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カレコ・カーシェアリングクラブ

秋のレジャーはキャンピングカーででかけよう！
 「霞が関音楽祭 2017」 「霞の打ち水 2017」ほか

2017 Summer Event Report

 Vol.2  警備スタッフ編
Office Lifeを支えるStaffの仕事

 第10回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

足の爪健康コース

 第23回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

花柳界の面影残る白山界隈へ

 店長の一押し！

［居酒屋］ くしや 霞が関店

 Welcome to My Office! リエモニ会社案内

ハワイアン航空

リエゾン74号では、この夏に開催したさまざまな
イベントを写真とともに振り返りました。そして
季節は夏が過ぎ、秋へ。過ごしやすい日々が続
き、休日のレジャーも楽しい時期です。みなさん
はこの秋、どんな計画をされていますか。

●
この秋は、キャンピングカーでおでかけはいかが
でしょうか。誌面では、カーシェアリングにより「お
でかけを全力でサポート」する、カレコ・カーシェ
アリングクラブのキャンピングカーについて紹介
しました。大きすぎずに運転しやすく、必要な装
備が搭載されたキャンピングカーなのでキャン
プビギナーも安心。さらに、キャンプグッズのレン
タルやキャンプ場の優先予約サービスも。

●
「オフィスライフを支えるスタッフの仕事」で、今
回登場したのは霞が関警備隊の隊長3名です。
みなさまが安心して過ごせるため警備を確実に
行うことはもちろん、「魅せる化」に取り組み、明
るく元気な新しい警備スタイルを追求していま
す。お困りのことがありましたら、気軽に声をかけ
てみてください。

●
リエゾンの誌面はみなさまの声によりできあ
がっています。今号でもアンケートを行っていま
すのでぜひご協力をお願いいたします。

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 効率よく仕事をするために心がけていることや
利用しているグッズなどを教えてください。

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：2017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。

Kasumi Marche 2017

5日間入場無料

霞マルシェ2017開催!
○開催期間：  10月16日（月）～10月20日（金）11時～19時
○開催場所：   霞が関ビルディング ロビー階・霞テラス

知らざれる地域の逸品の紹介や東北、熊本の復興を応援する

「霞マルシェ」を5日間にわたって開催いたします。

秋の味覚を楽しみ、お気に入りの逸品を発見してみませんか。

復興応援感謝セール 2日間

東日本大震災で被害を受けた宮城県と福島県、
熊本地震で被害を受けた熊本県阿蘇市、大分県の
特産品販売や地域紹介を行い、復興を応援します。
○開催日時：10月16日（月）、17日（火）

岐阜県美濃加茂市、岡山県和気町、
山口県・岩国市、愛媛県宇和島市、
熊本県天草市、沖縄県沖縄市より
地域の逸品を紹介、販売を行います。
○開催日時：10月18日（水）、19日（木）、
　　　　　　20日（金）

霞が関からまちおこし 3日間

※イベントの内容は変更になる場合があります。 
※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。
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秋のレジャーはキャンピングカーででかけよう！

カレコ・カーシェアリングクラブ

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を運営するカレコでは、

「もっと楽しく！ もっと遠くに！ おでかけ全力サポート カレコ」をテーマにサービスを提供。

その一環として、霞が関ビルディングB1F駐車場に2台のキャンピングカーを導入しています。

キャンピングカーを利用したおでかけの楽しみ方のポイントを紹介します。

レコは個人で利用する会員様のために、車に乗
る楽しさを体感できる人気のSUVや輸入車など

数多く導入してきました。そして、さらに一歩進んだカ
ーシェアライフの提供を目指し、キャンピングカーを導
入しました。キャンプをより楽しんでいただくためにレ
ンタルキャンプグッズもご用意。キャンプグッズは購入
しても実際に使用する回数が限られているのでレンタ
ルにぴったりです。さらに、8月末からはキャンプ場の
優先予約サービスも開始しました。
また、グループなど多人数でのキャンプの際に、SUVや
ミニバンと合わせて、キャンピングカーを1台使ってい
ただくという使い方もあります。キャンピングカーが1台
あるだけで、キャンプの充実度が変わると思います。
カレコでは、今後もイベントなどを実施して、車ででか
けることが楽しみになるようなサービスを提供し、おで
かけ全体を盛り上げていきたいと考えています。この
秋のレジャーにキャンピングカーでおでかけしてみて
はいかがでしょうか。

Interview

Support Menu

より充実したおでかけを応援します！

キャンプビギナーをサポートする3つのメニュー

Flow of Use

キャンピングカー利用の流れ

1 ビギナーも安心のキャンピングカー

三井不動産リアルティ株式会社
シェアリング事業本部 
カーシェアリング事業部 
事業グループ

松山 遥／松田 健太郎

カ

はじめに

○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30分～18時）  https://www.careco.jp

トヨタ ハイエースをベースにした6人乗りのコンパクトなキャンピ
ングカーなので運転もラクラク。ポップアップルーフベッドや、リ
アシートをアレンジしたベッドで就寝スペースも充実。ビギナー
に安心の装備を揃え、テーブルやイスなどのグッズも標準搭載。

3
Support

おでかけ先も優先的に確保

Support

Support

「キャンプに行きたいけどどこに行こう…」「キャンプ場の予約
がなかなか取れない」。そんな方のために、人気のアウトドア施
設と提携し、「カレコ会員優先予約枠」をご用意。現在、関東エリ
アを中心に7施設と提携、今後も順次拡大予定です。

2 上質なキャンプグッズをご用意

用途に合わせて選べる「ロースタイルセット」「テントセット」「ド
ームセット」をラインアップ。予約したキャンプグッズは全国約
300ヵ所の提携キャンプ場に届き、利用後はキャンプ場から返
却できます。キャンピングカー以外の車でも、レンタル可能です。

COMMONS PAGE（https://commons-web.jp/）もしくは、カレコ・カーシェアリン
グクラブ（https://www.careco.jp）のWEBサイトからご入会手続きを行ってください。

キャンピングカー予約方法

○予約・変更・キャンセルは電話のみで受付。サポートセンターまでご連絡ください。
○車でお越しの場合は、霞が関ビルの時間貸し駐車場1台分を無料でご利用可能。
○予約は利用日の3日前まで。

キャンピングカー利用料金
※利用終了時間を超過し

た場合には、1時間ごと

3,800円の追加料金が

かかります。

時間料金 距離料金
基本料金 24時間を超えた場合の料金

6時間パック 12時間パック 24時間パック 以降24時間ごと

¥14,100 ¥19,300 ¥23,500 ¥16,500

¥0
ガソリン
満タン返し

「COMMONS PAGE」会員向け入会キャンペーン開催中！
「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。ぜひ、この機会にカレコ・カーシェアリングクラブをお試しください。2018年3

月お申し込みまで。

●COMMONS PAGEトップページより「SERVICE」→「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/

1
霞が関ビルディング 
テナントファミリー
防災ツアー

7/29開催

防災を楽しく学ぶ
小学生のお子様がいるご家族向け
に毎夏開催している人気のイベン
トです。イベントでは通報体験、水
消火器体験、防災謎解きゲームな
どを実施。ツアーの締めくくりは東
海大学校友会館のランチビュッフ
ェで。

2
霞が関音楽祭
2017

7/31～ 8/4開催

音楽に包まれる1週間
今年で4回目となった「霞が関音楽
祭」。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」の一環です。演奏や歌声でロビ
ーが音楽ホールに。

霞が関ビルでは東京藝大プロデ
ュースによる各種コンサートを開
催。　1 　若手実力派プレイヤーが
集結する「DREAMVIVO JAZZ 

ORCHESTRA」によるスペシャ
ルライブ。　2 　「サクソフォン五
重奏の魅力」での演奏。　3 　なじ
み深い曲の数々が歌われた「ミュ
ージカル名曲コンサート」。

3
霞の打ち水
2017

8/2開催

霞が関、夏の風物詩
今年で8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。当日は夏真っ盛りの
時期としては落ち着いた気温でし
たが、打ち水後には約3℃気温が下
がったところもあり、打ち水の効果
を実感できました。

4
あじわいつくせ 
夏の味博

8/7～ 8/9開催

夏の食を盛り上げる
「夏の暑さを吹き飛ばせ！」をテーマ
に、夏に食べたい選りすぐりの食品
を集めたグルメイベントを開催。八
重洲・霞が関・新宿・横浜の4つの
エリアでわけて開催され、第四弾と
して霞が関ビルで行われました。

1 　火事やケガ人を見つけたとき
の対応を学ぶ通報体験。　2 　霞
テラスでは、訓練用の水消火器
を使った消火器の使い方体験や、
消火栓からの放 水を親子で体
験。　3 　謎解きをしながら防災に
ついて学んでいく「防災謎解きゲ
ーム」。家族で力を合わせて進め
ていきました。

1 　霞テラス打ち水の会実行委員会
61団体300名超と飛び入り参加の
方々で、「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 　スタートから約20分ですべての
水がまかれました。浴衣で打ち水に
参加される方も。

1・2 　活気あふれる霞が関ビルデ
ィングロビーの様子。多種多様なア
イスクリームや夏にぴったりの納涼
スイーツ、カレーや担担麺などの暑
さを吹き飛ばす辛いものグルメなど
を販売しました。　3 　霞テラスに
はハンバーガーやタコス、ホルモン
焼き、かき氷などのキッチンカーも
登場。
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夏を盛り上げる多彩なイベントを
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集結する「DREAMVIVO JAZZ 

ORCHESTRA」によるスペシャ
ルライブ。　2 　「サクソフォン五
重奏の魅力」での演奏。　3 　なじ
み深い曲の数々が歌われた「ミュ
ージカル名曲コンサート」。

3
霞の打ち水
2017

8/2開催

霞が関、夏の風物詩
今年で8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。当日は夏真っ盛りの
時期としては落ち着いた気温でし
たが、打ち水後には約3℃気温が下
がったところもあり、打ち水の効果
を実感できました。

4
あじわいつくせ 
夏の味博

8/7～ 8/9開催

夏の食を盛り上げる
「夏の暑さを吹き飛ばせ！」をテーマ
に、夏に食べたい選りすぐりの食品
を集めたグルメイベントを開催。八
重洲・霞が関・新宿・横浜の4つの
エリアでわけて開催され、第四弾と
して霞が関ビルで行われました。

1 　火事やケガ人を見つけたとき
の対応を学ぶ通報体験。　2 　霞
テラスでは、訓練用の水消火器
を使った消火器の使い方体験や、
消火栓からの放 水を親子で体
験。　3 　謎解きをしながら防災に
ついて学んでいく「防災謎解きゲ
ーム」。家族で力を合わせて進め
ていきました。

1 　霞テラス打ち水の会実行委員会
61団体300名超と飛び入り参加の
方々で、「レッツ、クールダウン」の
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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。
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を販売しました。　3 　霞テラスに
はハンバーガーやタコス、ホルモン
焼き、かき氷などのキッチンカーも
登場。

1

2
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2017年7～8月の霞が関ビルディングでは
夏を盛り上げる多彩なイベントを
開催いたしました。各種イベントの様子を
写真とともにご覧ください。

1

2

3

1

2

3

1

2

3

BOSCOオートキャンプ場

02 01



沿いを歩いて徒歩10分程、都営三田
線内幸町駅から一本で最寄り駅の白
山駅からは徒歩3分。古くは明治の
頃、作家樋口一葉の「にごりえ」、以降
徳田秋声の「縮図」の舞台としても知
られる「白山花柳界」がありました。
散歩が大好きだった永井荷風も通った
白山花柳界の成り立ちは、寺社仏閣の
盛り場からとは異なり、初代社長秋本
鉄五郎が地域の発展を目指して興した
三業組合（料理屋、待合、芸妓屋の三
業が集まって営業する商業組合）。大
正4年（1951）には東京花柳界で初め
て株式会社化した先進的な見番と、当
時話題となりました。昭和末にはその繁
栄も消えていき、その存在を知る人も少
なくなりましたが、今でも指ヶ谷町はその
遺構を残しています。後楽園からのお
散歩途中には富士見湯という銭湯が、
白山からのお散歩なら「八百屋お七」
のお墓のある円乗寺もあります。遺構の

三代将軍家光ゆかりの指ヶ谷町
港区には徳川の菩提寺である増上寺
や愛宕神社などがありますが、今回は
霞が関から少し足を伸ばして、徳川の
鷹狩りの場として知られる地を訪ねて
みましょう！
虎ノ門駅から霞ヶ関駅で丸ノ内線に
乗り換え後楽園駅まで。駅前の礫川
公園には春日局の像があり、この辺り
は三代将軍家光の乳母である春日の
局が拝領した土地で家光の鷹狩りの
場でもありました。現在の白山1・2・
3・4・5丁目は、かつて指ヶ谷町（さす
がやちょう）と呼ばれていて、その由来
は徳川家光が鷹狩りに訪れた際、何も
ない谷の一帯を指差しながら「そのう
ち人が住むであろう」と言ったことから
と伝えられています。

文化人も集う小説の舞台、白山花柳界
この指ヶ谷町は、後楽園から白山通り

目印＝御影石の石畳を辿って行けば、
文豪が通った当時の料亭「田川」や黒
塀に出会えます。
今秋、11月3日開催の白山下商店会
チャリティー感謝市では、白山花柳界
を伝える写真展もあるそうです。秋の
まち歩きにいかがですか？
　
参考文献／浪江洋二『白山三業沿革史』雄
山閣、白山三業株式会社『白山繁盛記：白山
花街廿周年きねん』白山三業

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 第二三回
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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 料亭「田川」での、評判芸妓ぼたんさん　
2 現在も残る風情あふれる元料亭「田川」
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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。

足の爪健康コース
適正
休憩!
もっと

10

爪切りから甘皮まわり、角質など、足の気になる部

分をしっかりとお手入れするコースです。

足の爪は、正しく切れていない方がとても多いで

す。深爪など誤った切り方は巻き爪の原因になり

ますし、足の爪は身体を安定して支える役割を担

っているのでしっかりとケアすることがとても大切

です。また、施術の前にご自分で切ってから来られ

る方もいらっしゃいますが、できれば切る前の状態

足の爪から甘皮、角質除去までトータルにお手入れ
で来られることをおすすめします。爪を切りながら

正しいやり方もご案内します。

角質については、これから寒くなるとかかとが割

れてしまう方がいるので、今からケアしておくこと

が大切です。また、合わない靴を履いてバランス

が悪くなっている部分に極端に角質がつくことも。

ケアしながらそれらの問題点もお知らせします。

○約60分・6,500円

イラストのように四角
い形に切ります。①先
端はまっすぐにカット
し、②両端を少しカッ
ト。少し長めにのばし
て整えます。

足の爪の正しい切り方

まずフットバスに足
を浸し、爪まわりや
角質を柔らかくしま
す。約5～10分浸し
ます。

サービスの流れ

1 角質を除去。厚い
部分を見極め、専
用やすりの粗い面、
細かい面を使いて
いねいに削ります。

2 ささくれを除去（写
真）したあと、専用
の爪切りでカット。
その後、やすりで磨
いて仕上げます。

3 アロマオイルを塗
って保湿し、足全体
をマッサージ。ホー
ムケアとして保湿
をおすすめします。

4

① ②

※価格はすべて税込みです。

Office Lifeを支える
Staffの仕事
ビルスタッフのさまざまな取り組みを紹介。
今回は霞が関ビル警備隊の3人の隊長に警備業務について聞きました。

5棟のビルの安全を守る

私たちは霞が関ビルディングを

はじめ、新霞が関ビルディング、

東京倶楽部ビルディング、虎ノ門

琴平タワー、虎の門三井ビルデ

ィングの5棟のビルの警備を担う

「霞が関ビル警備隊」です。20 

10年に発足し、現在、42名の隊

員がおり、通常業務としては防

災センターでの監視業務、受付

業務、巡回業務、立哨業務を行

っています。

私たち3人は隊長職を務めてお

り、隊全体を見通し、育てていく

ことが大きな役割です。そのた

めに週1回の定例会議などで連

携を密にし、情報交換・共有をし

たうえで、3人の意見として隊員

に展開するようにしています。

5棟でひとつの隊であることを

意識するため、発隊当初から通

常業務とは別に、ビルを横断し

た4つの業務チームを設け、全

隊員が所属しています。訓練の

内容などを検討する「教育訓練

チーム」、拾得物の管理や書類

作成のルールを決める「業務全

般チーム」、運用管理を担う「勤

務管理チーム」、身だしなみのチ

ェックする「アピアランスチー

ム」で構成。チーム運営で大切

にしているのは、上長は見守る

スタンスをとり隊員で決定した

ことを尊重することです。各隊

員が4つのチームすべてに関わ

って、どんな業務でもできること

をめざしています。

ホスピタリティを大切に

霞が関ビルサービスセンターは

「魅せる化」し、日々の活動を常

時ご覧いただけ

るようになってい

ます。私たち警

備も従来の裏方

的存在というイ

メージを払拭し、

通常業務を確実

に行ったうえで

「魅せる化」に力

を入れています。

防犯面では、毎

月月初12時30分

から霞テラスで

警備の訓練を公

開。専門的な要素

が強いので、わか

りやすいように工

夫しています。防

災面では、テナン

トのみなさまに年

2回の避難訓練に参加いただい

ています。大規模地震訓練、複合

災害訓練も実施し、そのなかで

AEDの体験会を開催。AEDを取

り扱うために全隊員が上級救命

認定証を所持しています。さらに

ステップアップした応急手当普及

員認定証という資格も40％が取

得するなど、資格取得にも力を入

れています。

本年度より「挑戦」という宣言バ

ッジを全隊員が付けています。こ

のバッジには、「日本一の警備隊」

をめざすという思いが込められ

ています。そのために、元気な挨

拶や積極的な声

かけ、みだしなみ

の徹底、訓練の励

行、ビル同士の連

携強化に一丸と

なり、積極的に取

り組んでいます。

宣言バッジの効

果のひとつとし

て、5棟に分かれ

て警備する隊員

同士をもっと知ろ

うという思いが広

がり、新聞部が発

足。隊員紹介や趣

味、旅行記などを

伝える霞タイムズ

の発行がスタート

しています。

今後、さまざまな

取り組みを積み重ね霞が関ビル

警備隊としての新しい警備スタ

イルを作っていきたいです。安

全・快適・便利を基本に、お客様

に喜んでいただけるようホスピタ

リティも大切にして、元気に明る

く笑顔で頑張っていきます。

「
日
本
一
の
警
備
隊
」
を
め
ざ
し
て
、
隊
員
一
丸
と
な
っ
て
挑
戦
し
ま
す
。

霞が関ビル警備隊 隊長
（左から）

中野 政則
中條 洋征
大野 直樹

警備
Security

Vol.2

上：「挑戦」と掲げられた宣言バッ

ジ。「5」にこだわって作成。　下：霞

が関ビル警備隊新聞部が月1回発

行する「霞タイムズ」。

警備を魅せる化！
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栄も消えていき、その存在を知る人も少
なくなりましたが、今でも指ヶ谷町はその
遺構を残しています。後楽園からのお
散歩途中には富士見湯という銭湯が、
白山からのお散歩なら「八百屋お七」
のお墓のある円乗寺もあります。遺構の

三代将軍家光ゆかりの指ヶ谷町
港区には徳川の菩提寺である増上寺
や愛宕神社などがありますが、今回は
霞が関から少し足を伸ばして、徳川の
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公園には春日局の像があり、この辺り
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局が拝領した土地で家光の鷹狩りの
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は徳川家光が鷹狩りに訪れた際、何も
ない谷の一帯を指差しながら「そのう
ち人が住むであろう」と言ったことから
と伝えられています。

文化人も集う小説の舞台、白山花柳界
この指ヶ谷町は、後楽園から白山通り

目印＝御影石の石畳を辿って行けば、
文豪が通った当時の料亭「田川」や黒
塀に出会えます。
今秋、11月3日開催の白山下商店会
チャリティー感謝市では、白山花柳界
を伝える写真展もあるそうです。秋の
まち歩きにいかがですか？
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爪切りから甘皮まわり、角質など、足の気になる部

分をしっかりとお手入れするコースです。

足の爪は、正しく切れていない方がとても多いで

す。深爪など誤った切り方は巻き爪の原因になり

ますし、足の爪は身体を安定して支える役割を担

っているのでしっかりとケアすることがとても大切

です。また、施術の前にご自分で切ってから来られ

る方もいらっしゃいますが、できれば切る前の状態

足の爪から甘皮、角質除去までトータルにお手入れ
で来られることをおすすめします。爪を切りながら

正しいやり方もご案内します。

角質については、これから寒くなるとかかとが割

れてしまう方がいるので、今からケアしておくこと

が大切です。また、合わない靴を履いてバランス

が悪くなっている部分に極端に角質がつくことも。

ケアしながらそれらの問題点もお知らせします。
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イラストのように四角
い形に切ります。①先
端はまっすぐにカット
し、②両端を少しカッ
ト。少し長めにのばし
て整えます。

足の爪の正しい切り方

まずフットバスに足
を浸し、爪まわりや
角質を柔らかくしま
す。約5～10分浸し
ます。

サービスの流れ
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部分を見極め、専
用やすりの粗い面、
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真）したあと、専用
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琴平タワー、虎の門三井ビルデ

ィングの5棟のビルの警備を担う
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員がおり、通常業務としては防
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員が4つのチームすべてに関わ

って、どんな業務でもできること

をめざしています。

ホスピタリティを大切に

霞が関ビルサービスセンターは

「魅せる化」し、日々の活動を常

時ご覧いただけ

るようになってい

ます。私たち警

備も従来の裏方

的存在というイ

メージを払拭し、

通常業務を確実

に行ったうえで

「魅せる化」に力

を入れています。

防犯面では、毎

月月初12時30分

から霞テラスで

警備の訓練を公

開。専門的な要素

が強いので、わか

りやすいように工

夫しています。防

災面では、テナン

トのみなさまに年

2回の避難訓練に参加いただい

ています。大規模地震訓練、複合

災害訓練も実施し、そのなかで

AEDの体験会を開催。AEDを取

り扱うために全隊員が上級救命

認定証を所持しています。さらに

ステップアップした応急手当普及

員認定証という資格も40％が取

得するなど、資格取得にも力を入

れています。

本年度より「挑戦」という宣言バ

ッジを全隊員が付けています。こ

のバッジには、「日本一の警備隊」

をめざすという思いが込められ

ています。そのために、元気な挨

拶や積極的な声

かけ、みだしなみ

の徹底、訓練の励

行、ビル同士の連

携強化に一丸と

なり、積極的に取

り組んでいます。

宣言バッジの効

果のひとつとし

て、5棟に分かれ

て警備する隊員

同士をもっと知ろ

うという思いが広

がり、新聞部が発

足。隊員紹介や趣

味、旅行記などを

伝える霞タイムズ

の発行がスタート

しています。

今後、さまざまな

取り組みを積み重ね霞が関ビル

警備隊としての新しい警備スタ

イルを作っていきたいです。安

全・快適・便利を基本に、お客様

に喜んでいただけるようホスピタ

リティも大切にして、元気に明る

く笑顔で頑張っていきます。

「
日
本
一
の
警
備
隊
」
を
め
ざ
し
て
、
隊
員
一
丸
と
な
っ
て
挑
戦
し
ま
す
。

霞が関ビル警備隊 隊長
（左から）

中野 政則
中條 洋征
大野 直樹

警備
Security

Vol.2

上：「挑戦」と掲げられた宣言バッ

ジ。「5」にこだわって作成。　下：霞

が関ビル警備隊新聞部が月1回発

行する「霞タイムズ」。

警備を魅せる化！
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おまかせ10本（1,944円）

定番や旬の素材を織り交ぜたおすすめの10本。写
真は左上から時計まわりに、えび、貝柱、いか、豚か
つ、ししとう、ちくわ、れんこん、赤ウインナー、なす
び、たまねぎ。

ハワイに行くなら、ハワイアン航空。
乗った瞬間からハワイを感じられます。

○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

ただけるよう日々取り組んでいます。
たくさんの航空会社がハワイ直行便を就航
するなか、ハワイアン航空の強みは、“乗った
瞬間からハワイを感じられる”ことです。ハワ
イ文化に精通したフライトアテンダントが多
く、料理はハワイで人気のシェフが監修。ア
メニティはハワイの著名デザイナーと提携し
たオリジナルデザインで、機内はハワイの香
りがするとよく言われます。アロハスピリッツ
にあふれた温かいサービスが魅力です。
ハワイの旅でおすすめしたいのはハワイ島で
す。日本ではオアフ島に比べまだまだ認知度
が低いですが、海や山が美しく、古くからの

文化も豊か。ゆっくり
過ごすのにぴった
り。ハワイ旅行を検
討の方はぜひお問い
合わせください。

ワイアン航空は創設から約90年の航
空会社で、日本へは2010年の羽田空

港の国際線化と同時に直行便を就航しまし
た。現在では、週31便ハワイへ直行便を就
航しています。日本支社の体制強化のため
人員を拡充し、2017年7月に東京倶楽部ビ
ルディングにオフィスを移転しました。
オフィス内は見通しの良いオープンな空間
で、支社長もフラットに同じ席に座っていま
す。これはハワイの本社も同じです。家具や
備品、インテリアなども本社とあわせていま
す。本社と同じように「アロハスピリッツ」を
オフィスからも伝える狙いです。社内はハワ

イ語で家族を意味す
る「オハナ」という雰
囲気。仲良く明るく
て、自分の意見を積
極的に発言しやすい。
そんな環境のなかで、
ハワイに行くならハワ
イアン航空と言ってい

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。
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会社名
ハワイアン航空
○東京倶楽部ビルディング5階

　
リエゾンモニター
佐々木 千佳さん
○日本支社 人事部長

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

揚げたて串揚げを存分に
当店は大阪発祥の大衆食である串揚げを

心行くまで楽しめるお店です。店名もズバ

リ「くしや」で、お肉や海鮮、野菜と20種類

以上の串を取り揃えています。特に野菜の

メニューの豊富さは自慢です。串揚げに

は、きめ細かいパン粉と大豆油を使ってい

ます。油切れもよく、いくらでも食べられる

ほどサクッと軽い。お1人様で10本くらいは

食べられますよ。ソースはちょっと辛めで、

ビールやハイボールによくあいます。

今回当店が、おすすめするのは「おまかせ

10本」です。お肉、魚介、野菜と人気のメ

ニューがまんべんなく入ってくるメニュー

で、はじめに注文いただくのにぴったりで

す。肉類では牛かつ・豚かつ、魚介ではえ

び・ししゃも、そして季節にあわせた野菜。

王道をおさえつつ、旬の食材を交えてご提

供いたします。

このあとにお好みの串を少しずつ追加して

いただけると、あたたかいうちに召し上が

れていいと思います。揚げたてを楽しめる

ことが大きな魅力なので、1本からでもご

注文ください。ちなみに当

店一番人気の串は

えびです。

お通しとして

提供してい

るキャベツ

は食べ放

題。口の中

をさっぱり

させて、また串を楽しんで

いただけます。

ランチタイム名物、明太子
食べ放題
一品料理も豊富に取り揃

えており、なかでもおすす

めしたいのは、「名物 牛筋

豆腐煮」。3時間ほど煮込

んだ筋はとろけるくらいに

柔らかい。お豆腐にも味が

十分にしみ込んでいます。

甘辛く仕上げており、おつまみにぴったりで

す。また、シメとしておすすめは「特製細つ

け麺」です。麺はうどんで、たれはピリ辛。最

後にさっぱりと召し上がっていただけます。

ランチタイムには6種類の定食をご提供し

ています。唐揚げ、生姜焼き、鯖の煮付け、

ハンバーグ、串カツ、日替わりをご用意。こ

の定食の際の目玉が明太子・高菜の食べ

放題です。明太子は桶に山盛りで、好きな

だけお皿にとって召し上がっていただけま

す。定食のおかずと合わせて、とてもご飯

が進みます。また、定食メニューはディナー

タイムにも提供していますので、夜食など

にもご利用いただけます。

年末の宴会シーズン前にぜひ一度ご来店

いただき串を味わってみてください。串揚

げはうすい衣で素材がわかるので、見ても

楽しい、食べてもおいしい。1本ずつ注文し

ていただけますのでリーズナブルに楽しめ

ます。団体にも少人数にも対応いたします

ので、揚げたての

串揚げを食べなが

ら盛り上がってい

ただきたいです。

ランチタイムの定
食につく明太子と
高菜は食べ放題。
写真は桶に山盛り
された明太子。お
好きなだけとっ
て、ご飯とともに
どうぞ。

店長の 押し！一イチ
居酒屋

くしや 霞が関店
○霞が関ビルディング1階

店
長  

田
村 

康
太 

さ
ん

今回の
お店

［☎］03-3504-0771

［営］月～金：11時30分～14時（L.O.13時30分）、

　　　　　17時～23時（L.O.22時30分）、

　　土：11時30分～14時（L.O.13時30分）

［休］日・祝　

［席］53席

Data

ハ

1 エントランス。カウンターは翼をイメージ。  2 オープンな執務空間。
ハワイ文化を多角的に伝
える機内誌「ハナホウ」

1 2

少し辛めのソースを串揚げにたっぷりとつけてお
楽しみください。

名物 牛筋豆腐煮（518円）

3時間以上じっくりと煮込んだ牛筋と味のし
み込んだ豆腐は、焼酎や日本酒にぴったり。

※価格はすべて税込みです。
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おまかせ10本（1,944円）

定番や旬の素材を織り交ぜたおすすめの10本。写
真は左上から時計まわりに、えび、貝柱、いか、豚か
つ、ししとう、ちくわ、れんこん、赤ウインナー、なす
び、たまねぎ。

ハワイに行くなら、ハワイアン航空。
乗った瞬間からハワイを感じられます。

○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

ただけるよう日々取り組んでいます。
たくさんの航空会社がハワイ直行便を就航
するなか、ハワイアン航空の強みは、“乗った
瞬間からハワイを感じられる”ことです。ハワ
イ文化に精通したフライトアテンダントが多
く、料理はハワイで人気のシェフが監修。ア
メニティはハワイの著名デザイナーと提携し
たオリジナルデザインで、機内はハワイの香
りがするとよく言われます。アロハスピリッツ
にあふれた温かいサービスが魅力です。
ハワイの旅でおすすめしたいのはハワイ島で
す。日本ではオアフ島に比べまだまだ認知度
が低いですが、海や山が美しく、古くからの

文化も豊か。ゆっくり
過ごすのにぴった
り。ハワイ旅行を検
討の方はぜひお問い
合わせください。

ワイアン航空は創設から約90年の航
空会社で、日本へは2010年の羽田空

港の国際線化と同時に直行便を就航しまし
た。現在では、週31便ハワイへ直行便を就
航しています。日本支社の体制強化のため
人員を拡充し、2017年7月に東京倶楽部ビ
ルディングにオフィスを移転しました。
オフィス内は見通しの良いオープンな空間
で、支社長もフラットに同じ席に座っていま
す。これはハワイの本社も同じです。家具や
備品、インテリアなども本社とあわせていま
す。本社と同じように「アロハスピリッツ」を
オフィスからも伝える狙いです。社内はハワ

イ語で家族を意味す
る「オハナ」という雰
囲気。仲良く明るく
て、自分の意見を積
極的に発言しやすい。
そんな環境のなかで、
ハワイに行くならハワ
イアン航空と言ってい

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。
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会社名
ハワイアン航空
○東京倶楽部ビルディング5階

　
リエゾンモニター
佐々木 千佳さん
○日本支社 人事部長

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

揚げたて串揚げを存分に
当店は大阪発祥の大衆食である串揚げを

心行くまで楽しめるお店です。店名もズバ

リ「くしや」で、お肉や海鮮、野菜と20種類

以上の串を取り揃えています。特に野菜の

メニューの豊富さは自慢です。串揚げに

は、きめ細かいパン粉と大豆油を使ってい

ます。油切れもよく、いくらでも食べられる

ほどサクッと軽い。お1人様で10本くらいは

食べられますよ。ソースはちょっと辛めで、

ビールやハイボールによくあいます。

今回当店が、おすすめするのは「おまかせ

10本」です。お肉、魚介、野菜と人気のメ

ニューがまんべんなく入ってくるメニュー

で、はじめに注文いただくのにぴったりで

す。肉類では牛かつ・豚かつ、魚介ではえ

び・ししゃも、そして季節にあわせた野菜。

王道をおさえつつ、旬の食材を交えてご提

供いたします。

このあとにお好みの串を少しずつ追加して

いただけると、あたたかいうちに召し上が

れていいと思います。揚げたてを楽しめる

ことが大きな魅力なので、1本からでもご

注文ください。ちなみに当

店一番人気の串は

えびです。

お通しとして

提供してい

るキャベツ

は食べ放

題。口の中

をさっぱり

させて、また串を楽しんで

いただけます。

ランチタイム名物、明太子
食べ放題
一品料理も豊富に取り揃

えており、なかでもおすす

めしたいのは、「名物 牛筋

豆腐煮」。3時間ほど煮込

んだ筋はとろけるくらいに

柔らかい。お豆腐にも味が

十分にしみ込んでいます。

甘辛く仕上げており、おつまみにぴったりで

す。また、シメとしておすすめは「特製細つ

け麺」です。麺はうどんで、たれはピリ辛。最

後にさっぱりと召し上がっていただけます。

ランチタイムには6種類の定食をご提供し

ています。唐揚げ、生姜焼き、鯖の煮付け、

ハンバーグ、串カツ、日替わりをご用意。こ

の定食の際の目玉が明太子・高菜の食べ

放題です。明太子は桶に山盛りで、好きな

だけお皿にとって召し上がっていただけま

す。定食のおかずと合わせて、とてもご飯

が進みます。また、定食メニューはディナー

タイムにも提供していますので、夜食など

にもご利用いただけます。

年末の宴会シーズン前にぜひ一度ご来店

いただき串を味わってみてください。串揚

げはうすい衣で素材がわかるので、見ても

楽しい、食べてもおいしい。1本ずつ注文し

ていただけますのでリーズナブルに楽しめ

ます。団体にも少人数にも対応いたします

ので、揚げたての

串揚げを食べなが

ら盛り上がってい

ただきたいです。

ランチタイムの定
食につく明太子と
高菜は食べ放題。
写真は桶に山盛り
された明太子。お
好きなだけとっ
て、ご飯とともに
どうぞ。

店長の 押し！一イチ
居酒屋

くしや 霞が関店
○霞が関ビルディング1階

店
長  

田
村 

康
太 

さ
ん

今回の
お店

［☎］03-3504-0771

［営］月～金：11時30分～14時（L.O.13時30分）、

　　　　　17時～23時（L.O.22時30分）、

　　土：11時30分～14時（L.O.13時30分）

［休］日・祝　

［席］53席

Data

ハ

1 エントランス。カウンターは翼をイメージ。  2 オープンな執務空間。
ハワイ文化を多角的に伝
える機内誌「ハナホウ」

1 2

少し辛めのソースを串揚げにたっぷりとつけてお
楽しみください。

名物 牛筋豆腐煮（518円）

3時間以上じっくりと煮込んだ牛筋と味のし
み込んだ豆腐は、焼酎や日本酒にぴったり。

※価格はすべて税込みです。
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カレコ・カーシェアリングクラブ

秋のレジャーはキャンピングカーででかけよう！
 「霞が関音楽祭 2017」 「霞の打ち水 2017」ほか

2017 Summer Event Report

 Vol.2  警備スタッフ編
Office Lifeを支えるStaffの仕事

 第10回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

足の爪健康コース

 第23回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

花柳界の面影残る白山界隈へ

 店長の一押し！

［居酒屋］ くしや 霞が関店

 Welcome to My Office! リエモニ会社案内

ハワイアン航空

リエゾン74号では、この夏に開催したさまざまな
イベントを写真とともに振り返りました。そして
季節は夏が過ぎ、秋へ。過ごしやすい日々が続
き、休日のレジャーも楽しい時期です。みなさん
はこの秋、どんな計画をされていますか。

●
この秋は、キャンピングカーでおでかけはいかが
でしょうか。誌面では、カーシェアリングにより「お
でかけを全力でサポート」する、カレコ・カーシェ
アリングクラブのキャンピングカーについて紹介
しました。大きすぎずに運転しやすく、必要な装
備が搭載されたキャンピングカーなのでキャン
プビギナーも安心。さらに、キャンプグッズのレン
タルやキャンプ場の優先予約サービスも。

●
「オフィスライフを支えるスタッフの仕事」で、今
回登場したのは霞が関警備隊の隊長3名です。
みなさまが安心して過ごせるため警備を確実に
行うことはもちろん、「魅せる化」に取り組み、明
るく元気な新しい警備スタイルを追求していま
す。お困りのことがありましたら、気軽に声をかけ
てみてください。

●
リエゾンの誌面はみなさまの声によりできあ
がっています。今号でもアンケートを行っていま
すのでぜひご協力をお願いいたします。

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 効率よく仕事をするために心がけていることや
利用しているグッズなどを教えてください。

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：2017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。

Kasumi Marche 2017

5日間入場無料

霞マルシェ2017開催!
○開催期間：  10月16日（月）～10月20日（金）11時～19時
○開催場所：   霞が関ビルディング ロビー階・霞テラス

知らざれる地域の逸品の紹介や東北、熊本の復興を応援する

「霞マルシェ」を5日間にわたって開催いたします。

秋の味覚を楽しみ、お気に入りの逸品を発見してみませんか。

復興応援感謝セール 2日間

東日本大震災で被害を受けた宮城県と福島県、
熊本地震で被害を受けた熊本県阿蘇市、大分県の
特産品販売や地域紹介を行い、復興を応援します。
○開催日時：10月16日（月）、17日（火）

岐阜県美濃加茂市、岡山県和気町、
山口県・岩国市、愛媛県宇和島市、
熊本県天草市、沖縄県沖縄市より
地域の逸品を紹介、販売を行います。
○開催日時：10月18日（水）、19日（木）、
　　　　　　20日（金）

霞が関からまちおこし 3日間

※イベントの内容は変更になる場合があります。 
※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。

宮城県

福島県

大分県

岐阜県
美濃加茂市
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和気町
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阿蘇市 沖縄県
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