
イベント情報

三
井
不
動
産
ビ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
   発

行：
三
井
不
動
産
ビ
ル
マ
ネ
ジ
メント

株
式
会
社
 霞
が
関
オ
フ
ィ
ス
 TEL:03-3580-0576767

 http://w
w
w
.kasum

igaseki3
6
.com

      こ
の
情
報
誌
は
古
紙
100％

再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

2O16  AUTUMN

70

少しずつ空気にさわやかさを感じるようになり、
ようやく秋の足音が聞こえてきました。季節の変
わり目に体調を崩されないようお気を付けくだ
さい。

●
リエゾン70では、新霞が関ビルディング1階にあ
る保育所、あっぷるキッズかすみがせきについて
詳しくご紹介しました。廊下から扉を開けると、そ
こはビル内とは思えない温かな空間が広がりま
す。佐々木所長はじめ、スタッフのみなさんはや
さしく、おだやかな雰囲気。何より子どもたちが
とても楽しそうに過ごしていたのが印象に残りま
した。見学などご希望の場合は気軽に問い合わ
せてみてください。

●
また、今号ではこの夏に行われたイベントをレ
ポートしました。振り返るとイベント盛りだくさん
の夏でした。そして秋、「霞マルシェ2016」を10月
17日より5日間開催します。詳細は追って館内チ
ラシやポスター、霞が関ビルディングホームペー
ジでご案内いたしますのでご期待ください。

●
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。みなさんのご意見で
実現した記事も多数あります。今号でもアンケー
トを実施しておりますので、ぜひご応募ください。

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 これまでのリエゾンで印象に残っている記事は？
もしくは、これから取り上げてほしい記事は？

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：2016年10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。

 霞が関のぬくもりあふれる保育所

あっぷるキッズかすみがせき
 「霞が関音楽祭2016」「霞の打ち水2016」ほか

2016 Summer Event Report

 第6回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

ヘッドマッサージ

 第19回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

霞が関から飯倉橋交差点へ

 店長の一押し！

［黒毛和牛焼肉］ ヒレ肉の宝山

I N F O R M A T I O N

秋の味覚をお楽しみください

霞マルシェ2016を
開催します！

知らざれる地域の逸品や東北復興商品を紹介・販売する「霞マ
ルシェ」を今年も5日間にわたって開催します。出展する自治体
等詳細は今後、館内チラシやポスターなどでご案内いたします。
ぜひご期待ください！

イベント報告

福井県福井市マルシェ、
山形県鶴岡市マルシェを開催しました。
8月上旬に2つのミニマルシェを開催しました。8月4日～5日開催の
福井マルシェでは、焼き鯖寿司や鯖缶詰、そばなどを販売。8月8日～
9日開催の山形県鶴岡市マルシェでは、庄内米やだだちゃ豆、トマト
などを販売、連日たくさんの人を集めました。

マルシェ開催で活気あふれる霞が関
ビルディングロビーの様子。 1 福
井県マルシェ。 2 鶴岡市マルシェ。
3 8月8日には福島県伊達市より桃
の配布が行われました。写真は桃の
入った袋を持つミスピーチキャンペ
ーンクルー。

○開催期間：10月17日（月）～ 10月21日（金）
○開催場所：霞が関ビルディングロビー階・霞テラス（予定）

3日間 10月17日（月）、18日（火）、19日（水）

霞が関からまちおこし

10月20日（木）、21日（金）

宮城県・福島県を応援2日間

1

3

2

※写真はすべてイメージです。 ※各イベントの詳しい内容は、館内チ
ラシやポスター、霞が関ビルディングホームページをご覧ください。



新霞が関ビルディング1階に事業所内保育所があるのをご存知ですか？

あっぷるキッズかすみがせきは、「愛・行動・感謝」を理念に持つ

東京愛成会が運営しています。「だいすき！（愛）」「やってみたい！（行動）」

「ありがとう！（感謝）」という気持ちを持てる

子どもに育ってほしいと願い、日々保育に取り組んでいます。

―あっぷるキッズかすみがせきならで
はの特長は？
ビル内にあるとは思えない温かい雰囲気
です。室内は森の中をイメージしてデザイ
ンされています。木や緑のイメージの内装
や家具がふんだんにあります。認可保育
園と同様の面積を確保しているのでとて
も広々しているのも特長です。はじめてい
らっしゃると広くて温かい雰囲気ですね、
とみなさんびっくりされます。
―家具やおもちゃへにもこだわられて
いるそうですね。
保育室内では、静岡県の家具屋さんでオ

ーダーメイドした良質の木材を使った家
具やおままごとセットを使用しています。釘
や接着剤を使わずに作られ、優しいデザ
インと木のぬくもりや感触が伝わるもの
です。壊れても家具屋さんが修理に来て
くれるんです。毎日使うものだからこそい
いものを長く、と思っています。
そのほか、おままごとに使うおもちゃにフ
ェルトなど布を使った手作りのおもちゃも
たくさん使っています。
―園内以外の遊びはいかがですか？
日当たりのよいテラスもあり簡単な外遊び
もできますし、近隣には、緑豊かな日比谷
公園や前庭公園がありますので天気の良
い日はよく散歩に出かけます。
雨の日にはビル内を散歩することもありま
す。すれ違うとみなさん「かわいいね」と
やさしく声をかけてくださいます。霞が関
ビルで開催されるイベントに参加すること
もありますよ。
―佐々木所長が保育において心がけ
ていることを教えてください。

第一に安全であることです。保護者の方
が安心して預けられることが最も重要だ
と考えます。
また、当園は0歳と1歳のお子様が多く、
大人との愛着関係を築く大切な時期で
す。いっぱい話しかけ、笑いかけ、だっこし
てあげることが、とても大事だと思ってい
ます。
そんな温かい雰囲気の中、優しいまなざ
しで子どもにかかわるためには保育者が
穏やかな気持ちでいることが求められま
す。そのために子どもにとって、また保育
者にとって良い環境づくりをすることを心
がけております。
―そのほか園としての取り組みについ
てお聞かせください。
当法人は大田区と横浜市で認可保育所を
運営しています。保育士は大田区の認可
保育所に月1回研修があり、日々保育の質
の向上に努めています。

所長  佐々木 彩子さん

保育士

亀橋 由樹恵さん
「当園には子どもが
大好きな優しい先生

がたくさんいます。見学は随時
受け付けしておりますので、い
つでも遊びに来てください。」

「子どもが安全に過ごせるように心がけています。保護者の方からお預かりし、
元気に過ごし、お返しするのが私たちの務めです。また、子どもが安心して過ごせる
居場所であるように笑顔で穏やかに関わるようにしています。」

登園→自由遊び→おやつ→主活動→給食→
午睡→おやつ→自由遊び→降園
　主活動は、お散歩、水遊び、砂遊び、テラス遊び、制作、
ビル主催の行事参加、季節の行事（こどもの日、七夕、
クリスマス、節分、ひな祭りほか）などが行われます。

保育士

森川 聖子さん

「一番は安全面です。子どもたちが安全に遊べるように見守り、
柵などを利用し危険防止に努めています。
子供たちの気持ちに寄り添い、笑顔で関わるようにしています。」

保育士

渡辺 寿美子さん

「子どもたちがリラックスして過ごせるような雰囲気づくりを心掛けています。
保護者の方が安心して仕事に打ち込めるように
お手伝いさせていただきたいと思っています。」

保育士

神谷 真知子さん

「子ども一人ひとりの発達段階や、性格、個性に合わせた
援助、配慮を心がけ、得意なことを伸ばして行けるような
関わりをするようにしています。」

栄養士

木村 美香さん

「保育園の子どもたちは味覚形成の大切な時期です。
また、発育には個人差があるので、心身の発達、年齢に合わせ、
清潔で安全、安心して食べられる食事作りを大切にしています。」

おままごとに使うフェルトのおもちゃはスタッ
フのみなさんの手作りです。

おままごとセットも木を使用。毎日使うものだ
からこそという思いが込められています。

こだわりの木の家具です。静岡県の家具メ
ーカーにオーダーメイドしました。

保育園前のテラス
でプール遊び。三
輪車などの乗り物
遊びもここで。

洗面所は子どもに楽しい気持ちをもっても
らえるよう、やさしい雰囲気となっています。

0歳児のお部屋。写真奥には沐浴できる設
備もあります。

園内の様子。認可保育園と同等の面積で
広々しています。

保育園名のプレート。園内の温かな雰囲気
を象徴するようなデザインです。

エントランスには季節ごとにハンドメイドの
作品が並びます。

ぜひ見学して
みてください！

ご利用案内 霞が関のぬくもりあふれる保育所

あっぷるキッズ
かすみがせき

所長に聞きました  「園の特長や取り組みは？」

常時保育の1日の流れ

スタッフのみなさんの声  「保育で心がけていることは？」

Apple Kids
Kasumigaseki

常時保育について
○個人向け料金  月額利用料：160,000円  ※三井不動産テナント企業にお勤めの方限
定です。 ※入会金は無料です。 ※施設管理用および昼食・ミルク・おやつ代を含みます。

○開園時間  平日7時45分～ 18時30分  ※20時まで対応可能ですが、18時30分

以降は600円/30分の延長料金が必要です。

○定員 18名  ※0歳児は9名まで。生後57日以降から入園可能です。 ※お申し込み後、

入園に当たっては面接があります。
　一時保育について （1時間からお預かりできます。）

○利用時間：平日8時～18時
○保育料：800円/30分  ※一時保育利用申込書を記
入し登録。 ※お申し込みは3営業日前まで。

　お問い合わせ先
社会福祉法人 東京愛成会（所長 佐々木彩子）
［☎］03-6268-8628  ［Fax］03-6268-8627
［e-mail］apple-kids@sh-aiseikai.jp

新霞が関ビルディング

あっぷるキッズかすみがせき

霞が関ビルディング

東京倶楽部ビルディング

園内ご紹介

やさしい先生たち
に本を読んでもら
ってご機嫌です。

02 01
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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 第十九回

へへ

Take a W
alk T

hough K
asum

igaseki

諸道具を運びながら通ったのが、この
道です。

作家が歩いた道
二人の作家が、この辺りを散策してい
ました。一人は、島崎藤村。飯倉交差
点の近くに居住していたため、飯倉界
隈をよく歩きました［写真2］。『藤村全
集』の「市井にありて」の中に飯倉付
近が紹介されています。この文を読み
ますと、飯倉付近の当時の様子が良く
わかります。
二人目は、永井荷風です。『断腸亭日
乗』の大正9年（1920）5月23日の日記

が関から飯倉交差点までは、概
ね1.6キロ。ゆっくり歩いて30分。

飯倉交差点を過ぎ、赤羽橋から札の
辻へと向かうこの道は、江戸時代の基
幹街道である「東海道」と交わります。

篤姫が通った道
第十三代将軍家定と結婚するため薩
摩藩島津斉彬の娘・篤姫は、安政3
年（1856）12月、現在の「外苑東通り」
から飯倉交差点を左折して虎ノ門方
面に向かいました［写真1］。
渋谷の国学院大学辺りにあった「薩摩
藩下屋敷」から、篤姫や婚姻に必要な

に「この日麻布に移居す。（以下略）」。
と記しています。以来、自宅から飯倉
交差点や西久保界隈・増上寺周辺の
散策を楽しんだようです。

歴史の詰まった道
なお、西久保界隈にある、西久保八幡
神社［写真3］は第二代将軍秀忠の妻
「お江」が「関ヶ原の戦い」の必勝祈
願をしたと、伝えられています。
このように歴史が、ぎゅっと詰まった道
が、この国道一号線です。ちょっと歩
いて見たら如何でしょうか。新たな発
見があると思います。

参考文献／永井荷風著
『断腸亭日乗』岩波文庫、
島崎藤村著『藤村全集
第13巻』筑 摩 書 房、東
京市芝区役所『芝区誌』

1 飯倉交差点　2 飯倉
界隈にある雁木坂　3 西
久保八幡神社

霞
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Service Menu

オトコネイルよりおすすめのサービスやポイントをご紹介します。

ヘッドマッサージ
適正
休憩!
もっと

06

適正休憩ラウンジでは、本格的整体を行う「ボデ
ィサイン」のサービスが、毎週火曜日14時～20時
と水・木曜日11時～20時限定で受けられます。
短時間でスッキリできると人気のサービスメニュ
ーが「ヘッドマッサージ」です。
サービスでは施術ベッドに仰向けになっていただ
き、タオルをかけたあと、頭頂部、側頭部、目の周
り、首と、ていねいにマッサージしていきます。目

10分間で頭スッキリ、リフレッシュ！
の疲れや頭痛がある方、睡眠不足気味な方、スト
レスが溜まっていると感じている方にぴったりで
す。着替えもなくそのままの服装で受けていただ
けるので、時間のないワーカーの方にもおすす
め。お昼休みなど仕事の合間に来ていただけれ
ば、スッキリして効率も上がるのではないでしょう
か。まずは一度、ぜひ体験してみてください。

○約10分・1,080円

男性も女性もご利用できます！

［営］月～金：11時～20時、土：11時～18時
   　（ボディサインのサービスは火：14時～
 　　20時、水・木：11時～20時）
［休］日・祝　［☎］0120-662-880

http://www.otokonail.com/

Presented by OTOKO NAIL

適正休憩所（霞が関ビルディング1階）

頭頂部と側頭部を
マッサージ。側頭部
はストレスがあった
り、歯ぎしりのある方
が張りやすい部位。

サービスの流れ

1 目の周り、眉毛のあ
たりをマッサージ。
PCワークで疲れた
目をほぐしていきま
す。

2 首の横をマッサー
ジ。このあたりの張
りは頭痛の原因に
なるので、左右とも
入念に。

3 首の中心あたりに
髄液が通っており、
その流れをいったん
とめてから流すイメ
ージでマッサージ。

4
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ボディサイン 副院長

菅野 貴清さん

「10分間でもかなり満足
いただける費用対効果
の高いサービスですよ。
コーヒー1杯くらいの気

軽な気持ちでぜひいらしてみてください」

2016
Summer
Event  Repor t

三井のオフィス
ご縁日

「ご縁コミュニティ」が始動！

8.22（月）─24（水）開催

三井のオフィスで働く人たちのための新た
な取り組みとして9月より始動した、三井
のオフィス「ご縁コミュニティ」。そのプレイ
ベントとして、「三井のオフィスご縁日」が
開催されました。

1 　ロビー階には“ご縁コミュニティ”案内コーナーを設置。　2 　17時からご縁日フェスティバルとし
てヨーヨーすくいや射的を実施。　3 　霞ダイニングでは霞Worker’s Partyを同時開催。写真は
カフェテリアで行われた歌舞伎マジックの様子。

霞が関ビルディング
テナントファミリー防災ツアー

小学生のご家族向けイベント

8.7（日）開催

ツアーはサービスセンターの訓練見学をは
じめ、防災かるた作成、三角巾の使い方講座
など、夏休みの自由研究にぴったりの内容。
約2時間のツアー後、東海大学校校友会館
でのランチビュッフェで締めくくりました。

1  　霞が関ビルサービスセンター内外を使っての迫力ある訓練に見入る子どもだち。2  　防災
の内容が盛り込まれたかるたを行いました。　3　 訓練用の水消火器を使って消火器の使い
方を体験しました。

霞の打ち水
2016

今年で7回目の開催！

7.27（水）開催

今年で7回目の開催となった夏恒例の「霞
の打ち水」が霞テラスにて行われました。
霞テラス打ち水の会実行委員会61団体と
飛び入り参加で400名ほどが一斉に水をま
き、ひとときの涼を得ることができました。

1 　「レッツ、クールダウン」の掛け声とともに一斉に打ち水スタート！　2 　期限切れの非常用備
蓄飲料水3,600ℓが使用されました。　3 　霞テラスの温度を3カ所で計測。最大で27.8℃が
25.3℃まで下がりました。

霞が関音楽祭
2016

音楽に包まれる1週間

7.25（月）─29（金）開催

霞が関から文化を発信し日本を元気にする
目的で、文化庁や関係団体・企業が中心に
イベントを行う「霞が関から文化力プロジ
ェクト」。その一環として、今年で3回目とな
る「霞が関音楽祭2016」を開催しました。

霞が関ビルでの東京藝大プロデュースコンサート。　1 　「アカペラ四重唱“うたの魅力”」に出演
の左から野間愛、宮下大器、関口直仁、金持亜実（敬称略）。　2 　Vivo Dream Bandによる「真
夏のジャズ・ナイト」。　3　 「木管五重奏の愉しみ」の様子。

2016年、夏の霞が関ビルディングでは
音楽あり、お祭りあり、学びありと多彩な
イベントを開催いたしました。
その様子を写真とともに振り返ります。
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※価格は税込みです。040404 03
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と記しています。以来、自宅から飯倉
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歴史の詰まった道
なお、西久保界隈にある、西久保八幡
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「お江」が「関ヶ原の戦い」の必勝祈
願をしたと、伝えられています。
このように歴史が、ぎゅっと詰まった道
が、この国道一号線です。ちょっと歩
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菅野 貴清さん

「10分間でもかなり満足
いただける費用対効果
の高いサービスですよ。
コーヒー1杯くらいの気

軽な気持ちでぜひいらしてみてください」
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三井のオフィス
ご縁日

「ご縁コミュニティ」が始動！

8.22（月）─24（水）開催

三井のオフィスで働く人たちのための新た
な取り組みとして9月より始動した、三井
のオフィス「ご縁コミュニティ」。そのプレイ
ベントとして、「三井のオフィスご縁日」が
開催されました。

1 　ロビー階には“ご縁コミュニティ”案内コーナーを設置。　2 　17時からご縁日フェスティバルとし
てヨーヨーすくいや射的を実施。　3 　霞ダイニングでは霞Worker’s Partyを同時開催。写真は
カフェテリアで行われた歌舞伎マジックの様子。

霞が関ビルディング
テナントファミリー防災ツアー

小学生のご家族向けイベント

8.7（日）開催

ツアーはサービスセンターの訓練見学をは
じめ、防災かるた作成、三角巾の使い方講座
など、夏休みの自由研究にぴったりの内容。
約2時間のツアー後、東海大学校校友会館
でのランチビュッフェで締めくくりました。

1  　霞が関ビルサービスセンター内外を使っての迫力ある訓練に見入る子どもだち。2  　防災
の内容が盛り込まれたかるたを行いました。　3　 訓練用の水消火器を使って消火器の使い
方を体験しました。

霞の打ち水
2016

今年で7回目の開催！

7.27（水）開催

今年で7回目の開催となった夏恒例の「霞
の打ち水」が霞テラスにて行われました。
霞テラス打ち水の会実行委員会61団体と
飛び入り参加で400名ほどが一斉に水をま
き、ひとときの涼を得ることができました。

1 　「レッツ、クールダウン」の掛け声とともに一斉に打ち水スタート！　2 　期限切れの非常用備
蓄飲料水3,600ℓが使用されました。　3 　霞テラスの温度を3カ所で計測。最大で27.8℃が
25.3℃まで下がりました。

霞が関音楽祭
2016

音楽に包まれる1週間

7.25（月）─29（金）開催

霞が関から文化を発信し日本を元気にする
目的で、文化庁や関係団体・企業が中心に
イベントを行う「霞が関から文化力プロジ
ェクト」。その一環として、今年で3回目とな
る「霞が関音楽祭2016」を開催しました。

霞が関ビルでの東京藝大プロデュースコンサート。　1 　「アカペラ四重唱“うたの魅力”」に出演
の左から野間愛、宮下大器、関口直仁、金持亜実（敬称略）。　2 　Vivo Dream Bandによる「真
夏のジャズ・ナイト」。　3　 「木管五重奏の愉しみ」の様子。

2016年、夏の霞が関ビルディングでは
音楽あり、お祭りあり、学びありと多彩な
イベントを開催いたしました。
その様子を写真とともに振り返ります。
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赤身のヒレを心ゆくまで
「ヒレを厚切りで、タレで永遠に食べてい
たい！」という思いをこめた、ヒレをテーマ
にした赤身肉の専門店です。一号店の錦
糸町では焼肉スタイル、二号店は数寄屋
橋でステーキハウスとして営業していま
す。三号店となる当霞が関店は、焼肉スタ
イルとステーキのスタイルをあわせて楽し
んでいただけます。
当店のおすすめとしては、まず、名物のヒ
レの厚切りステーキです。分厚い5センチ
ほどのヒレ肉を、焼き加減のお好みがなけ
ればミディアムレアで提供します。ソース
はタマネギや醤油、バターなどを合わせた

もので、酸味と甘みが絶妙
に肉のうまみを引き立てま
す。何人かでシェアして召し
上がっていただいても楽し
い一品です。
焼肉では、やはりヒレが一
押しです。上質な赤身のヒ
レを、タレを付けて召し上
がっていただければ、ずっと噛んでいたい
ときっと思えるはずです。タレは試行錯誤
してつくりあげたヒレ専用です。しょうゆベ
ースでヒレのおいしさを引き出す秘伝のも
のです。
焼肉では、もちろん赤身とヒレを召し上が

っていただきたいのです
が、ハラミやタンなどもさま
ざまにご用意しています。肩
肉だけでも6種類、赤身だけ
でも8種類くらいあります。
わかりづらい部位もありま
すので、おすすめのお肉を
厳選したコースを用意して
います。焼肉をメインで楽し
みたい方には、コースがお
すすめです。

趣向を凝らしたさまざまな
イベントを開催中
一品料理では、ヒレ肉のロ
ーストビーフや牛肉を使っ

た焼きユッケ、また、アンチョビソースをか
けて食べるキャベツステーキなども人気で
す。さっくり飲みたい方にはこんなバル風
のメニューもおすすめです。
飲み物は赤ワインを中心に豊富に取り揃
えています。ぜひフルボディの赤とお肉を
あわせて楽しんでいただきたいです。ま
た、飲み放題メニューとして樽生ワインを
ご用意しています。イタリア産のフレッシュ
なワインを樽から直接グラスに注いで飲
めます。ワイワイ飲めると好評いただいて
います。
当店ではさまざまなイベントも実施してい
ます。既存店で好評いただいている肉のオ
ークションは不定期で開催しています。誕
生日や記念日のために肉ケーキもご相談
に応じて提供します。また、毎月10日には
オーパスワンが試飲でき、毎月29日にはロ
ーストビーフの食べ放題といったイベント
も開催しています。これからもみなさまに
楽しんでいただけるイベントを企画してい
きます。

店長の 押し！一イチ
黒毛和牛焼肉

ヒレ肉の宝山
○東京倶楽部ビルディング1階

大
野 

顕
寛 

さ
ん今回の

お店

［☎］03-6273-3151
［営］月～金：11時～15時（L.O.14時30分）、
　　　　　 16時～24時（L.O.23時30分）
      土：16時～24時（L.O.23時30分）
［休］日・祝
［席］69席
http://houzan.net

Data

※価格はすべて税込みです。

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
［ATATA M］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
［ATATA M］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第2　　　　  9:30～13:00第2・　　　　  9:30～13:00・第4　　　　  9:30～13:00第4）　　　　  9:30～13:00）.　　　　  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

※2016年9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

11:00～20:00
11:00～18:00

ヒレ厚切りステーキ（3,240円）
宝山名物の一品。これぞステーキというボリュー
ム感。特製のソースにガーリックチップをかけい
ただきます。肉のおいしさを存分に楽しめ、満足
感たっぷりです。

ヒレ（1,598円）
焼肉メニューのおすすめはやはり
ヒレ。厚切りのヒレ肉を秘伝のタ
レといっしょに召し上がれば、ずっ
と噛んでいたいと思えるはず。

左／樽から直接注いで楽しめる樽生ワイン。ワイワイ飲むにはぴっ
たりです。　右／店内にはピアノや大型スピーカーシステムも導入。

 霞ダイニングでもポイントがたまります！

rom KASUMI DINING

三井ショッピングパークカード
《セゾン》

三井ショッピングパークポイントカード

三井ショッピングパークポイントカード
《三井のオフィスご入居者様向け》

三井ショッピングパークポイントカード クレジット機能なしカード

カードを受け取ったその日からポイントがたまります。 ※一部対象外店舗あり

ご利用方法に関わらず、100円（税抜）につき1ポイントがたまります。 
お買上げ100円（税抜）につき1ポイント！

三井ガーデンホテルズの
宿泊でもポイントがたまる！

入会金・年会費

無料！

三井ショッピングパークポイントカード
《三井のオフィスご入居者様向け》配布中！

［場所］ LB階インフォメーション
　　　  ※4F三井不動産ビルマネジメント（株）霞が関オフィス、
　　　  　1F防災センターでも配布しております。
　［時間］ 平日 9:00～17:30

!
全国に対象施設が拡大中！
※一部対象とならない店舗、商品、支払方法がございます。 ※2016年9月現在の内容です。
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赤身のヒレを心ゆくまで
「ヒレを厚切りで、タレで永遠に食べてい
たい！」という思いをこめた、ヒレをテーマ
にした赤身肉の専門店です。一号店の錦
糸町では焼肉スタイル、二号店は数寄屋
橋でステーキハウスとして営業していま
す。三号店となる当霞が関店は、焼肉スタ
イルとステーキのスタイルをあわせて楽し
んでいただけます。
当店のおすすめとしては、まず、名物のヒ
レの厚切りステーキです。分厚い5センチ
ほどのヒレ肉を、焼き加減のお好みがなけ
ればミディアムレアで提供します。ソース
はタマネギや醤油、バターなどを合わせた

もので、酸味と甘みが絶妙
に肉のうまみを引き立てま
す。何人かでシェアして召し
上がっていただいても楽し
い一品です。
焼肉では、やはりヒレが一
押しです。上質な赤身のヒ
レを、タレを付けて召し上
がっていただければ、ずっと噛んでいたい
ときっと思えるはずです。タレは試行錯誤
してつくりあげたヒレ専用です。しょうゆベ
ースでヒレのおいしさを引き出す秘伝のも
のです。
焼肉では、もちろん赤身とヒレを召し上が

っていただきたいのです
が、ハラミやタンなどもさま
ざまにご用意しています。肩
肉だけでも6種類、赤身だけ
でも8種類くらいあります。
わかりづらい部位もありま
すので、おすすめのお肉を
厳選したコースを用意して
います。焼肉をメインで楽し
みたい方には、コースがお
すすめです。

趣向を凝らしたさまざまな
イベントを開催中
一品料理では、ヒレ肉のロ
ーストビーフや牛肉を使っ

た焼きユッケ、また、アンチョビソースをか
けて食べるキャベツステーキなども人気で
す。さっくり飲みたい方にはこんなバル風
のメニューもおすすめです。
飲み物は赤ワインを中心に豊富に取り揃
えています。ぜひフルボディの赤とお肉を
あわせて楽しんでいただきたいです。ま
た、飲み放題メニューとして樽生ワインを
ご用意しています。イタリア産のフレッシュ
なワインを樽から直接グラスに注いで飲
めます。ワイワイ飲めると好評いただいて
います。
当店ではさまざまなイベントも実施してい
ます。既存店で好評いただいている肉のオ
ークションは不定期で開催しています。誕
生日や記念日のために肉ケーキもご相談
に応じて提供します。また、毎月10日には
オーパスワンが試飲でき、毎月29日にはロ
ーストビーフの食べ放題といったイベント
も開催しています。これからもみなさまに
楽しんでいただけるイベントを企画してい
きます。

店長の 押し！一イチ
黒毛和牛焼肉

ヒレ肉の宝山
○東京倶楽部ビルディング1階

大
野 

顕
寛 

さ
ん今回の

お店

［☎］03-6273-3151
［営］月～金：11時～15時（L.O.14時30分）、
　　　　　 16時～24時（L.O.23時30分）
      土：16時～24時（L.O.23時30分）
［休］日・祝
［席］69席
http://houzan.net

Data

※価格はすべて税込みです。

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
［ATATA M］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
［ATATA M］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第2　　　　  9:30～13:00第2・　　　　  9:30～13:00・第4　　　　  9:30～13:00第4）　　　　  9:30～13:00）.　　　　  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

※2016年9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

11:00～20:00
11:00～18:00

ヒレ厚切りステーキ（3,240円）
宝山名物の一品。これぞステーキというボリュー
ム感。特製のソースにガーリックチップをかけい
ただきます。肉のおいしさを存分に楽しめ、満足
感たっぷりです。

ヒレ（1,598円）
焼肉メニューのおすすめはやはり
ヒレ。厚切りのヒレ肉を秘伝のタ
レといっしょに召し上がれば、ずっ
と噛んでいたいと思えるはず。

左／樽から直接注いで楽しめる樽生ワイン。ワイワイ飲むにはぴっ
たりです。　右／店内にはピアノや大型スピーカーシステムも導入。

 霞ダイニングでもポイントがたまります！

rom KASUMI DINING

三井ショッピングパークカード
《セゾン》

三井ショッピングパークポイントカード

三井ショッピングパークポイントカード
《三井のオフィスご入居者様向け》

三井ショッピングパークポイントカード クレジット機能なしカード

カードを受け取ったその日からポイントがたまります。 ※一部対象外店舗あり

ご利用方法に関わらず、100円（税抜）につき1ポイントがたまります。 
お買上げ100円（税抜）につき1ポイント！

三井ガーデンホテルズの
宿泊でもポイントがたまる！

入会金・年会費

無料！

三井ショッピングパークポイントカード
《三井のオフィスご入居者様向け》配布中！

［場所］ LB階インフォメーション
　　　  ※4F三井不動産ビルマネジメント（株）霞が関オフィス、
　　　  　1F防災センターでも配布しております。
　［時間］ 平日 9:00～17:30

!
全国に対象施設が拡大中！
※一部対象とならない店舗、商品、支払方法がございます。 ※2016年9月現在の内容です。
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イベント情報
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2O16  AUTUMN

70

少しずつ空気にさわやかさを感じるようになり、
ようやく秋の足音が聞こえてきました。季節の変
わり目に体調を崩されないようお気を付けくだ
さい。

●
リエゾン70では、新霞が関ビルディング1階にあ
る保育所、あっぷるキッズかすみがせきについて
詳しくご紹介しました。廊下から扉を開けると、そ
こはビル内とは思えない温かな空間が広がりま
す。佐々木所長はじめ、スタッフのみなさんはや
さしく、おだやかな雰囲気。何より子どもたちが
とても楽しそうに過ごしていたのが印象に残りま
した。見学などご希望の場合は気軽に問い合わ
せてみてください。

●
また、今号ではこの夏に行われたイベントをレ
ポートしました。振り返るとイベント盛りだくさん
の夏でした。そして秋、「霞マルシェ2016」を10月
17日より5日間開催します。詳細は追って館内チ
ラシやポスター、霞が関ビルディングホームペー
ジでご案内いたしますのでご期待ください。

●
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。みなさんのご意見で
実現した記事も多数あります。今号でもアンケー
トを実施しておりますので、ぜひご応募ください。

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 これまでのリエゾンで印象に残っている記事は？
もしくは、これから取り上げてほしい記事は？

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：2016年10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。

 霞が関のぬくもりあふれる保育所

あっぷるキッズかすみがせき
 「霞が関音楽祭2016」「霞の打ち水2016」ほか

2016 Summer Event Report

 第6回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

ヘッドマッサージ

 第19回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

霞が関から飯倉橋交差点へ

 店長の一押し！

［黒毛和牛焼肉］ ヒレ肉の宝山

I N F O R M A T I O N

秋の味覚をお楽しみください

霞マルシェ2016を
開催します！

知らざれる地域の逸品や東北復興商品を紹介・販売する「霞マ
ルシェ」を今年も5日間にわたって開催します。出展する自治体
等詳細は今後、館内チラシやポスターなどでご案内いたします。
ぜひご期待ください！

イベント報告

福井県福井市マルシェ、
山形県鶴岡市マルシェを開催しました。
8月上旬に2つのミニマルシェを開催しました。8月4日～5日開催の
福井マルシェでは、焼き鯖寿司や鯖缶詰、そばなどを販売。8月8日～
9日開催の山形県鶴岡市マルシェでは、庄内米やだだちゃ豆、トマト
などを販売、連日たくさんの人を集めました。

マルシェ開催で活気あふれる霞が関
ビルディングロビーの様子。 1 福
井県マルシェ。 2 鶴岡市マルシェ。
3 8月8日には福島県伊達市より桃
の配布が行われました。写真は桃の
入った袋を持つミスピーチキャンペ
ーンクルー。

○開催期間：10月17日（月）～ 10月21日（金）
○開催場所：霞が関ビルディングロビー階・霞テラス（予定）

3日間 10月17日（月）、18日（火）、19日（水）

霞が関からまちおこし

10月20日（木）、21日（金）

宮城県・福島県を応援2日間

1

3

2

※写真はすべてイメージです。 ※各イベントの詳しい内容は、館内チ
ラシやポスター、霞が関ビルディングホームページをご覧ください。


