
●最寄駅：JR秋葉原駅、JR・東京メトロ神田駅

旧

手町と有楽町をつなぐ約1.2kmに及ぶ
丸の内仲通り沿いの街路樹約240本等

が、丸の内オリジナルカラー“シャンパンゴール
ド”のLED約111万球で上品に光り輝きます。
従来より環境に配慮した点灯を行ってきました
が、今年は約33万球が通常のLED電球よりも
さらにエコ（消費電力約30％カット）で明るさそ
のままの「NEWエコイルミネーション」を導入。

丸の内イルミネーション2014

Illumination 7

●場所：丸の内仲通り
●期間：2015年2月15日（日）まで
●時間：17時～ 23時
●最寄駅：JR東京駅

大

Crystal Garden 2014

Illumination 4
●場所：ガーデンエアタワー、アイガーデンテラス、
　　　  ホテルメトロポリタン・エドモント外構
●期間：2015年2月27日（金）まで
●時間：17時～ 24時
●最寄駅：JR・東京メトロ飯田橋駅

高

ェイシティ東京（千代田区神田神保町１
丁目再開発地区）にて行われるイルミネ

ーション。ヨーロピアンゴージャスをコンセプト
に約８万球のLED電球を使い、神保町三井ビル
ディング・神保町101ビル・東京パークタワー
の三街区をきらびやかに彩ります。北並木通り
のイルミネーション装飾や東広場のゴージャス
なメインツリーは必見です。

ジェイシティ東京イルミネーション

Illumination 5
●場所：神保町三井ビルディング、神保町101ビル、
　　　  東京パークタワー
●期間：2015年2月14日（土）まで
●時間：17時～ 23時
●最寄駅：東京メトロ・都営地下鉄神保町駅

ジ

丸の内仲通り（過去開催時の様子）

東広場（2013年開催時の様子）

1935階段

日本橋さくら通り

有楽町駅周辺

ホテルメトロポリタン・エドモント前

八重洲

有楽町

丸の内

秋葉原 神田

神保町

飯田橋
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霞テラスフラワーフ ェスタ＆
霞マルシェ2014       Report

10 /20 mon. –  10 /24 fr i.

Kasumi Terrace Flower Festa 2014 & Kasumi Marche 2014

花と緑の霞テラスをお楽しみいただけましたか。お気に入りの地域の逸品は　　　　　

見つかりましたか。たくさんの写真とともに 5日間を振り返ります。

Kasumi Marche 2014

Kasumi Terrace Flower Festa 2014

「○○のオススメ！」という
テーマのもと6作品が
霞テラスを彩りました。
コンテスト優勝チームは
EY Japanとなりました。

霞テラス
花絵コレクション

キッチンカーではサメカツ弁当や石巻アナゴ丼、牡蠣キーマカリー
などのご当地グルメを提供。ブースでは海の幸を中心とした特産品
を販売しました。

宮城県・福島県を応援
山口県、宮崎県小林市、熊本県天草市、鹿児島県薩摩川内市より逸
品を紹介・販売。写真は左から、天草市の「牛深ハイヤ踊り」、小林
市「チョウザメ水槽展示」、にぎわうブースの様子。

霞が関からまちおこし

チームMX
（MXモバイリング株式会社）
「東京のオススメ！ 東京タワー」

CSR推進部社会貢献チーム
（日本たばこ産業株式会社）
「JTのオススメ！ 森へ行こう！」

かすみがせき保育室
「霞テラスのオススメ！
イチョウの葉っぱ」

その先の、花絵へ
（コクヨファニチャー株式会社）
「日本のオススメ！ 着物」

フラワーウォール
イベント初日にみなさんに
参加いただき花絵を作
成。完成後はイベントのシ
ンボルとして会場を飾りま
した。

ガーデニング教室・
ハーブ教室
グリーンアドバイザーの指導
によるガーデニング教室は
今年も好評。ランチお弁当
付きのハーブ教室も開催。

カルチャースクール
イベントと連動して花に関
連した各種スクールを4日
間連続で開催しました。写
真は「デジカメ撮影講座」
の様子。

花の写真コンテスト
「花」をテーマにした25作
品がロビーを飾りました。
（P.6「Business Labora- 
tory News」に最優秀者の
インタビューを掲載）

フィナーレライブ・
大抽選会
フィナーレとしてラテンジャ
ズトリオのコンビアーノのラ
イブ、ビンゴによる大抽選
会を実施しました。

チームBWT
（株式会社JTBコーポレイトセールス）
「秋のオススメ！ ～紅に染まる京の秋～」

EY Japan（新日本有限責任監査法人）

「あきのオススメ！ ハロウィン♪」

そのほかの
イベントも
盛りだくさん！

山口県の「ちょるる」
天草市の

「キャプテン海道くん」

今回からより
見やすくする
ため見学台を
設けました。
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B u s i n e s s  L a b o r a t o r y  News

S e r v i c e S o l u t i o n S e m i n a r

クリエーション＆リプロダクションサービス
原稿のレイアウト編集からプリント、製本・加
工まで、ドキュメントの制作プロセスをサポー
トします。
　大判プリント・加工サービス
リーズナブルな価格、高い品質の大判プリント
からパネル加工までの作成をサポートします。
　手土産品取次サービス
日本橋三越の協賛で店舗にて取り扱いの季
節や定番の商品を紹介。ビジネスでもプライ
ベートでもご利用できます。

Q 写真歴はどのくらいですか？
A 7、8年前にデジタル一眼レフを購入した
のがきっかけで、本格的に撮り始めました。
写真への興味は子どもの頃からずっとありま
した。父や兄もカメラ好きだったことも影響が
あるかもしれません。ふだんは花や風景をよ
く撮っています。
Q 応募の動機は？
A 1回目のコンテストも参加し、優秀賞をい
ただきました。2回目があれば絶対に応募し
ようと決めていました。ただ、告知を見落とし
ていて、締切前日に会社の同僚から「出さな
いの？」と言われ、慌てて写真を選んで、最終
日にすべり込みで提出しました。
Q 「花」というテーマはいかがでしたか？
A 「花」は被写体として長く撮ってきたので、う
れしい反面、選ぶのにすごく悩みました。花自

体をしっかり撮った作品が多いだろうと考え、
思い切ってシルエットにしようと決めました。
Q 撮影したときのエピソードは？
A 妻が沖縄出身で一年に一度は沖縄を訪れ
ます。そのときの写真で、ブーゲンビリアを
撮ろうとアングルを探していたら、ちょうど逆
光になりシルエットが浮かび上がりました。そ
の瞬間を捉えた一枚です。
Q 今後の抱負について聞かせてください。
A ストーリーを感じるような写真を撮ってい
きたいです。それを人に見てもらって、同じよ
うに感じてもらえたら最高ですね。
Q 最後に写真コンテストについての感想を。
A ふだん毎日通勤しているビルで、気軽に
応募できる写真コンテストがあるのはとても
ありがたいです。今後も半年に1回くらい開
催していただきたいです。

Life Cycle Record 
Management Service
組織内に存在するあらゆるレコード（文書・
図面・動画・静止画・音声）を一元管理し、
情報を有効活用するサービス。
　販促支援サービス
販売促進・適正使用普及資材の受発注のWeb
化、管理業務のBPOによる効率化を支援。
　保守点検業務支援サービス
メンテナンスにおけるさまざまな現場課題に、
スマートデバイスや動画を活用し解決します。

富士ゼロックス株式会社変革マネジメント部
マネジャーの山崎紅氏による「ドキュメント訴
求力向上セミナー」、富士ゼロックス株式会
社総務部文書管理グ
ループマネジャーの酒
井英美氏による「文書
整理術セミナー」が開
講され、たくさんの受
講者を集めました。

サービスや商品をアピール！
霞が関フェア2014を開催しました1

第2回フォトコンテストを開催
最優秀賞者インタビュー2

2014年12月11日・12日、霞が関ビルディング1階プラザホールにて、「霞が関フェア2014」を開催いたしました。
日頃ご利用いただいているサービスや商品についてのより深い情報提供や、新たなサービスやソリューションをご案内いたしました。
同イベントの主な内容をご紹介します。今後ともみなさまのビジネス・業務にぜひお役立てください。
霞が関ビルディング1階でお待ちしています！

霞テラスフラワーフェスタ2014連動企画として
「第2回フォトコンテスト」を開催しました。「花」をテーマに作品を募集、
25作品が集まりました。投票の結果、安藤尚弘さんの作品が最優秀賞に
輝きました。安藤さんに撮影のエピソードなどをうかがいました。

店舗提供サービス 店舗提供ソリューション 特別セミナー開講

ビジラボニュース

手土産品の数々を試食用にお配りしました。 スタッフがていねいに各ソリューションを紹介。

「家族はもちろん、会
社の同僚も喜んでく
れて、『やっぱりあれ
だと思っていました』
との言葉をもらい、と
ても嬉しかったです」

本社移転時の文書管理システム構築の流れを講演。

文書管理セミナーの講師、
酒井英美氏。

最優秀賞／安藤 尚弘さん

「ブーゲンビリアのシルエット」

三井のオフィス ビジネスラボラトリー
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清田和美  ○NPO法人 江戸前21 理事長／http://edomae21.com
ちょこっと

歴史さんぽ霞 第十二回

2014年9月18日に開催した街歩きイベント「霞のお散歩」（協力：NPO法人 江戸前21）。
清田さんが案内役を務めた当イベントのコースを紹介します。霞が関から銀座方面を歩いてみませんか。

明治初期、技術者養成校
「工部大学校」がこの地に生
まれ、辰野金吾や高峰譲吉
を輩出しました。

「霞のお散歩」ルート

Map 1  工部大学校址
霞テラスへと続く３９段の階
段には、１５８０年からはじまる
西暦が刻まれています。歴
史が学べます。

Map 2  霞テラスへの大階段

江戸城を取り巻く外堀の一
部で、寛永13年（1636）ごろ
に江戸幕府が全国の大名を
動員して築いたものです。

Map 3  文部科学省の石垣
日本酒造会館の1階・4階に
ある日本酒造組合の施設で
す。日本の酒について、知り
たいことがわかります。

Map 4  日本酒情報館

このビルの場所は、旧薩摩藩
屋敷があり、明治からは鹿鳴
館が建っていました。石碑に
も刻まれています。

Map 5  NBF日比谷ビル
現在、飯田橋にある東京大神
宮は、明治13年（1880）の創
建当初は日比谷にあり、日比谷
大神宮と呼ばれていました。

Map 6  日比谷大神宮

大名屋敷が軒を連ねていた
場所です。明治時代前半は
陸軍の関連施設、明治時代
後半からはビジネス街に。

Map 7  丸の内仲通り
昭和31年（1956）に旧都庁
に設置。都庁の移転後、東
京国際フォーラムに再び設
置されました。

Map 8  太田道灌像

江戸で歌舞伎が始められた
のは、現在の京橋に中村座
ができた寛永元年（1624）と
いわれています。

Map 9  京橋
昭和38年（1963）、三愛ドー
ム館誕生と共に設置された
銀座の恋の招き猫。なでると
祈願成就すると有名です。

Map 10  コイコリン

！
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と頭は多くの神経がつながっています。手をマ
ッサージすることで気分がリフレッシュできま

す。今回はご自分でできるおすすめのハンドマッサー
ジをいくつか紹介します。ご来店いただいたお客様に
もおすすめしています。
写真1：爪の際
爪を指で挟むように押します。指先には副交感神経の
ツボが多くあり、緊張を和らげる効果が期待できます。
写真2：合谷（ごうこく）
手の甲の親指と人差し指の付け根の部分を挟むように
押します。肩こりや目の疲れに効くと言われています。
写真3：労宮（ろうきゅう）
手のひらの真ん中。ここを第二関節を使って押します。
全身の疲労感やストレスを緩和すると言われています。

手
●押す強さや頻度
押す強さは痛いと感じない程度で。行うのはいつ

でも大丈夫です。「ちょっと疲れたな」など、気がつ

いたときにマッサージしてみてください。

　
●アロマオイルを使って
ハンドマッサージの際にはアロマオイルの使用が

おすすめです。オーガニックのものですと、冬に

は乾燥にも効果があります。マッサージの前にア

ロマオイル少量をしっかり肌にしみこませてくだ

さい。付けすぎはNGです。香りはご自身の好み

のものをお使いください。アロマオイルがなけれ

ばハンドクリームでも大丈夫です。

水に付けて固く絞った布でホコ
リや汚れを落とします。この作

業は適度な水分補給にもなります。

ホコリや汚れ落としは履いた後は必ず行ってください。そのま
まにすると、さらに汚れを呼び寄せてしまいます。上記①のよう
に行うか、馬毛のブラシを使ってホコリを落としてもOKです。

適正休憩ラウンジの店先で、毎週
金曜日に靴磨きを行っている池田
和弘さん。今回は3つの道具だけ
でできる革靴の手入れの基本を
教えていただきました。

 第  回

「かんたん
ハンドマッサージ」

Presented by OTOKO NAIL

適正休憩ラウンジ（霞が関ビルディング1階）

［営］月～金：11時～20時
［休］土・日・祝　［☎］0120-662-880
http://otokonail.com/

靴磨きサービス
［営］毎週金曜日：12時～20時
［￥］1足1,200円～
女性のブーツなども承っています。

Presented by OTOKO NAIL

Hand & Nail かんたんセルフケア

靴磨きのプロに聞く 革靴の手入れの基本

オトコネイルから自分でできるハンド&ネイルのケアをご紹介

1 2 3

男性も女性もご利用できます！

ハンドマッサージワンポイント

必要な道具

手順

○綿100％の布（古いTシャツなどでOK。汚れとりと仕上げに使用）

○豚毛のブラシ（クリームを塗るために使います）
○乳化性クリーム（靴と同系色か無色のものを）

慣れれば5分程度で行うことができます。
2～3週間に1度のケアをおすすめします。

日々のケアも忘れずに！

ブラシに乳化性クリームを付け
ます。付けるのは米粒1、2個

分が適量。付けすぎはNGです。

コバ（底の側面部）とアッパー
（甲を覆う革部分）の間からク

リームを塗ります。内側の土踏まずか
らスタートし、一周します。

コバとアッパーの間を塗りおえ
たら、アッパーへクリームを伸

ばし、広げていきます。

仕上げの行程です。乾いた布
をしっかりと指に巻き付け、水

を少量付け、その部分にクリームをご
く少量付けます。

③④で付けたクリームを伸ばす
イメージで、柔らかくマッサー

ジするように磨きます。何度かに分け
て水とクリームを付け磨き上げます。

1 2 3

4 5 6

靴磨きのメリット
は2つ。靴が長持
ちすること、見た
目がきれいになる
こと。長く履くこ
とで見えてくる靴
の良さが必ずあ
ります。靴磨きを
靴との付き合い
を楽しむきっかけ
にしてください。

池田 和弘さん
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Welcome to
My Office！

リエゾンモニターが
お勤めの会社を
紹介します。

昼休みや仕事帰りにお気軽にお立ち寄りください。
新しい制度「NISA」を活用してみませんか。

Vol. 02

○本コーナーでは出演される企業様を募集しております。＞＞ info@liaison-net.jp

らシャッターが閉まってしまいますが、当店で
は19時まではシャッターを開けています。仕
事が終わった後でも気軽に立ち寄っていた
だければ対応させていただきます。
情報があふれている時代ですので、私たち
が重視しているFace to Faceの対話がます
ます大切になっていると考えています。対話
のなかからお客様の考え方などをしっかりと
捉え、多くの情報の中から必要な情報を提
供できるように心掛けています。

東証券は、創業以
来「お客さまとの

直接対話」にこだわり続
けている証券会社です。
当店は、霞が関ビルディ
ングに店舗を構え、27年
の歴史があります。

2014年1月から「NISA（ニーサ）〔＝少額投
資非課税制度〕」がスタートしました。これは
「株や投資信託などの運用益や配当金にか
かる20%の税金を非課税にする制度」です。
みなさんもさまざまなメディアで目や耳にし
ていると思います。
当店でも女性の方や今まで投資をしてこな
かった方が、興味を持たれてご来店いただく
ことが増えています。「証券会社は敷居が高
い」「自分には用がないのでは」「少額では
気が引ける」と思っている方も、この機会に
ぜひご来店ください。みなさんのお役に立つ
ご提案をいたします。
証券会社など金融機関は概ね15時になった

極

会社名
極東証券株式会社
○霞が関ビルディング3階

　
リエゾンモニター
酒井 はるみさん
○霞が関ビル支店
　資産管理課 課長

中国料理

頤和園 霞が関店
○東京倶楽部ビルディング3階

店
長  

樫
村 

保
男 

さ
ん

胡麻たっぷりの濃厚担々麺
頤和園（いわえん）という店名は、西太后

の静養地だった北京にある庭園公園の名

前に由来しています。

当店の一押しは、担々麺です。胡麻をふん

だんに使った濃厚な味わいにラー油の辛

みが絶妙にマッチ。そのスープによく麺が

絡んで口の中に広がります。残ったスープ

にご飯を入れて、黒酢を少し足して食べる

のもおすすめです。また、ランチタイム限

定で一口杏仁豆腐を50円で提供していま

す。担々麺の後のお口直しとしてもぴった

りです。

ランチタイムには、担々麺を含め中国料

理ならではの定食メニューを約7種類ご用

意しており、気軽にお楽しみいただけま

す。ほかにも、四川山椒といっしょに楽し

む麻婆豆腐、上海から招聘した点心師が

つくるシューマイもおすすめです。どのメ

ニューもボリューム満点ですので、4～ 5人

でシェアしながらワイワイと楽しんでいた

だけます。

一方で、ディナータイムは豊富なメニュー

を取り

揃え、料理

をゆっくりと味

わっていただけます。それぞれに趣の異な

る5つのタイプの個室も完備していますの

で、接待や宴会、歓送迎会など用途にあわ

せてぜひご利用ください。

［☎］03-3501-3222

［営］月～金：11時～15時（L.O.14時30分）、

　　　　　 17時30分～23時（L.O.22時）

　　土・日・祝：11時～14時30（L.O.14時）、

　　　　　 17時30分～21時30分（L.O.21時）

［休］無休　［席］126席（個室5室）

http://www.iwaen.co.jp/

担々麺（1,080円）

お箸で麺をあげると
濃厚な胡麻の香りが
広がる。細めの麺に
とろりとしたスープが
よく絡む。一口食べる
と箸が止まらないク
セになる味わいだ。

今回の
お店

店長の 押し！一イチ

Data

さまざまなタイプの債券や投資信託等「特色ある旬
の商品」を取り揃えています。
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rom KASUMI DINING

ホームページでもご覧いただけます。

けやき［フランス料理&鉄板焼き］　 35F

霞ダイニングの店舗情報はホームページをご覧ください。

http://www.kasumi-d.jp

霞が関ビル内郵便局　 3F
［営］郵便窓口9:00～18:00
　　貯金窓口9:00～16:00
　　保険窓口9:00～16:00　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-1716
［ATM］平日.
        土.
　　日.祝.
　　※預入及び硬貨対応の取扱は17:00まで。

Kiraku 霞が関　 3F
［営］　　月.
　　火～金.　
［休］土.日.祝
［TEL］03-5512-1159

11:00～18：30（最終受付17：50）
11:00～21：00（最終受付20：20）

極東証券 霞が関ビル支店　 3F
［営］9:00～17:15　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3504-0211

三井住友銀行 霞が関支店　 1F
［営］9:00～15:00（窓口）　
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-6931
［ATM］平日.
        土.
　　日.祝.
［ローン契約機］

霞

霞

霞

虎

霞が関ビル診療所　 3F

吉田歯科医院　 3F

山口歯科室　 3F

霞
［営］月～金.

           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-6031

  9:00～12:30（受付  8：30～）、
14:00～16:30（受付13：30～）
  9:00～12:00（受付  8：30～）

霞
［営］月～金.

           土（第2・第4）.
［休］土（第1・第3・第5）.日.祝
［TEL］03-3581-7766

9:30～13：00（最終受付12：30）、
14:00～18：00（最終受付17：00）
　　　　  9:30～13:00

霞
［営］10:00～13:00（最終受付12：30）、
      14:00～19:00（最終受付18：30）
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-9191

三井のオフィス ビジネスラボラトリー　 1F霞
［営］9:00～17:30
［休］土.日.祝
［TEL］03-5511-1500

Presented by OTOKO NAIL 適正休憩ラウンジ　 1F霞
［営］11:00～20:00
［休］土.日.祝
［TEL］0120-662-880

霞
［営］11:30～ラストオーダーのお食事を
　　お楽しみいただく時間まで（LO21:00） 
［休］日・祝（貸切のみ営業可）
［TEL］03-3581-5200  席数：60  個室あり

かちどき薬局 霞が関店［薬局、化粧品］　 3F

生活彩家 霞が関ビル店［コンビニ］　 3F

ナチュラルローソン 新霞が関ビル店［コンビニ］　 LBF

屋台DELi［弁当販売］　 1F

霞
［営］月～金.
           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-7776

9:00～18:00 
9:00～13:00

霞
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-7783

7:00～21:00 

ダイヤモンドカメラ［写真・印刷］　 3F霞
［営］9:00～18:00
［休］土.日.祝
［TEL］03-3581-7068

新
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3539-3320

7：30～22：30

新
［営］11:00～13:30
［休］土.日.祝

※2014年12月現在の情報です。
　詳しくは霞が関ビルディングホームページをご覧ください。霞霞が関ビルディング 新新霞が関ビルディング 虎虎の門三井ビルディング ○ランチL ○ティータイムT ○ディナーD

播磨屋本店 東京本店［おせんべい］　  1F虎
［営］10:00～19:00
［休］無休
［TEL］03-5512-4747  席数：114

8:00～21:00
8:00～21:00※
8:00～20:00※

8:00～23:00
8:00～23:00
8:00～21:00
9:00～21:00

初つぼみ［日本料理］　 1F新
［営］○11：30～14：00（LO13:30）

○17:00～23:00（LO22:30） 
［休］土.日.祝
［TEL］03-5521-6001  席数：148  個室：13

L
D

そばと丼高田屋［そば・丼物］　 1F新
［営］　　月.11:00～14:00、17:00～21:00
　　火～金.11:00～21:00
［休］土.日.祝
［TEL］03-3504-0080  席数：35

まさに、やきとり界の“夢の競演”。名古屋コーチンの正肉や肝、ぼんじ
り、砂肝、皮、せせり、むね皮、ささみ、こころなど、いわば名古屋コーチ
ンのオールスターが勢ぞろいです。しかも料理長自らが備長炭で焼き
上げるため、香ばしさとジューシーさがたまりません。お気に入りの部
位が見つかったら、もちろん単品もあるので、ぜひ追加オーダーを♪

2014～2015 忘   新年会 スペシャル コラボ メニュー

美味溢れる名古屋コーチンの部位が一堂に！

名古屋コーチン オールスター
○1,180円（税込）　○実施期間：1/31（土）まで  ※写真はイメージです。

［名古屋コーチン専門店］ 鳥開 総本家 霞が関店
○東京倶楽部ビルディング2階

［☎］03-3501-7766
［営］月～金ランチ：11時～ 14時（L.O.13時30分）、
　　　　 ディナー：17時～ 23時30分（L.O.23時）
［休］土・日・祝　［席］184席（個室3室）      http://www.tori-kai.com/

Data

Collaboration

はんつ遠藤 ［B級グルメ担当］
著著25冊のフードジャーナリスト。取材軒数は7500軒
を超える。その知識と経験を活かし、ご当地やきとりテー
マパーク「全や連総本店 東京」の名誉館長にも就任。

最強グルメブロガー集団「たべあるキング」と、忘・新年会コラボメニューを開発。
霞ダイニングでは、はんつ遠藤氏と鳥開総本家がコラボしました！
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I N F O R M A T I O N イベント報告

あけましておめでとうございます。2015年がみ
なさまにとって良い年でありますようにお祈り申
しあげます。

●
リエゾン63号では、1月16日からリニューアル
オープンする霞が関ビルサービスセンターを紹
介しました。今回のリニューアルの大きなポイン
トは「魅せる化」です。オペレーションルームがガ
ラス張りとなり、みなさんにスタッフの日頃の活
動をご覧いただけるようになります。これまで以
上に頼れるサービスセンターをめざしてまいり
ますので、ぜひご期待ください。

●
今号から飲食店舗の店長からおすすめの一品を
紹介していただくコーナー「店長の一押し！」がス
タートしました。一押しのメニューはもちろん、お
店の特長や雰囲気についても店長にお話しいた
だいておりますので、お店選びの参考にどうぞ。

●
みなさまの声がリエゾンの誌面づくりの原動力
です。アンケートの回答により実現した企画もご
ざいますので、ぜひご協力ください。2015年も
充実した誌面をめざしていきますので、よろしく
お願い申しあげます。

VO I C E
三井不動産ビルマネジメントからのお知らせ

http://www.kasumigaseki36.com

霞が関ビルディング、新霞が関ビルディング、虎ノ門琴平タワー、虎の門三井ビルディング、東京倶楽部ビルディング、
虎ノ門ツインビルディングのテナント企業でお仕事をしているオフィスワーカーの方に限定させていただきます。

個人情報は厳重に管理します。個人情報を第三者に提供することはございません。取材等で撮影した写真やイン
タビュー記事は、リエゾン誌および霞が関ビルディングホームページでの掲載以外には許可なく使用いたしません。

＊＊ 大募集！

アンケート&全員プレゼント！

ご応募対象について

個人情報の取り扱いについて

質 問
霞ダイニングや霞が関ビルディング周辺で
お気に入りの店舗を教えてください。

応 募
方 法

質問の回答とお名前、ご所属の会社名、プレゼントの送付先を
明記のうえ、下記のアドレスにメールをお送りください。

応募締め切り：2015年1月31日まで

応募はこちらから info@liaison-net.jp

下記の質問にお答えいただいた方全員に
図書カード500円分をプレゼントいたします。

みなさまの声がリエゾンの誌面づくりを支えています。

＊ご応募いただいた方は リエゾンモニターとして登録させていただきます。

12月10日、霞テラス噴水前にて、麹町警察
署管内の企業、地区町会、公共交通機関や官
公庁が団結して「テロを許さない街づくり」
を目指す「麹町パートナーシップ」による合同
訓練が行われました。
霞が関地区の将来や東京オリンピック・パラ
リンピックに向けて官民の連携を強化するこ
とが目的です。テロを想定した緊張感ある訓
練が、多くの人の注目を集めました。

国際テロ合同訓練
12月4日、5日の2日間、乗馬クラブクレイン
の協力のもと、霞テラスにポニーの小次郎く
んと羊のアヤメちゃんがやって来ました。来
年に向けた干支の引き継ぎイベントとして開
催しました。
小次郎くんとアヤメちゃんにふれあうこと
で、仕事の合間の「癒し」を感じることができ
たのではないでしょうか。年賀状の素材のた
めにと、写真を撮られる方も多くいました。

2015年は「未年」です麹町パートナーシップ

「霞が関にポニーと羊がやって来る！」

上：爆発物を確認し、その処理を慎重に行う訓練。
下：警察犬の基本的な訓練、服従訓練を披露。

上：左がアヤメ、右が小次郎です。
下：触れられたり、撮影されたり、大人気の2頭。

お電話で下記希望会場に「リエゾン
63号を見た！」とお伝えください。
　○各会場先着50名まで参加が可能
○所要時間：90分（騎乗時間20分）
○別途諸費用として1，280円が必要です。
○受講期限：2015年2月28日まで

○（埼玉県）東武乗馬クラブ&クレイン
　［☎］0480-92-4611
○（埼玉県）乗馬クラブクレイン伊奈
　［☎］048-723-1700
○（埼玉県）SRC狭山乗馬センター　　　
［☎］04-2954-4966
○（東京都）乗馬クラブクレイン東京　　　
［☎］042-718-4404
○（千葉県）乗馬クラブクレイン千葉　　　
［☎］043-228-5531
○（神奈川県）乗馬クラブクレイン神奈川　
［☎］0463-87-6610
○（茨城県）乗馬クラブクレイン茨城
　［☎］029-861-8867
※定休日：火曜日（東武乗馬クラブのみ月曜日）

乗馬クラブクレイン
乗馬試乗会ご招待！

特典

会場
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