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 テナントのみなさまとの連携強化をめざして

霞が関ビルサービスセンターリニューアルオープン！
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霞が関ビルサービスセンター
リニューアルオープン！

テナントのみなさまとの連携強化をめざして

■執務デスク1
これまでの島型から監視
モニターと正対するレイア
ウトにしました。

ニューアルによってお客様に日々の活動を見てい
ただけるようになっただけでなく、私たちにとって

も業務がよりスムーズに進められるようになりました。9面
マルチモニターや電子黒板の導入により、所員の情報共
有がスムーズになりました。また、無線LANを導入したこ
とにより会議のペーパーレス化も実現しました。リニュー
アルを経て、これまで以上に高い意識をもって業務に取り
組み、さらなる信頼が得られるよう努めていきます。

Guide 1
「リニューアル後の
設備や機能を
紹介します」　
霞が関ビルサービスセンター  設備担当

河合　徹

リ

ービスセンターのリニューアルは、お
客様に安心感や信頼感を提供するこ

とが大きな目的です。「魅せる化」により、
日々の活動や訓練を常時ご覧いただき、ま
た、サービスセンターをご存知なかったお客
様にも認識いただけるようになりました。
リニューアル後、お客様からは「驚いた」「期
待している」などの声が寄せられ、良い印象
をもっていただいているように感じていま
す。今後もさらに安心感や信頼感をもってい

サ ただけるよう努めてまいります。
有事の際に被害を最小限にするためには、自
助・共助による災害対応力を高め、連携する
ことが大切といわれています。霞が関ビルデ
ィングでも、有事の際にはテナントの皆様と
の連携が欠かせません。今回のリニューアル
で、サービスセンターがお客様にとってより
安心感や信頼感のある身近な存在となり、非
常時に一体となって活動ができるよう連携強
化につなげていきたいと考えています。

■執務デスク2
フリーアドレス採用により
スペース効率の向上やク
リーンデスクを徹底。

■緊急地震速報
気象庁から配信される“緊急地震速報”
を受け、強い揺れが来る前に推定震度
や猶予時間を表示する装置。

ダークなトーンの内装が魅せる化に貢献。
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ービスセンターで行われる訓練を、
お客様に見ていただけるようにな

りました。毎朝の訓練では、火災、停電、
エレベーター、AED対応などを行ってお
ります。これに加えて定期的に大規模な
訓練も行っています。これまで以上に安心
感をもっていただけるように心掛け、日々
取り組んでいます。
警備スタッフの士気も高まっていると感じ
ています。また、設備スタッフなど他のス
タッフとの連携やコミュニケーションも大
切にしています。

Guide 2
「さらなる安心感を
感じていただけるよう
日々訓練しています」　

霞が関ビルサービスセンター
警備担当

佐藤 仁司

1月16日にリニューアルオープンした霞が関ビルサービスセンター（以下、サービスセンター）。
新しくなったサービスセンターの設備や機能、日々行っている訓練について紹介します。

テナントのみなさまにとってより身近な存在となり、災害時等の連携の強化をめざしています。

January 16th, 2015
Renewal Open!

Guide 3
「安心感と信頼感を
つくり、災害時の連携に
つなげていきます」

霞が関ビルサービスセンター
所長

北村 武夫

サ

1月16日のリニューアルオープンの時に実施した訓
練の様子。写真上は霞テラスでの人命救助、写真下
はサービスセンター内での訓練の様子。

■監視モニター
中央監視装置の監視モニターを
大画面に更新。情報共有がしや
やすくなりました。

■天井照明
平時と有事、また日中と夜間など
シーンに合わせて調光できる
LED照明に。写真は有事を想定
した訓練での照明。

■情報ウォール
中央に9面マルチモニター、両サイド
に電子黒板を設置。平時には作業予
定表や任務表などを表示、有事の際
には被害状況記録やテレビ会議等に
利用します。

■ガラス張りのロビー側壁面
1階ロビーからガラス越しにサービス
センターの活動が見えるようになりま
した。また、ガラスの両サイドにデジ
タルサイネージを設置しました。災害
時には災害情報を提供します。

LBF→

入口

車寄せ

1F

入口
け
や
き
広
場

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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rom KASUMI DINING

便利でお得な「ワーカーズクーポン」、今年も開催！
ICカードを提示するだけで、霞ダイニングの下記店舗にてさまざまな特典を受けられる
「ワーカーズクーポン」を実施します。割引特典やプレゼントがありますので、ぜひご利用ください。

2015年9月30日（水）まで開催

下記店舗にてお持ちのICカードをご呈示ください。

三井のオフィス入居者様限定！

【各特典のご利用にあたって】
○他サービス・特典との併用不可。 ○特典は2015年4月現在の内容です。 ○内容は予告なく変更となる場合があります。 ○事前にICカードをご呈示さ
れなかった場合、後からサービスをご提供することや、内容相当のご返金はできませんので、予めご了承下さい。○本サービスの対象ビルは、「霞が関ビル
ディング」「虎の門三井ビルディング」「新霞が関ビルディング」「虎ノ門琴平タワー」「東京倶楽部ビルディング」のICカードのみになります。

注文時にICカードを呈示 予約時にICカードを呈示宴会・パーティプランディナー割引・サービス

霞が関ビルディング 虎の門三井ビルディング 新霞が関ビルディング 虎ノ門琴平タワー 東京倶楽部ビルディング

霞が関ビルディング

東京倶楽部ビルディング

恵比寿BIAN
韓国風創作ダイニング

○1F　☎03-3592-3101

BARBARA market place
325 KASUMIGASEKI

バール＆レストラン

○1F　☎03-6206-1011

PRONTO IL BAR
カフェ＆バー

○1F　☎03-3580-6525

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや
和食

○1F　☎03-3595-3088

10％OFF　※ディナータイムのみ、4名様以上のご利用時

いつでも10％OFF　※お1人様2,000円以上のご利用の場合に限る

お1人様生ビール１杯乾杯プレゼント　※他のサービスとの併用は不可

SAKE bistro W
ジャパニーズレストラン バー

○1F　☎03-3501-1811

食堂 BAR カスミガセキ
ジャパニーズ・バール

○2F　☎03-3501-0877

8名様以上で1名様、30名様以上で2名様、
70名様以上で4名様分の料金無料！　　

※パーティーコースのみ

霞が関では当店だけ！「樽生スパークリングワイン」お1人様１杯プレゼント
ロゼ色に焼きあげた「プレミアムローストビーフ」を

人数分プレゼント　　　　　  　
※ご希望の場合は予約時に
　スタッフにお伝えください

ディナー 15%OFF　※7月・8月は使用不可

貸切最大160名様まで（立食式）対応可！
（貸切特典：10,000円割引）

※詳しくは店舗に
　お問い合わせください

10％OFF　※パーティー・イブニングSETのみ注文の方に限る

飲み放題無料アップグレード（980円→1,480円のプランに）
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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 第十三回
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祭礼は陰暦の6月15日に行われ、山
王祭と呼ばれます（現在は2年に一
度、6月中旬開催）。別名「上覧祭」
「天下祭」等とも称され、江戸庶民に
親しまれました。江戸時代には、半蔵
門から40数基の山車が城内に入り、
将軍のみならず大勢の方々が観覧し
ました。
本殿の裏側にまわると、「山王稲荷神
社」があり、そばに階段があります。一
段ごとに寄進された「朱色の鳥居」が

が関ビルディングの近くに「山
王日枝神社」があります。山王

下の大きな鳥居［写真1］をくぐり、階段
を上ると「ここが都心？」と勘違いするく
らい自然の豊かな場所に着きます。
眼下に広がる溜池、南に赤坂台地、
東に江戸湾。かつて、ここからの眺め
は絶景だったでしょう。
山王日枝神社の神門をくぐりますと、正
面に本殿が見えます。境内は、掃き清
められ、清 し々い気持ちになります。

立ち並び、実に壮観な風景です［写
真2］。
外堀通りに出て、赤坂見附交差点に
行きます。近くにある弁慶橋を渡って
いくと、明治23年（1890）に開園した
清水谷公園［写真3］にたどり着きま
す。ここで、森林浴が楽しめます。
また、青山通りを渋谷方面に200m程
歩くと「豊川稲荷東京別院」［写真4］

に到着。江戸時代、南町奉行として名
を馳せた大岡越前守忠相の屋敷神
を、明治になってこの地に移しました。
境内にはさまざまな神様が祀ってあり
ます。それらの一つひとつを巡り祈願
している方々を見かけます。「商売繁
盛・縁結び」等様々な願いを持って祈
念するのでしょう。
都心の一角に鎮座する神社や公園
に、ちょっと足を向けましょう。

参考文献／宮尾しげを監修『東京名所図会
（麹町区之部）、（赤坂区麻布区之部）』睦書房

1 2

3 4

霞

1 山王日枝神社  2 山王稲荷神社  

3 清水谷公園  4 豊川稲荷東京別院

山王日枝神社
山王稲荷神社

霞が関ビルディング

国会議事堂

国会図書館

赤坂
Bizタワー

日比谷高校外
堀
通
り

ホテル
ニューオータニ

皇居
清水谷公園

豊川稲荷
東京別院

200 600 1000m
N

の表面まで手入れが行き届いている
と、ビジネスでもプライベートでも清

潔感やさわやかな印象を与えることができま
す。今回は爪表面のお手入れを紹介します。
手順に登場するバッファーやシャイナーなどの
道具はドラッグストアで手軽に購入できますの
で、ぜひトライしてみてください。2週間に1度
くらいのペースがおすすめです。
STEP_1：爪表面を滑らかに
まず、バッファーという爪やすりで爪の表面の
デコボコや縦筋を滑らかにします。バッファーの
目の粗さは数字で表され、数字が小さければ目
が粗くなります。おすすめは200以上です。
磨くときは往復させてOK。デコボコや縦筋が

爪 第  回

「爪表面の
         お手入れ」

Presented by OTOKO NAIL

適正休憩所（霞が関ビルディング1階）

［営］月～金：11時～20時  土：11時～18時
［休］日・祝　［☎］0120-662-880
http://otokonail.com/

Presented by OTOKO NAIL

Hand & Nail かんたんセルフケア 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

男性も女性もご利用できます！

気にならない方は、2～3回軽く磨く程度で大
丈夫です。磨きすぎは禁物です。
STEP_2：ツヤを出す
表面の凸凹を滑らかにした後、より細かい目の
爪磨き、シャイナーを使ってツヤを出します。
シャイナーは表裏で目の粗さが違います。最
初に粗い面で爪表面を磨きます。少しツヤが
出たら、細かい面に持ち替えてさらに磨き上げ
ます。一部分だけではなく、爪全体を磨き上げ
ることがポイントです。
STEP_3：仕上げ
爪専用の「キューティクルオイル」を塗って仕
上げです。爪のまわりと甘皮部分に塗ってか
ら、指で染み込ませるようにして伸ばします。

STEP_1 STEP_2 STEP_3
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○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

ラジオ局としてのコンテンツを活かした、
声、アナウンスに関する講座を運営しています。

るスクール・講座の運営に携わっています。
スクール事業の柱のひとつが、「CM・番組
ナレーターカレッジ」です。現役で活躍する
ナレーターやCM制作プロデューサー、演出
家が、音声表現技術の基本からスタジオワ
ークまで、ラジオ放送でも使用するスタジオ
で指導します。プロを目指す方はもちろん、
お仕事に役立てたい方にもおすすめの講座
です。講師、スタッフは声の可能性を引き出
すため、最高の講座を提供したいという思い
で運営しています。
また、開講から20周年の「赤坂朗読サロン」は
月から土曜日まで20クラスを超え、朗読を学ぶ
講座としては先駆けだと自負しています。その
ほか、アナウンス以外の分野ではカメラ、写真
など各界で活躍中のプロフェッショナルが指
導する1日完結のワークショップも人気です。
ご見学、体験レッスンを実施している講座も
あります。ご興味のある方は、当社スクール
のウェブサイトをぜひご覧ください。

ジオ放送には、みなさんになじみの

AMとFMのほか、短波放送がありま
す。当社は「ラジオNIKKEI」の愛称で、短波
放送を行っています。短波放送を受信するに
は専用の機器が必要でしたが、ラジオ放送を
インターネットで同時に配信する「radiko」
により、PC・スマホでどこでも聞けるように
なりました。
ラジオNIKKEIは、専門性の高い放送内容が
特徴です。株式、為替など一般投資家向け
のマーケット番組、医学・健康情報番組、中
央競馬の実況中継。これら3つの分野をメイ
ンに、他局とは一味違った放送をしています。
スマホで気軽に、楽しみながら役に立つ情報
を入手していただきたいです。
こうした当社がもつコンテンツを利用したセ
ミナーやイベント、通信販売、スクール事業
の展開も年々拡大しています。
私はスクール事業の担当として、ラジオ局と
しての特性を活かし、声やアナウンスに関す

ラ

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。

Vol. 03

会社名
株式会社日経ラジオ社
○虎ノ門琴平タワー 16・17階

　
リエゾンモニター
浅野 忠宏さん
○クロス営業部 チーフディレクター
　スクール事業担当

「正しいアクセントとイントネーションで
いい声をつくることが基本です」

○受講者の感想で印象に残っていることは？
周囲の人から「何かいいことがあったの？」と
言われたという話がありました。発声練習を
していると気持ちがおおらかになります。顔
の筋肉の使い方や目の使い方もお教えしま
すから、自然と顔がいきいきとしてくるので
しょう。
○大切にされていることは？
まず身体と心をオープンにすることです。そ
のためにはどういう運動や思考が必要なの
かをお教えします。そうした発声をすること
で、相手からも声をかけやすい雰囲気をつく
ることにもつながります。
○最後にメッセージを
ナレーターという仕事に限らず、日本語を大
切にしたい方に受講していただけるとうれし
いです。私たちの行っているスクールの意味
は、そこにもあると思います。

○スクールの特徴を教えてください
他のスクールは、テクニックを中心に教える
ことが多いのですが、当方の講座は正しいア
クセントとイントネーションで、いい声をつく
ることを基本としています。それにより言葉
が立ち、自分の思いが込められたインパクト
のある話し方になり、オーバーにリアクショ
ンをしなくてもしっかりと伝わります。
講座の期間は週2回3カ月の短期集中型で
す。20年ほど前からこのスタイルで行って
います。
○どんな方が参加されていますか？
ナレーターの仕事をめざす方と、ビジネス
に活かしたいという方の半々です。ビジネス
ではプレゼンテーションや講演の際のスキ
ルアップに役立てていただいています。ま
た、声や話し方に悩みのある方も受講され
ています。

「CM・番組ナレーターカレッジ」の運営協力をする
株式会社コーラルアイランドの代表取締役社長 多田哲也さんに、
スクールの魅力についてうかがいました。ビジネスでの話し方のヒントがあるかも。

School Interview 

スクール・講座について詳しくは

http://www.radionikkei.jp/

「CM・番組ナレーターカレッジ」の
講座の様子
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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 適正休憩所　 1F霞
［営］月～金.
　　　  土.
［休］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

※2015年3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

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］ランチ　11：30～14：00（LO13:30）

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

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

バール＆レストラン

BARBARA market place
325 KASUMIGASEKI
○霞が関ビルディング1階

フ
ォ
ガ
ー
テ
ィ
小
夜
子 

さ
ん

豪快に楽しむジューシースペアリブ
当店ではヨーロッパ各地の料理をアレン

ジして提供しています。「BARBARA（バル

バラ）」とは、ヨーロッパの市場街にあるお

店をイメージさせるアイコンとして名付け

ています。

当店の一押しは、ディナーメニューで提供

しているスペアリブです。

お肉にこだわり、日本人好みに育

てたカナダ産麦富士豚を使って

います。赤身の中にきめ細かい

脂身がありとってもジューシー。

ソースを数種類用意しております

が、特におすすめはオニオンガ

ーリックソースです。にんにくの香

りと甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広

がります。食べやすいサイズなので思い切

りかぶりついて豪快に楽しんでください。

スペアリブはどんなお酒にも合いますが、

この時期におすすめしたいのがレモン風

味を加えたビアテイスト飲料の「ラドラー」

です。生で楽しめるのは当店を含め、全国

で4店しかないのでぜひお試しください。

そのほか、石窯で焼き上げるピッツァや自

家製焼きたてパンが食べ放題のランチも

おすすめです。貸し切りでのパーティも可

能ですので、ぜひご利用ください。

［☎］03-6206-1011

［営］月～土：ランチ 11時～15時（L.O.）、カ

フェ 15時～16時、ディナー 16

時～23時30分（L.O.22時30分）

　　日：12時～20時（L.O.19時）

［休］無休　［席］86席

http://www.barbara-mp.com

スペアリブ
オニオンガーリックソース
（1本432円、2本からオ
ーダー可）
かぶりつくと肉汁と旨み
があふれ、甘辛いソース
と絡む。食べごたえ十分
の一品。

今回の
お店

店長の 押し！一イチ

Data

サントリー ラドラー（594円）。すっきり甘いレモン風味のビアテイスト飲料。

11:00～20:00
11:00～18:00
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I N F O R M A T I O N イベント報告寒かった冬を乗り越え、おだやかな
日々もすぐそこ。春到来です。気持
ちをリフレッシュして新たなスター
トを切るのにふさわしい季節です。

●
新たなスタートといえば、霞が関ビ
ルサービスセンターが、1月16日
よりリニューアルオープンしまし
た。魅せる化したサービスセン
ターをご覧いただけましたでしょう
か。みなさまのオフィスライフの安
全と安心をしっかりと守っていきた
いと考えています。

●
昨年度より引き続き実施する「三
井のオフィス入居者様限定ワー
カーズクーポン」を紹介しました。
ICカードの掲示だけで、霞ダイニ
ングの店舗にてさまざまな特典を
受けられますのでぜひご利用くだ
さい。

●
リエゾンへのご意見やご感想はinfo 
@liaison-net.jpまでお寄せくださ
い。ご協力お願い申し上げます。

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

2月17日（火）、霞が関ビルディングにて、山形県酒田
市の特産品を販売するミニマルシェを開催しました。
庄内平野にある米どころで、港町の酒田市。庄内米や
日本海の恵みなどの特産品を販売しました。

また、日本3大つる
し飾りのひとつ、酒
田市「傘福」を展
示。999個のつるし
雛は圧巻でした。お
昼には酒田舞妓に
よる演舞が披露さ
れ、多くの人を集め
地域をアピールし
ました。

酒田市マルシェ開催
山形県庄内地区より

春の火災予防運動にあわせて、3月3日（火）霞が関ビ
ルディング1階プラザホールにて、東京消防庁音楽隊に
よる火災予防コンサートを開催しました。
東京消防庁音楽隊は日本初の消防音楽隊として

1949年に誕生。音
楽を通じて「東京
都民と消防のかけ
橋」として、防火・
防災を呼びかけ、
安全、安心な地域
づくりのために、演
奏活動を行ってい
ます。

火災予防コンサート開催
東京消防庁音楽隊による

上：999個のつるし雛
が飾られた「傘福」　
下：酒田舞妓の演舞

上：アンコール併せて
全6曲を演奏　下：東
京消防庁のマスコット
「キュータ」も登場

L i a i s o n  T O P I C S

民設民営の公民館「霞が関ナレッジスクエア」
千代田区霞が関には、公民館や図書館などの公共の学びの場がありません。
そこで、霞が関で働いている人たちに学びと交流の場の提供をミッションとして、
2008年より活動する民設民営の公民館が「霞が関ナレッジスクエア（以下、KK2）」です。

学ぼう！ 交流しよう！

KK2が提供する4つの学び
○人と人の絆と地域の再生
大船渡市末崎地区を拠点としたボラン

ティア活動や、災害時の帰宅困難を体

験する「霞が関防災キャンプ」などを

開催。

○しごと力向上・エキスパートと学ぶ
さまざまな分野で活躍するエキスパート

にお話を伺うなど、学生や社会人が「働

く」ことを考え学ぶプログラムを開催。

○アクティブシニアを応援
退職後も新しいフィールドで活躍するシ

ニアをゲストに迎え、やりがいや生きが

いなどを語っていただくイベントを開催。

○文化に親しむ交流事業
霞が関寄席や一流の演奏家による演奏

会、ワインセミナーなどの食と文化講座

といった多様なプログラムを開催。

KK2セミナー・イベントスペース紹介
○スタジオ
面積100㎡、天井高4.5mで最大100名

収容可能。パソコンを使ったプレゼンテ

ーションに最適な大型スクリーンおよび

高精細プロジェクターを完備し、遠隔地

の複数拠点を繋ぐネットワーク環境も整

っています。会議、研修、説明会、セミナ

ー、収録、パーティ等さまざまな用途に

活用できます。 
○交流カフェ「エキスパート倶楽部」
103インチプラズマディスプレイや無線

LANなどの設備を備え、イベントやセミ

ナー開催、貸切パーティにご利用いた

だけるスペースです。平日のランチタイ

ムは、レストランとして営業しています。

※ラウンジ（有料メンバー専用）もあります。
※利用料金等詳細はWEBサイトをご覧ください。

上：スタジオ　下：交流カフェ「エキス
パート倶楽部」

霞が関ナレッジスクエア
［☎］03-3288-1921
［営］9時～18時（通常営業）
※レンタルスペースは、7時30分から22時
まで予約可能

［休］日・祝
http://www.kk2.ne.jp

Map 霞が関ナレッジスクエア
霞が関コモンゲート西館
※奥エスカレータ上がる

交流カフェ
「エキスパート倶楽部」
霞が関コモンゲートアネックス

霞が関ビルディング

WEBの参加申込フォーム「その他、連絡事
項等」に「リエゾン」と入力していただくと

KK2メンバー料金（有料会員価格）でご参加
いただけます。
※事前にKK2 「無料WEB会員登録」が必要です。
　（2015年9月末日まで有効）

KK2プログラムにお得な料金で
ご参加いただけます！

Liaison読者限定特典
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