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 三井不動産グループ各社のお得な情報をご案内しました！

『三井のオフィス』フェアReport
 TOPICS

カレコ・カーシェアリングクラブ
セルフ方式BOX型駐輪場「CYCLE BOX」

 第8回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

脊椎マッサージ

 第21回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

当世＊みなとお花見新名所

 店長の一押し！

［フォー専門店］ コムフォー

気候は日に日に暖かさを増し、装いも軽くなって
きました。春はスタートの季節。何か新しいことを
始めたくなる季節です。

●
リエゾン72号では、3月2日に開催された「『三井
のオフィス』フェア」についてレポートしました。三
井不動産グループ各社からお得なサービスや情
報をご紹介しております。みなさまのオフィスラ
イフや暮らしの中での新しいスタートやチャレン
ジにぜひお役立てください。

●
また、「カレコ・カーシェアリングクラブ」や「セル
フ方式BOX型駐輪場『CYCLE BOX』」について
は、さらに詳しく紹介しております。「カレコ」はビ
ジネスでのご利用はもちろん、これからのレ
ジャーシーズンに向けてプライベートでもご活
用いただけるサービスです。また、『CYCLE 
BOX』は大切な自転車を安全に駐輪できるサー
ビスです。ぜひご活用ください。

●
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。ご協力よろしくお願
いいたします。

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 リエゾンで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：2017年4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。

I N F O R M A T I O N

山形県酒田市・鹿児島県薩摩川内市・福井県福井市

ミニマルシェを開催しました

山形県の庄内平野にある米どころであり、港町である酒田市。
庄内米をはじめ、地酒やラーメンなどの特産品を紹介しました。
また、日本三大つるし飾りである「傘福」や厳冬期にも花を咲か
せる「啓翁桜」の展示や、酒田舞子の演舞も披露されました。

2017年2月～ 3月にかけて、3つのミニマルシェを開催し、各地域の逸品の販売や観光案内などを行いました。

酒田市マルシェ  2月21日 開催 左：さまざまな
細工物がつるさ
れる「傘福」。中：
酒田舞子の演舞
の様子。右：啓
翁桜の展示

鹿児島県の北西に位置し、広大な川内平野に広がる薩摩川内
市。特産のきびなご関連の商品やサツマポン酢、うにみそ、紅
はるかプリンなどを紹介しました。2015年に国定公園に指定さ
れた甑島（こしきじま）のご案内もいたしました。

薩摩川内市マルシェ  3月8日～3月10日 開催 左：特産のきび
なごを活かした
オリーブオイル
漬 けなどが 並
ぶ。中：甑島の
紹介も実施。右：
にぎわうブース

福井県の中心都市である福井市からは、焼き鯖ずしや越前そ
ば、甘海老・蛍烏賊の姿干しなどの特産品を販売しました。ホワ
イトデーのプレゼントにもぴったりの水ようかんや羽二重もち
など、各種スイーツも好評でした。

福井市マルシェ  3月13日～3月14日 開催 左：にぎわう霞
が関ビルディン
グロビー。中：
自慢の地酒をご
紹介。右：水よ
うかんなどのス
イーツも人気。



『三井のオフィス』フェアReport
3月2日、霞が関ビルディングにお勤めのワーカーの皆様に、

三井不動産グループ各社より毎日の暮らしやオフィスライフに役立つサービスや商品をご案内しました。
出展した各社より、フェアでのアピールポイントやワーカーの皆様に向けたメッセージを紹介します。

三井不動産グループ各社のお得な情報をご案内しました！

三井のすまいモール

井不動産グループの総合力を活かし、住ま

い選びをワンストップでお手伝いしていま

す。この度、『三井のオフィス』にお勤めの方限定

で、“住まい相談”コンシェルジュサービスをスター

ト。住み替えや、不動産活用、リフォームなど住まい

のご相談をオンラインまたはお勤め先に出張し、お

受けします。COMMONS PAGEよりアクセスを！

三

1

toppi!

約できる三井のリパーク、それが「toppi!

（トッピ）」。パーキングの少ないエリアや、イ

ベント時などの満車エリアでも、Webサイトから空

いている駐車スペースを2週間後まで簡単に予約

できます。また、三井のリパークでは、霞が関ビル

ディングB1FにBOX型駐輪場をオープンしまし

た。詳しくはP03をご覧ください！

予

2

霞ダイニング

ダイニングでは「三井ショッピングパークポ

イントカード」のご紹介を行いました。お買

い上げ100円（税抜）ごとに1ポイントはもちろん、

全国のららぽーとや三井アウトレットパークでもポ

イントがたまるお得なカードです。霞ダイニングで

は、4月から月末金曜日がポイントアップデーに。

ぜひご利用ください！

霞

5

（株）三井不動産ホテルマネジメント

たちは、感性豊かなお客様の「記憶に残る」

ホテルをめざし、三井ガーデンホテルズ、

セレスティンホテルを運営しています。フェアで

は、新ホテルブランド「ザ セレスティンホテルズ」

を紹介しました。今秋9月7日にホテル ザ セレス

ティン京都祇園、10月5日にホテル ザ セレスティ

ン銀座が開業します。2月より予約受付中です。

私

6

なたのオフを、もっとスマイルに。』をスロー

ガンに、スポーツリゾート「リソル生命の森」

を中心にホテル、ゴルフ、ライフサポートを通じて、

お客様に心から喜んでいただけるサービスを提供

し、たくさんのスマイルづくりに努めています。フェ

アでは、女性に向けたプランや、3/18リニューアル

オープンの「ターザニア」を中心にご紹介しました。

『あ

8
第一園芸（株）

東京倶楽部ビル店

ェアでは、弊社トップデザイナーによる「プ

レミアムアレンジメントフラワー」やフラワ

ーギフトカタログ「マイセレクト」のご紹介などを

行いました。開業祝いや移転祝い、就任祝いなど

社用の贈答品にぜひ弊社東京倶楽部ビル店にお

立ち寄りください。プライベートでの記念日のお

祝いや季節のご挨拶などのお花も承っています。

フ

リソル生命の森（株）
リソルライフサポート（株）

7

COMMONS PAGE

井のオフィス』にお勤めの方へ、より充実し

たビジネスライフをお届けしたい、そんな

思いでスタートした会員制ウェブサイトが「CO 

MMONS PAGE」です。メンバーになると各種セミ

ナーやイベント等への招待やお得なクーポン、プレゼ

ントキャンペーンといった、仕事や生活に役立つサ

ービスをご利用いただけます。ぜひメンバー登録を！

『三
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三井不動産ビルマネジメント（株）

回のフェアでは「女性目線の防災」をテーマ

に展示を行いました。クレンジングや化粧

水、美容液などが揃った備蓄品や、衣服を使用した

応急的なリュックサックのつくりかた、多彩な非常

食などを紹介しました。BCP対策や、防災のノウハ

ウを活かし、テナント様のお困りごとにお応えしま

す。備蓄品のご相談などお気軽にご相談ください。

今

10

カレコ・カーシェアリングクラブ

レコ』は、三井のリパーク駐車場から24

時間、いつでも利用できるカーシェアリ

ングサービスです。霞が関ビルディング駐車場か

らももちろん利用できます。3月からは同駐車場

内にキャンピングカーも導入しました。個人も、

法人も会員を募集中です。詳しくはP03をご覧く

ださい！

『カ

3

三井デザインテック（株）

たちはオフィスやホテル、住まいの空間づく

りのほかにも、個人のお客様向けのサービ

スも取り揃えています。今回のフェアでは、インテ

リアクーポンアプリ「iLMiO（イルミオ）」やモノマ

ガジンとコラボレートしたインテリアのトータルコ

ーディネートマガジン「LORO（ロロ）」、5月に開

催されるインテリアフェアのご案内を行いました。

私

4

P03

P03

三井不動産レジデンシャル（株）

中村 宣裕
三井不動産リアルティ（株）

笹田 寛之

三井不動産リアルティ（株）

猪股 信也
三井デザインテック（株）

高橋 俊介

三井不動産商業マネジメント（株）

内田　萌

第一園芸（株）

山口 和也
リソルライフサポート（株）

木村 尚樹

（株）三井不動産ホテルマネジメント

ザック リム

三井不動産（株）

大羽 康允
三井不動産ビルマネジメント（株）

今田 さや香

02 01
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Presented by OTOKO NAIL

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。

脊椎マッサージ
適正
休憩!
もっと

08

適正休憩ラウンジは、ネイルケアとハンドマッサ

ージが中心ですが、身体のマッサージもあればと

スタートしたのが脊椎マッサージです。昨年5月に

試験的に導入したところ大変好評で、今では人気

のサービスメニューになりました。

本サービスで使用するリラクゼーションベッドは、

身体のコンディションには脊椎を正常に保つこと

が重要という考えに基づいたものです。1台で指

加圧・加温で脊椎を整える
圧、温熱、牽引、お灸、カイロプラティックといった

ケアを行います。横になっていただくと、脊椎のス

キャンを行い、その方にあったリラクゼーションを

提供します。温めながらのケアなので代謝が上が

り、効果を高めてくれます。リピーターも多く、「背

中のこりがとれた」「すっきりする」「身体があた

たまった」との声をいただいています。

○15分・500円、30分・1,000円

まずホットアイマスクを
装着。有機栽培ハーブ
や自然素材のみを配合
したホットパックを使用。

サービスの流れ

1 腹部にも温熱パッドを
あてて、身体全体をあた
ためながらケアを行い
ます。

2 準備ができると、脊椎の
スキャンをスタートし、自
分の体型にあったマッ
サージを受けられます。

本サービスで使用するリラクゼーション
ベッド。加温加圧ヒスイ球軸が内蔵され、
身体を温めながら首から腰にかけてマッ
サージします。

3

石山恒子（NPO法人 江戸前21） http://www.edomae21.org
ちょこっと

歴史さんぽ霞 第二一回

当
世
＊
み
な
と
お
花
見
新
名
所

T
ake a W

alk T
hough K

asum
igasek

i

寺の寛永寺周辺にて騒がしい花見は
ご法度とされ、八代将軍吉宗公は新
たな桜の名所を向島、御殿山、飛鳥
山とし、桜の群植をすすめたことから、
益々庶民の娯楽行事として親しまれて
ゆきました。

当世＊みなとお花見新名所
ここ霞が関からのお勧めのお花見新
名所としては、歩いてほど近い愛宕山！
［写真1］  NHK博物館前にはベンチも
あり、桜の季節はオフィスワーカーの密
かな花見場所です。
次に増上寺［写真2］と芝公園や芝東

鎌倉時代・安土桃山から
宴会型花見へ
花見とは、織田信長や豊臣秀吉・徳
川家康などの戦国武将が茶会、歌の
会、能の会を開くようになり、派手好き
な秀吉の「吉野の桜」や「醍醐の桜」
などで知られるように、花見が宴会行
事として定着してゆきます。

江戸時代の花見は庶民の花見
三代将軍家光が上野の山に京都の
吉野山の桜の群植を施したことで、群
桜の下でのにぎやかな花見が庶民に
普及して行きます。その後徳川家菩提

照宮周辺。黄緑色の珍しい御衣黄桜
(ギョイコウザクラ)は東京プリンス敷地
内で4月後半に開花。4月17日の芝東
照宮の大祭では、八重桜の下、お茶
会も開催されます。
最後に今年から始まる「桜の赤坂を愉
しもう！ 赤坂芸能祭」。赤坂氷川神社
では夜桜詣り。豊川稲荷東京別院［写
真3］では面(おもて)や衣装を見なが
らのお能体験ワークショップと和蝋燭
の琵琶語り舞踊劇など幽玄な演目が
見逃せません！

　　　　　　　　　　赤坂芸能祭HP
https://akasaka-geino.jimdo.com/　

参考文献／白幡油洋三郎 2000『花見と桜』
東京：PHP新書、安藤優一郎 2005『観光都
市 江戸の誕生』東京：新潮社
参考史料／『徳川実紀』第八篇 1933/国史大
系 第四十五巻 新訂増補 東京：吉川弘文館21 3

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

［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）

1 愛宕神社の桜　2 増上寺、鐘桜堂前の桜　3 豊川稲荷東京別院の桜

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

カレコ・カーシェアリングクラブ
霞が関ビルディング駐車場も利用できます！

T O P I C S - 1

セルフ方式BOX型駐輪場「CYCLE BOX」オープン
大切な自転車を安全に駐輪できる！

T O P I C S - 2

クルマを所有せず、必要なときだけ利用する
カーシェアリング。自宅やオフィスの近くで、
手軽にお好きなクルマをおトクにご利用できます。
霞が関ビルディングのワーカーの皆様に気軽にクルマを
楽しんでいただけるようカレコがお手伝いします。

近年、自転車で通勤する「ツーキニスト」が増える一方で、
都内だけで毎年5万件を超える自転車の盗難が発生しています。
ロードバイクなどの高級スポーツ自転車を利用している方など、
安全な駐輪は自転車利用に欠かせないポイントです。
そこで、防犯性が高く、安心して利用できるボックス型月極駐輪場
「CYCLE BOX」を設置しました。大切な自転車の盗難や
いたずら防止にぜひご活用ください。

首都圏の三井のリパー
クを中心にステーショ
ンを展開しています。

近くにあるから
便利

ミニバン、SUV、スポー
ツカー、輸入車など豊
富にラインナップ。

豊富な車種を
ラインナップ

アプリや会員サイトで
24時間いつでも予約
できます。

24時間
いつでも使える

問い合わせ先　○カレコ・カーシェアリングクラブ　○0120-292-105（受付時間9時～18時）　○https://www.careco.jp

問い合わせ先　○三井不動産リアルティ（株）シェアリング事業本部 施設営業部　○0120-988-932（受付時間10時～17時（水・土を除く））○https://www.repark.jp/

ハイエースをベースにした6人乗りのキャ
ンピングカーをご利用いただけます。充実
の就寝スペースやタープ、冷蔵庫、給水タ
ンクなどを装
備し、アウトド
アに便利です。

霞が関ビルディングB1F駐車場に
キャンピングカー 2台導入！

BOX形状で安全に駐輪
　1台あたり幅700㎜、奥行1,150㎜、高さ

2,000㎜のボックス形状。内部のフックに
自転車前輪をかけて駐輪し、ヘルメットや
着替えなども収納可能です。
　
盗難やいたずらを防止
　ボックスはICカードで解錠を管理。駐輪場内
には防犯カメラが設置されているので、安
心して駐輪することができます。

○設置場所：霞が関ビルディング地下1階駐輪場　○駐輪台数：
4台　○利用時間：7時～23時　○利用料金：1カ月8,000円　
※満車になり次第受付終了させていただきます。　※同エリアに
時間貸駐輪場（自転車16台、バイク7台）もあります

　
　　
　
　

　
無人で手続きが可能
　新規申し込み、カード発行から毎月の更新
まで、駐輪場内に設置された精算機にて、
無人で手続きが行えます。

ビジネスにもご利用いただけるコンパクト
カーを2台導入しました。また、首都圏の
三井のリパークを中心とした約1,100の
ステーションからお好きなクルマをご利用
いただけます。

霞が関ビルディングBM2F
駐車場でカーシェアサービス開始！

「三井のオフィス」就業者向け会員制Web

サイト「COMMONS PAGE」会員であれ
ば、初期費用0円、月会費3カ月無料、カレ
コクーポン3,000円分プレゼント。2017

年5月お申し込みまで。
○COMMONS PAGEトップページより「SER 

VICE」→「カーシェアリング」
○お申し込みには、COMMONS PAGEの会員
登録が必要です。https://commons-web.jp/

「COMMONS PAGE」会員向け
入会キャンペーン開催中！

個人会員向け 法人会員向け

○霞が関ビルディ
ング駐車場　○営
業時間7時～23時
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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。

脊椎マッサージ
適正
休憩!
もっと

08

適正休憩ラウンジは、ネイルケアとハンドマッサ

ージが中心ですが、身体のマッサージもあればと

スタートしたのが脊椎マッサージです。昨年5月に

試験的に導入したところ大変好評で、今では人気

のサービスメニューになりました。

本サービスで使用するリラクゼーションベッドは、

身体のコンディションには脊椎を正常に保つこと

が重要という考えに基づいたものです。1台で指

加圧・加温で脊椎を整える
圧、温熱、牽引、お灸、カイロプラティックといった

ケアを行います。横になっていただくと、脊椎のス

キャンを行い、その方にあったリラクゼーションを

提供します。温めながらのケアなので代謝が上が

り、効果を高めてくれます。リピーターも多く、「背

中のこりがとれた」「すっきりする」「身体があた

たまった」との声をいただいています。

○15分・500円、30分・1,000円

まずホットアイマスクを
装着。有機栽培ハーブ
や自然素材のみを配合
したホットパックを使用。

サービスの流れ

1 腹部にも温熱パッドを
あてて、身体全体をあた
ためながらケアを行い
ます。
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スキャンをスタートし、自
分の体型にあったマッ
サージを受けられます。

本サービスで使用するリラクゼーション
ベッド。加温加圧ヒスイ球軸が内蔵され、
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3

石山恒子（NPO法人 江戸前21） http://www.edomae21.org
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寺の寛永寺周辺にて騒がしい花見は
ご法度とされ、八代将軍吉宗公は新
たな桜の名所を向島、御殿山、飛鳥
山とし、桜の群植をすすめたことから、
益々庶民の娯楽行事として親しまれて
ゆきました。

当世＊みなとお花見新名所
ここ霞が関からのお勧めのお花見新
名所としては、歩いてほど近い愛宕山！
［写真1］  NHK博物館前にはベンチも
あり、桜の季節はオフィスワーカーの密
かな花見場所です。
次に増上寺［写真2］と芝公園や芝東

鎌倉時代・安土桃山から
宴会型花見へ
花見とは、織田信長や豊臣秀吉・徳
川家康などの戦国武将が茶会、歌の
会、能の会を開くようになり、派手好き
な秀吉の「吉野の桜」や「醍醐の桜」
などで知られるように、花見が宴会行
事として定着してゆきます。

江戸時代の花見は庶民の花見
三代将軍家光が上野の山に京都の
吉野山の桜の群植を施したことで、群
桜の下でのにぎやかな花見が庶民に
普及して行きます。その後徳川家菩提

照宮周辺。黄緑色の珍しい御衣黄桜
(ギョイコウザクラ)は東京プリンス敷地
内で4月後半に開花。4月17日の芝東
照宮の大祭では、八重桜の下、お茶
会も開催されます。
最後に今年から始まる「桜の赤坂を愉
しもう！ 赤坂芸能祭」。赤坂氷川神社
では夜桜詣り。豊川稲荷東京別院［写
真3］では面(おもて)や衣装を見なが
らのお能体験ワークショップと和蝋燭
の琵琶語り舞踊劇など幽玄な演目が
見逃せません！

　　　　　　　　　　赤坂芸能祭HP
https://akasaka-geino.jimdo.com/　

参考文献／白幡油洋三郎 2000『花見と桜』
東京：PHP新書、安藤優一郎 2005『観光都
市 江戸の誕生』東京：新潮社
参考史料／『徳川実紀』第八篇 1933/国史大
系 第四十五巻 新訂増補 東京：吉川弘文館21 3

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

［休］日・祝　［☎］0120-662-880

http://www.otokonail.com/
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適正休憩所（霞が関ビルディング1階）

1 愛宕神社の桜　2 増上寺、鐘桜堂前の桜　3 豊川稲荷東京別院の桜
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カレコ・カーシェアリングクラブ
霞が関ビルディング駐車場も利用できます！

T O P I C S - 1

セルフ方式BOX型駐輪場「CYCLE BOX」オープン
大切な自転車を安全に駐輪できる！

T O P I C S - 2

クルマを所有せず、必要なときだけ利用する
カーシェアリング。自宅やオフィスの近くで、
手軽にお好きなクルマをおトクにご利用できます。
霞が関ビルディングのワーカーの皆様に気軽にクルマを
楽しんでいただけるようカレコがお手伝いします。

近年、自転車で通勤する「ツーキニスト」が増える一方で、
都内だけで毎年5万件を超える自転車の盗難が発生しています。
ロードバイクなどの高級スポーツ自転車を利用している方など、
安全な駐輪は自転車利用に欠かせないポイントです。
そこで、防犯性が高く、安心して利用できるボックス型月極駐輪場
「CYCLE BOX」を設置しました。大切な自転車の盗難や
いたずら防止にぜひご活用ください。

首都圏の三井のリパー
クを中心にステーショ
ンを展開しています。

近くにあるから
便利

ミニバン、SUV、スポー
ツカー、輸入車など豊
富にラインナップ。

豊富な車種を
ラインナップ

アプリや会員サイトで
24時間いつでも予約
できます。

24時間
いつでも使える

問い合わせ先　○カレコ・カーシェアリングクラブ　○0120-292-105（受付時間9時～18時）　○https://www.careco.jp

問い合わせ先　○三井不動産リアルティ（株）シェアリング事業本部 施設営業部　○0120-988-932（受付時間10時～17時（水・土を除く））○https://www.repark.jp/

ハイエースをベースにした6人乗りのキャ
ンピングカーをご利用いただけます。充実
の就寝スペースやタープ、冷蔵庫、給水タ
ンクなどを装
備し、アウトド
アに便利です。

霞が関ビルディングB1F駐車場に
キャンピングカー 2台導入！

BOX形状で安全に駐輪
　1台あたり幅700㎜、奥行1,150㎜、高さ

2,000㎜のボックス形状。内部のフックに
自転車前輪をかけて駐輪し、ヘルメットや
着替えなども収納可能です。
　
盗難やいたずらを防止
　ボックスはICカードで解錠を管理。駐輪場内
には防犯カメラが設置されているので、安
心して駐輪することができます。

○設置場所：霞が関ビルディング地下1階駐輪場　○駐輪台数：
4台　○利用時間：7時～23時　○利用料金：1カ月8,000円　
※満車になり次第受付終了させていただきます。　※同エリアに
時間貸駐輪場（自転車16台、バイク7台）もあります

　
　　
　
　

　
無人で手続きが可能
　新規申し込み、カード発行から毎月の更新
まで、駐輪場内に設置された精算機にて、
無人で手続きが行えます。

ビジネスにもご利用いただけるコンパクト
カーを2台導入しました。また、首都圏の
三井のリパークを中心とした約1,100の
ステーションからお好きなクルマをご利用
いただけます。

霞が関ビルディングBM2F
駐車場でカーシェアサービス開始！

「三井のオフィス」就業者向け会員制Web

サイト「COMMONS PAGE」会員であれ
ば、初期費用0円、月会費3カ月無料、カレ
コクーポン3,000円分プレゼント。2017

年5月お申し込みまで。
○COMMONS PAGEトップページより「SER 

VICE」→「カーシェアリング」
○お申し込みには、COMMONS PAGEの会員
登録が必要です。https://commons-web.jp/

「COMMONS PAGE」会員向け
入会キャンペーン開催中！

個人会員向け 法人会員向け

○霞が関ビルディ
ング駐車場　○営
業時間7時～23時
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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

※2017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

11:00～20:00
11:00～18:00

rom KASUMI DINING

日本初のフォー専門店
当店はベトナム発祥の米粉を使った平た

い麺、フォーを専門に提供する日本初のお

店です。店名は、コム＝ご飯、にフォーをプ

ラスして、“フォーのご飯屋さん”という意味

を込めています。

私たちが提供するフォーは、本格的なフォ

ーを追求しながら、日本人の好みに合うよ

うなアレンジを加えています。たとえば定

番メニューのなかにある「ゴマのフォー」

は本場ベトナムではみられません。和の要

素を付け加えるなど趣向をこらして、メニ

ューづくりを行っています。

そんな当店の一押しといえば、「鶏のフォ

ー」となります。じっくり煮込んだ鶏がらスー

プに、やわらかな蒸し鶏とたっぷりの野菜で

フォーを楽しんでいただけます。野菜は、に

ら、ねぎ、サニーレタスといったヘルシーに

召し上がっていただけるような食材を選ん

でおり、1杯でたった399キロカロリーです。

当店の鶏のフォーには、お好みもあります

のでパクチーは入れていません。

ただ、パクチー好きな方のためには、

“モヤパク”といって、もやしとパクチーをあ

えたものを卓上に置いています。こちらは

無料でご自由にお使いいただけます。ま

た、パクチーはトッピング（100円）として追

加していただくこともできます。

フォーの魅力を引き出すアレンジ
もうひとつのおすすめは、台湾まぜそばに

ヒントを得てつくったオリジナルの汁なし

フォー「パクチーまぜ麺」です。たっぷりの

パクチーにピリ辛に仕上げた肉味噌、フラ

イドオニオンをトッピング。スープがあるの

が当たり前のところを、まぜながら汁なし

で食べるという新感覚のフォーです。これ

も日本でフォーを楽しんでいただくための

アレンジのひとつです。3カ月ごとに発表す

る季節メニューとして提供しておりました

が、大変好評で定番メニューとなりました。

そのほか、平日の13時～ 21時30分、土曜

日の11時～ 14時は、「KASUMI SET」とし

てお好きなフォーと海老の生春巻き、お好

きなアイスドリンクをセットにして1,000円

でご提供しています。

また、ランチタイムには680円で3種のお弁

当もご用意しています。バジルの炒めご飯

にたっぷりのパクチーをのせた「パクチー

ガパオ丼」。豚肉炒めのサラダ風ごはん「コ

ンビー弁当」、そして「グリーンカレー」で

いずれも好評です。

フォーはヘルシーということもありますが、

お待たせすることなく素早くご提供できる

メリットもあります。最後に、みなさんにぜ

ひ知っていただきたいのは、すべてのフォ

ーがお持ち帰りに対応していることです。

店内でもお持ち帰りでも、自慢のフォーを

ぜひ味わってください。

店長の 押し！一イチ
フォー専門店

コムフォー
○霞が関ビルディング1階

田
中 

聡 

さ
ん

今回の
お店

［☎］03-3502-0564

［営］月～金：11時～22時（L.O.21時30分）、

　　土：11時～16時（L.O.15時30分）

［休］日・祝

［席］36席

http://compho.jp/

Data

※価格はすべて税込みです。

パクチーまぜ麺（800円）

たっぷりのパクチーと肉味噌にフォーをからめて
味わうコムフォー流汁なし麺。

鶏のフォー（780円）

コムフォーの定番メニュー。フォーをたっぷりの野
菜とともに楽しめるヘルシーな一品です。

フォーはツルッとしたのど越しと、モチッとした食

感が魅力です。

海老の生春巻き（210円）

野菜たっぷりのヘルシーサイドメニュー。“KASU 

MI SET（1,000円）”として、お好きなフォー、ドリ
ンクといっしょに楽しむこともできます。

新しい出会いを祝う歓迎会をはじめとする

春の宴は霞ダイニングでお楽しみください。

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 ○☎03-6273-3151

○チャージ料別途540円 ○1.5時間飲み放題別途1,620円

霞コース（全10品）／ 7,020円

カード特典

乾杯ドリンク
人数分サービス
○4/25（火）まで

ジャパニーズ・バール  食堂BAR カスミガセキ
○東京倶楽部ビルディング2階 ○☎03-3501-0877

○2時間飲み放題込み（Ｌ.O.1.5時間）

牛ホルモン旨辛鍋コース（全7品）／ 4,500円

カード特典

飲み放題
30分延長サービス
○4/25（火）まで個室対応人数 個室対応人数
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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
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［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

※2017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
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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） 
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［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
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い麺、フォーを専門に提供する日本初のお

店です。店名は、コム＝ご飯、にフォーをプ

ラスして、“フォーのご飯屋さん”という意味

を込めています。

私たちが提供するフォーは、本格的なフォ

ーを追求しながら、日本人の好みに合うよ

うなアレンジを加えています。たとえば定

番メニューのなかにある「ゴマのフォー」

は本場ベトナムではみられません。和の要

素を付け加えるなど趣向をこらして、メニ

ューづくりを行っています。

そんな当店の一押しといえば、「鶏のフォ

ー」となります。じっくり煮込んだ鶏がらスー

プに、やわらかな蒸し鶏とたっぷりの野菜で

フォーを楽しんでいただけます。野菜は、に

ら、ねぎ、サニーレタスといったヘルシーに

召し上がっていただけるような食材を選ん

でおり、1杯でたった399キロカロリーです。

当店の鶏のフォーには、お好みもあります
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ただ、パクチー好きな方のためには、
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た、パクチーはトッピング（100円）として追
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も日本でフォーを楽しんでいただくための

アレンジのひとつです。3カ月ごとに発表す

る季節メニューとして提供しておりました
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また、ランチタイムには680円で3種のお弁
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ンビー弁当」、そして「グリーンカレー」で

いずれも好評です。

フォーはヘルシーということもありますが、

お待たせすることなく素早くご提供できる

メリットもあります。最後に、みなさんにぜ

ひ知っていただきたいのは、すべてのフォ

ーがお持ち帰りに対応していることです。

店内でもお持ち帰りでも、自慢のフォーを

ぜひ味わってください。
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味わうコムフォー流汁なし麺。

鶏のフォー（780円）

コムフォーの定番メニュー。フォーをたっぷりの野
菜とともに楽しめるヘルシーな一品です。

フォーはツルッとしたのど越しと、モチッとした食

感が魅力です。

海老の生春巻き（210円）

野菜たっぷりのヘルシーサイドメニュー。“KASU 

MI SET（1,000円）”として、お好きなフォー、ドリ
ンクといっしょに楽しむこともできます。

新しい出会いを祝う歓迎会をはじめとする

春の宴は霞ダイニングでお楽しみください。

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 ○☎03-6273-3151

○チャージ料別途540円 ○1.5時間飲み放題別途1,620円

霞コース（全10品）／ 7,020円

カード特典

乾杯ドリンク
人数分サービス
○4/25（火）まで

ジャパニーズ・バール  食堂BAR カスミガセキ
○東京倶楽部ビルディング2階 ○☎03-3501-0877

○2時間飲み放題込み（Ｌ.O.1.5時間）

牛ホルモン旨辛鍋コース（全7品）／ 4,500円
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 三井不動産グループ各社のお得な情報をご案内しました！

『三井のオフィス』フェアReport
 TOPICS

カレコ・カーシェアリングクラブ
セルフ方式BOX型駐輪場「CYCLE BOX」

 第8回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

脊椎マッサージ

 第21回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

当世＊みなとお花見新名所

 店長の一押し！

［フォー専門店］ コムフォー

気候は日に日に暖かさを増し、装いも軽くなって
きました。春はスタートの季節。何か新しいことを
始めたくなる季節です。

●
リエゾン72号では、3月2日に開催された「『三井
のオフィス』フェア」についてレポートしました。三
井不動産グループ各社からお得なサービスや情
報をご紹介しております。みなさまのオフィスラ
イフや暮らしの中での新しいスタートやチャレン
ジにぜひお役立てください。

●
また、「カレコ・カーシェアリングクラブ」や「セル
フ方式BOX型駐輪場『CYCLE BOX』」について
は、さらに詳しく紹介しております。「カレコ」はビ
ジネスでのご利用はもちろん、これからのレ
ジャーシーズンに向けてプライベートでもご活
用いただけるサービスです。また、『CYCLE 
BOX』は大切な自転車を安全に駐輪できるサー
ビスです。ぜひご活用ください。

●
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。ご協力よろしくお願
いいたします。

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 リエゾンで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：2017年4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。

I N F O R M A T I O N

山形県酒田市・鹿児島県薩摩川内市・福井県福井市

ミニマルシェを開催しました

山形県の庄内平野にある米どころであり、港町である酒田市。
庄内米をはじめ、地酒やラーメンなどの特産品を紹介しました。
また、日本三大つるし飾りである「傘福」や厳冬期にも花を咲か
せる「啓翁桜」の展示や、酒田舞子の演舞も披露されました。

2017年2月～ 3月にかけて、3つのミニマルシェを開催し、各地域の逸品の販売や観光案内などを行いました。

酒田市マルシェ  2月21日 開催 左：さまざまな
細工物がつるさ
れる「傘福」。中：
酒田舞子の演舞
の様子。右：啓
翁桜の展示

鹿児島県の北西に位置し、広大な川内平野に広がる薩摩川内
市。特産のきびなご関連の商品やサツマポン酢、うにみそ、紅
はるかプリンなどを紹介しました。2015年に国定公園に指定さ
れた甑島（こしきじま）のご案内もいたしました。

薩摩川内市マルシェ  3月8日～3月10日 開催 左：特産のきび
なごを活かした
オリーブオイル
漬 けなどが 並
ぶ。中：甑島の
紹介も実施。右：
にぎわうブース

福井県の中心都市である福井市からは、焼き鯖ずしや越前そ
ば、甘海老・蛍烏賊の姿干しなどの特産品を販売しました。ホワ
イトデーのプレゼントにもぴったりの水ようかんや羽二重もち
など、各種スイーツも好評でした。

福井市マルシェ  3月13日～3月14日 開催 左：にぎわう霞
が関ビルディン
グロビー。中：
自慢の地酒をご
紹介。右：水よ
うかんなどのス
イーツも人気。
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