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77 Vol.77

南インド料理専門店
ニルワナム
虎ノ門店

○港区虎ノ門1-1-20 
　虎ノ門実業会館B1F
　
ディナータイムに
マトンチリご注文の方に

ラッシー１杯サービス
　
○1枚でお1人様有効。
○他のサービスとの併用不可。
○有効期限：2018年9月29日
○店舗情報はP06をご覧ください。

Vol.77

南インド料理専門店
ニルワナム
虎ノ門店

○港区虎ノ門1-1-20 
　虎ノ門実業会館B1F
　
ディナータイムにクーポンご持参
の方、5,000円以上のご飲食で
お会計合計金額から

10％割引
　
○1枚でお1人様有効。
○他のサービスとの併用不可。
○有効期限：2018年9月29日
○店舗情報はP06をご覧ください。

お得なクーポンあります！

I N F O R M A T I O N イベント情報

霞が関の夏の風物詩としておなじみとなった「霞の打ち水」が今年も開催され
ます。本イベントは、2010年より実施され、今年で8回目となります。涼を取る
日本の伝統的な手法である「打ち水」を官民が一体となって行い、都心のヒー
トアイランド緩和や節電に関する意識向上を図るとともに、地域貢献の場を創
り出すことが目的です。真夏の昼下がり、霞テラスに水をまいて霞が関の気温
を下げてみませんか？
　
  ●日時：2018年8月1日（水）12時～12時30分　※雨天の場合は翌日に順延

  ●場所：霞テラス

霞が関の気温を打ち水で下げよう！

「霞の打ち水2018」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
が中心となってイベントを行う「霞が関から文化力プロジェクト」。本プロジェ
クトでは、7月30日～8月3日まで「霞が関音楽祭2018」を開催します。霞が関
ビルディングをはじめ、霞が関コモンゲートなどを舞台に、各種コンサートが行
われます。ランチタイムやお仕事帰りの時間帯に開催しますので、音楽に包ま
れる豊かな時間をぜひお楽しみください。
　
  ●日程：2018年7月30日（月）～8月3日（金）

  ●霞が関ビルディング講演、7月31日（火）12時～［ロビー階溜池側］、

  　8月1日（水）18時～［霞テラス］、8月2日（木）12時～［ロビー階溜池側］

  　※各公演内容は未定です。詳しくは館内チラシ等をご覧ください。

音楽に包まれる一週間をお届けします

「霞が関音楽祭2018」開催

※写真は昨年の様子です。

※写真は昨年の様子です。

お得な
クーポンあります！

裏表紙を
ご覧ください。

Kasumigaseki Bldg. 50th Anniversary

霞が関ビルディング50周年記念特集 Vol.Ⅱ

 Vol.5  清掃スタッフ編
Office Lifeを支えるStaffの仕事

 第13回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

「ヘッドマッサージ」と「腕もみハンドマッサージ」

 第26回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

高輪で二十六夜待ちと、八十八ケ所の旅

 店長の一押し！

焼肉 たまき家

 霞が関ビルディング周辺

夏こそ食べたい！ 辛くて旨いこの一品

おかげさまで霞が関ビルディングは2018年4月
12日に50周年を迎えました。

●
特集記事では、霞が関ビルディング50周年を記
念して開催された各種イベントについて振り返っ
てみました。霞が関ビルディングに映し出される
壮麗なデジタル掛け軸を見ながら、夜の霞テラ
スで心地よい時間を過ごしていただけましたで
しょうか。

●
今回の「オフィスライフを支えるスタッフの仕事」
では、清掃スタッフを紹介しました。清掃スタッフ
にはお客様対応をメインとする「ステージク
ルー」という役割がいるのをご存知でしたか？ 共
用部を巡回しておりますので、お困りのことがご
ざいましたらお気軽にお声がけください。

【お詫びと訂正】
「Liaison 76号」の裏表紙に掲載した「特別プレ
ゼントクイズ」の応募先のメールアドレスに誤り
がありました。下記の通り訂正させていただきま
す。ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申
し上げます。また、今号で再度特別プレゼントを
実施いたしますのでぜひご応募ください。
（誤）info@liaison-net.co.jp
（正）info@liaison-net.jp

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50周年記念

特別プレゼントクイズ！
クイズに正解した方の中から抽選で5名の方に、

図書カード5,000円分をプレゼント！

○応募方法　●クイズの答え ●お名前 ●ご所属の会社名 ●プレゼントの送付先を明記の上、
 「info@liaison-net.jp」にメール送信ください。
○応募期間　2018年7月31日（火）まで
○応募条件　ご応募は、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に限定させていただきます。

 ※ご応募はお一人様1回とさせていただきます。
○当選発表　当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
○賞品発送　賞品の発送は、応募締め切り日の約１カ月後を予定しております。都合により発送が前

後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。当選された方の住所・転居
先不明などで、賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

○個人情報の取り扱いについて　個人情報は厳重に管理します。個人情報を同意なしに業務委託
　　　　　　　　　先以外の第三者に提供することはございません。

霞が関ビルディングは
2018年4月12日で□周年を迎えました。
Question

□の中の数字をお答えください。

1989年の霞が関ビルディング

切り取ってご利用ください。

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。



霞が関ビルディングは、おかげさまで2018年4月12日に50周年を迎えました。
みなさまへの感謝の気持ちを込めて開催されたイベントの数々を写真で振り返ります。

また、霞が関ビルディング共用部の今昔やトリビアについても紹介します。

霞が関ビルディング5 0周年記念特集

霞が関ビルディングは、おかげさまで2018年4月12日に50周年を迎えました。
みなさまへの感謝の気持ちを込めて開催されたイベントの数々を写真で振り返ります。

また、霞が関ビルディング共用部の今昔やトリビアについても紹介します。

Vol. II

写真左から、三井不動産・
植田俊常務執行役員ビルデ
ィング本部長、女優の蒼井
優さん、デジタルアーティス
トの長谷川章さん（デジタル
掛け軸監修）。3人が同時に
点灯ボタンを押すと、霞が
関ビルディングにデジタル
掛け軸が映し出されました。

右ページ　霞が関ビルディングをキャンパスに色彩豊かな幾何学模
様を映し出しました。絵柄は地球の自転の速度で刻々と変化し、同じ
模様は二度と見られません。　上　夜の霞テラスがお酒や食事が楽
しめる空間に。5月は暖かい日が続きデジタル掛け軸を眺めながらく
つろぎの時間が過ごせたのではないでしょうか。

K A S U M I  N I G H T
T E R R A C E点灯式

K A S U M I  N I G H T  
T E R R A C E  

&  デジタル掛け軸

霞が関ビルディングのワーカーのみなさまに1本ずつ花をボードに
はめていただき完成したモニュメント。ロビー階虎ノ門側にて5月末
まで50周年を記念するシンボルとして飾られました。

ロビー階溜池側には霞が関ビルデ
ィングの歴史を、たくさんの貴重な
写真とともに振り返る大型パネル
を展示しました。

モニュメント作成

展示パネルほか館内装飾

Kasumigaseki Bldg. 50th Anniversary

E v e n t  R e p o r t

Event 1

Event 3
Event 2018.4.12‒5.312

2018.4.11

2018.4.12

Event 4
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H i s t o r y  &  T i p s

1968 昭和43年 2001 平成13年 2018 平成30年

H i s t o r y  霞が関ビルディングロビー階と1階エントランス付近の竣工当初から2018年までの変遷です。

T i p s  霞が関ビルディング共用部にまつわる半世紀の歴史が感じられるトリビアの数々をご紹介。

LBF

1F

大理石のベンチ

ロビー階虎ノ門側・溜池側にある大理石のベンチは、かつては虎ノ門
側エントランスホール中央にあったテーブルでした（写真右）。2001
年のリニューアルでベンチとなりました。

天井照明

天井照明も2001年のリニューアルで現在のものに。こちらもモチー
フはダイヤ型。竣工当時の天井デザイン（写真右）も意識してデザイ
ンされているそうです。

床

竣工当時のシックなモザイクタイルは2001年のリニューアルで現在
のベージュや白の大理石になりました。格子を回転させたダイヤ型が
モチーフとなっています。

壁面の大理石

こちらも竣工当時からのもの。大理石の模様が揃っているのをご存知
ですか。模様を揃えるために石をブロックで入手し、右の図のように
スライスしたものを張っているそうです。

現在

現在

現在

現在

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2つの
役割をもつ清掃スタッフの仕事についてご紹介します。

清掃スタッフ
Clearing Staff

Vol.5

霞が関ビルディング 
清掃スタッフ（左から）

村田 充康 Mitsuyasu Murata

金子 江里 Eri Kaneko

クリーンスタッフと
ステージクルーの役割

私たち清掃スタッフには、大きく

2つの役割分担があります。ひと

つは霞が関ビルディング全般の

日常的な清掃を担う「クリーンス

タッフ」です。トイレ・水回り、廊

下、外回りといった共用部の清

掃、また時間帯によりお客様のオ

フィス内の清掃も行っています。

清掃という仕事のメインとなる役

割です。

もうひとつはあまり耳なじみがな

いかもしれませんが、「ステージ

クルー」という役割があります。

エントランスなど共用部を中心に

巡回し、お客様へ挨拶やご案内

をします。清掃も行いますが、ど

ちらかというと接客がメインの仕

事になります。制服についてもク

リーンスタッフと異なり、接客を

意識したものになっています。

ステージクルーは、特にお客様

の多く来館される時間帯につい

てはロビー階や1階を巡回し、お

客様へ笑顔で挨拶したり、お困

りのお客様を見付けてお声掛け

やご案内を行います。その後は

館内を見回り清掃をしながら、ご

案内等を実施します。

ステージクルーは年1回研修会

を行うなど接客対応の向上に努

めています。こうした活動によっ

て、清掃スタッフとしてお客様に

快適な空間を提供することを目

指しています。

お客様の声を
モチベーションにして

ステージクルーとして心がけて

いることは、業

務をしている

なかで周囲に

意識をしっか

りもつことで

す。お客様が

困っているの

を見逃してい

てはいけませ

んので、巡回

しながらしっか

りまわりに意

識を持ち、笑

顔で挨拶をす

ることを大切

にしています。

笑顔、挨拶、気

配りとお客様

のためにとい

うことを常に

心がけている

のはステージ

クルーだけで

なく、クリーン

スタッフも同じ

です。清掃を

しっかりと行うのは当たり前のこ

とで、プラスアルファを大切にし

ています。

ステージクルー・クリーンスタッ

フ共に、お客様からお礼の言葉

をかけていただく事も多く、とて

もうれしく、モチベーションにも

つながっております。

霞が関ビルディ

ングは日本初

の超高層ビル

として誕生して

50周年を迎え

ました。たくさ

んの人が働く歴

史あるビルで

仕事をできるの

は、やりがいを

感じますし、プ

レッシャーも感

じます。

ステージクルー

とクリーンスタ

ッフと分担して

業務に取り組

んでいますが

根本は同じで

す。これからも

清掃を通して

お客様に少し

でも喜んでもら

えるサービスを

提供していきた

いです。

笑
顔
、
挨
拶
、
気
配
り
を
い
つ
も
心
が
け
、
清
掃
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
を
。

ステージクルーです！クリーンスタッフです！

上：オフィスの机上拭きを行うクリーンスタッ

フ。四角を描くようにムラなく拭き上げます。

中：1階やロビー階を巡回清掃しながらご案

内を行うステージクルー。　下：積極的なあ

いさつを行うことを目指すためのバッジ。清

掃スタッフ全員が胸元に付けています。

04 03
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務をしている

なかで周囲に

意識をしっか

りもつことで

す。お客様が

困っているの

を見逃してい

てはいけませ

んので、巡回

しながらしっか

りまわりに意

識を持ち、笑

顔で挨拶をす

ることを大切

にしています。

笑顔、挨拶、気

配りとお客様

のためにとい

うことを常に

心がけている

のはステージ

クルーだけで

なく、クリーン

スタッフも同じ

です。清掃を

しっかりと行うのは当たり前のこ

とで、プラスアルファを大切にし

ています。

ステージクルー・クリーンスタッ

フ共に、お客様からお礼の言葉

をかけていただく事も多く、とて

もうれしく、モチベーションにも

つながっております。

霞が関ビルディ

ングは日本初

の超高層ビル

として誕生して

50周年を迎え

ました。たくさ

んの人が働く歴

史あるビルで

仕事をできるの

は、やりがいを

感じますし、プ

レッシャーも感

じます。

ステージクルー

とクリーンスタ

ッフと分担して

業務に取り組

んでいますが

根本は同じで

す。これからも

清掃を通して

お客様に少し

でも喜んでもら

えるサービスを

提供していきた

いです。

笑
顔
、
挨
拶
、
気
配
り
を
い
つ
も
心
が
け
、
清
掃
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
を
。

ステージクルーです！クリーンスタッフです！

上：オフィスの机上拭きを行うクリーンスタッ

フ。四角を描くようにムラなく拭き上げます。

中：1階やロビー階を巡回清掃しながらご案

内を行うステージクルー。　下：積極的なあ

いさつを行うことを目指すためのバッジ。清

掃スタッフ全員が胸元に付けています。
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霞が関ビルディング

内幸町駅

虎ノ門駅

日比谷公園

※ラストオーダーは各店舗にお問い合わせください。
※価格はすべて税込みです。

夏こそ食べたい！
辛くて旨いこの一品
暑い夏こそ辛い料理を食べたい！ スパイシーな味わ
いがグッと食欲を引き出してくれます。辛さに汗を
かきながらビールを一杯、なんていうのも魅力です。
霞が関ビルディングの周辺のお店からおすすめの
辛旨料理を紹介します。

泰南飯店 日比谷店
○Map 2

泰南爆弾つゆそば（920円）

ランチタイムを中心に人気を
集める40年ほど前からある
一品。豆板醤ベースの秘伝の
辛さが魅力です。麺は細麺、
具には野菜や肉、イカなどが
たっぷり。さらに辛い超泰南
爆弾つゆそば（1,000円）も。

くの人に好まれる広東

料理を中心に、北京、

上海、四川の独特の味も取り

入れた本格中国料理を堪能で

きます。蟹玉入りフカヒレスー

プや北京ダックなど、見た目も

美しく五感で感じる本格中国

割烹コースを各種ご用意して

います。最大60名までの宴会

や歓送迎会、食事会にも。

●千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルB1F
●［☎］03-6206-1317
●［営］月～金：11時～ 15時、17時～ 22時30分、
　　　土：11時30分～ 14時30分
●［休］日

Data

多

○Map 1

頂点石焼麻婆刀削麺
（ランチ900円、ディナー950円）

グツグツアツアツの石焼麻婆
豆腐に極太刀削麺をつけ麺の
ようにつけていただきます。辛
さは薄辛・ふつう・中辛・激辛
の4段階から。初心者はまず
薄辛からがおすすめ。

ーダー後に茹で上げる

自家製のもっちり極太

刀削麺と、辛さと旨味が融合し

た麻婆豆腐が人気の中国家庭

料理店。麻婆豆腐の辛さの決

め手となるのは秘伝の自家製

麻辣油。スープは金華ハムや

親鶏丸一匹などから煮出し、

豆腐は木綿と絹の中間の柔ら

かさで特注したものです。

●港区西新橋1-10-8 西新ビルB1F
●［☎］03-6677-2666
●［営］11時～ 15時、17時～ 23時
●［休］無休

Data

オ

Shop

2

旬夏秋冬
○Map 3

四川風本格麻婆豆腐（980円）

本場、四川省徳陽市のスタイ
ルを追求した麻婆豆腐は、辛
さはもちろん、旨さとコクのあ
る味わいで人気です。辛さは
ピリ辛・中辛・激辛の3種類か
ら選べます。ランチタイムには
900円の定食で楽しめます。

名には四季折々の旬の

素材をふんだんに使用

した中華料理を提供したいと

いう想いが込められています。

まずおすすめしたい4品は、四

川風本格麻婆豆腐をはじめ、

自家製味自慢焼き餃子、特製

の黒酢酢豚、揚げナスの塩コ

ショウ。2時間飲み放題付きの

お得なコースも各種ご用意。

●港区西新橋2-15-2 親和ビル1F・2F
●［☎］03-6550-8708
●［営］11時～ 15時、17時～ 23時
●［休］日

Data

店

Shop

3

天然居 虎ノ門店
○Map 4

辣子鶏肉（1,500円）

読み方は「ラーズーチー」。鶏
を唐揚げにしたのちに唐辛子
と花椒などを加えて炒めた一
品。鶏のジューシーさに辛さ
と痺れが加わり自然と箸が進
みます。香ばしい匂いと華や
かさも魅力です。

ち着いていられる場所

を意味する「天然居」

では、豊富な香辛料を使用し

素材の味を引き出す四川料理

が楽しめます。四川省から取り

寄せている花椒は、新鮮な香

りを保つため毎日挽きたてを

使用。辛いメニューは汁なし

担々麵や麻婆豆腐も人気。辛

さは10段階で調節可能です。

●港区虎ノ門1-16-4アーバン虎ノ門ビル1F
●［☎］03-3508-4510
●［営］11時～ 15時、17時～ 24時
●［休］日

Data

落

Shop

4

バンセーン 新橋店
○Map 5

ヤムタレー（1,350円）

たっぷりのエビ、イカ、パーナ
貝といったシーフードと野菜
を盛り合わせたタイ風サラ
ダ。辛くて酸っぱいソースを
あえて楽しみます。暑い時期
にぴったりのスパイシーシー
フードサラダです。

イ・バンセーン地域で

有名なプーパッポンカ

リー（カニのカレーソースと卵

和え）をはじめ、トムヤムクン

やパッタイ（エビ入りタイ風や

きそば）、ポピーアソッ（生春

巻）など本格タイ料理を多数

ご用意しています。2名様から

本格タイ料理がたっぷり楽し

めるディナーコースも充実。

●港区西新橋1-6-6 川山ビル1F
●［☎］03-6268-8071
●［営］月～金：11時30分～ 14時30分、17時30分～ 23時
　　　土：11時30分～ 14時、17時～ 22時
●［休］日・祝

Data

タ

Shop

5

ニルワナム 虎ノ門店

四川料理

本格タイ料理

南インド料理専門店

○Map 6

マトンチリ（1,188円）

揚げた羊肉をスパイスと赤唐
辛子などで仕上げた一品。風
味豊かで歯ごたえのある羊
肉を噛めば噛むほど辛さと旨
味が増し、次々と手が伸びる
クセになる味わい。ビールと
いっしょに楽しみたい。

インドの各地域それぞ

れの独特な風味やスパ

イスを組み合わせた調理スタ

イルで提供する豊富なメニュ

ーをご用意。ディナーメニュー

は100種類以上を揃えます。

ランチタイムのカレービュッフ

ェ（1,200円）は日替わりで12

種のカレーが楽しめ人気です。

デリバリーサービスもあり。

●港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館B1F
●［☎］03-5510-7875
●［営］11時15分～ 14時30分、18時～ 22時
●［休］日

Data

南

Shop

6

グランドダージリン 虎ノ門店
○Map 7

インディアンランチ
Dセット（1,450円）

チキンカレー、キーマカレー、ブ
ラウンカレー、タンドリーチキン、
シークカバブ、ナンとライス、サ
ラダ、ドリンクのセット。Aセットは
カレー 1種とナンorライス、サ
ラダ、ドリンクで1,000円。

味・辛味・酸味のバラ

ンスが絶妙なタイ料

理、スパイシーで香り高いイン

ド料理のどちらも楽しめます。

タイ出身・インド出身のそれぞ

れの料理人がレシピを考案し、

それぞれの魅力を引き出して

います。ランチやディナーでの

個人の利用はもちろん、パー

ティーなどにも利用できます。

●港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館B1F
●［☎］03-3503-8088
●［営］11時～ 15時、17時～ 22時30分
●［休］日

Data

甘

Shop

7 味覚 新橋本店

中国家庭料理本格中華料理

中国料理

エスニックレストラン&バー Shop

1
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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 第二六回

高
輪
で
二
十
六
夜
待
ち
と
、八
十
八
ケ
所
の
旅

T
ake a W

alk T
hough K

asum
igaseki

の月見名所の遺構は見られないが、
高輪には江戸の頃のお遍路気分が味
わえるスポットもある。
高野山東京別院である。
四国の八十八ケ所巡りは有名である
が、ここ東京高輪で八十八ケ所巡りが
できることをご存知だろうか？　わざわ
ざ四国まで行かずとも、そのご利益が
いただけるという手軽なお遍路巡りで
ある。
山門をくぐって右手の一角に「四国八
十八ケ所のお砂踏み場」［写真1］が
ある。それぞれ阿波国（徳島）、讃岐
国（香川）、伊予国（愛媛）、土佐国
（高知）と四国の4つのエリアに区切ら
れており、順番に巡ると「四国霊場八
十八ケ所」を巡ったと同じご利益が得
られるとのこと。
さらに寺務所には、高野山のお水と願
いの叶うとされる「千枚通し」［写真
2］がある。この紙に願いを込めて飲
み込むと弘法大師さまへの願いが届く
という。安産祈願には2枚とか…お試
しあれ。

ミニミュージアム巡りと
グランドプリンスホテル高輪の
日本庭園でひと休み
あまり知られていないスポットはまだま
だある。高野山東京別院からそのまま
品川駅方面柘榴坂への一本道。途中

太陰暦：
月暦で楽しむ江戸の暮らし
神社仏閣を訪ねると、石灯篭に三日月と
満月が描かれているのをよく見かける。
江戸の頃の暦は旧暦と言われ、月の
満ち欠けを目安に月の公転で１年のサ
イクルを基準にする「太陰暦」であっ
た。現在の新暦と呼ばれる暦は、太陽
暦と呼ばれる地球の公転を基準にし
たもので、明治維新以降は世界基準
に合わせた新暦を使うようになった。
つまり江戸の頃までの人々の暮らしは
月とともにあり、月暦が目安であった。

月見の名所「高輪」の
二十六夜待ち
日々月を見ながら季節を感じる江戸庶
民にとって、当時ほとんど海辺であっ
た「高輪」は、多くの人が訪れる「月見
の名所」であった。
「二十六夜待ち」は、陰暦の1月と7月の
26日の夜に月が出るのを待って拝むこと。
阿弥陀・観音・勢至（それぞれ菩薩
を指す）の三尊の姿が現れるといわ
れ、高輪から品川にかけて月見が盛
んに行われ、江戸名所図会にも多く残
されている。

高野山東京別院：
八十八ケ所巡りの旅
現在はほとんどが埋め立てられ、高輪

には公益財団法人味の素食の文化セ
ンター（港区高輪3-13-65 味の素グル
ープ高輪研修センター内）内の図書
館と食文化展示ルームがあり、その先
には物流博物館（港区高輪4-7-15）
［写真3］。世界の子ども達の暮らしや
ユニセフの活動がわかるユニセフハウ
ス（港区高輪4-6-12）のミニミュージア
ムがある。
そろそろ疲れてきたところ、是非ご案
内したいのが、「グランドプリンスホテル
高輪の日本庭園」である。
もちろんホテルの庭園なので自由に散
策可能だ。毎年８月中旬には、「高輪
夏まつり」［写真4］を開催予定。日本
庭園での縁日やホテル館内での和文
化体験などなど盛り沢山なプログラム
が楽しめる。
今回の「ちょこっと 霞 歴史さんぽ」
は、新橋からJRにて品川駅から、また
都営浅草線にて高輪台からでも回る
ことができる。
涼風を求め暑い盛りを越え、まだ陽の
長い夕刻仕事帰りのおさんぽをオスス
メいたします。

　

参考文献・取材協力／編集・発行 港郷土資
料館「港区政60周年記念事業 平成18年特
別展『UKIYO-E ―名所と版元―』」、グランド
プリンスホテル高輪

1 四国八十八ケ所のお砂
踏み場　2 高野山東京
別院、千枚通し　3 物流
博物館　4 高輪 夏まつり

手と腕にある主なツボと
期待できる効果

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。

「ヘッドマッサージ」と「腕もみハンドマッサージ」13

目が疲れている方、肩や首がこっている方、

また短時間でリフレッシュしたい方にぴっ

たりのサービスです。また、ご自分では気

づきにくい硬くなった頭皮をほぐすことも

できます。頭皮が硬くなっていると表情も

硬くなってしまうといわれますので、おだや

かな表情づくりにも役立ちます。

10分からのサービスですが、ご希望により

20分、30分も可能。また、別のサービスと

組み合わせてのご利用もできますのでお気

軽にお声がけください。

○10分・1,080円～

頭スッキリでリフレッシュ「ヘッドマッサージ」
こんな方におすすめ

○肩や首がこっている。

○目が疲れている。

○リフレッシュ感を得たい。

○頭皮が硬い気がする。

Course 1

リクライニングチェアに身を
預けたあと、まず目の周りの
マッサージから。

サービスの流れ

1 頭の中央のラインをマッサ
ージ。多くのツボが集まる部
位でリラックスできます。

2 次に首のまわりをマッサージ
施術中に眠ってしまう方も多
いそうです。

3 最後に肩をマッサージ。①～
④まで10分かけてほぐして
いきます。

4

手だけではなく、腕も含めてマッサージす

るサービスです。パソコンを使っている方

は腕がパンパンになっている事が多く、触

るだけですぐにわかります。ひじの下から

指先までマッサージすることで血行を改善

し、リラックスすることができます。ゴルフ

などのスポーツによって、腕が張っている

方にもおすすめです。

手や腕にあるたくさんのツボ（下のイラス

ト参照）を刺激しながら、片手あたり15分

じっくりとマッサージします。

○約30分・3,240円

「腕もみハンドマッサージ」で手と腕からリラックス
こんな方におすすめ

○パソコン使いで腕が重い。

○スポーツで腕が張っている。

○手がカサカサする。

○リラックスしたい。

Course 2

国産精油を中心にブレンドし
たアロマオイルを手と腕に
なじませてマッサージスター
ト。まずは手から。

サービスの流れ

1 手の甲から腕の外側をツボ
をおさえながらマッサージし
ていきます。

2 次に腕の内側をマッサージ。3 てのひらをマッサージ。片手
あたり15分とじっくりとほぐ
していきます。

4

※価格はすべて税込みです。

男性も女性もご利用できます！

［営］月～土：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）
手の甲と
腕の外側

てのひらと
腕の内側

合谷（ごうこく）
肩こり

神門（しんもん）
リラックス効果

内関（ないかん）
胃腸を整える

尺沢（しゃくたく）
呼吸器系

手三里（てさんり）
腕の疲労回復曲池（きょくち）
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ホームページでもご覧いただけます。

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。

霞

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）

霞

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

霞

霞が関ビル診療所　 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～）

吉田歯科医院　 3F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

山口歯科室　 3F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

けやき［フランス料理&鉄板焼き］　 35F霞
［営］11:30～21:30 
［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霞
［営］月～金.
           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-7776

9:00～18:00 
9:00～13:00

生活彩家 霞が関ビル店［コンビニ］　 3F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

ナチュラルローソン 新霞が関ビル店［コンビニ］　 LBF新
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3539-3320

7：30～22：30

屋台DELi［弁当販売］　 1F新
［営］11:00～13:30
［休］土.日.祝

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
※2018年6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※

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

ディナー17:00～22:00（LO21:30） 
［休］土.日.祝
［TEL］03-5521-6001  席数：148  個室：13

Presented by OTOKO NAIL 適正休憩所　 1F霞
［営］月～金.
　　　  土.
［休］日.祝
［TEL］0120-662-880

11:00～20:00
11:00～18:00

家
長   

田
巻 

保
彦 

さ
ん

［☎］03-6550-8299

［営］月～金：11時～15時（L.O.14時30分）、

　　　　　17時～23時（L.O.22時）

　　土・祝：11時～15時（L.O.14時30分）

　　　　　17時～22時30分（L.O.21時30分）

［休］日　［席］68席

http://tamakiya.tokyo/
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※価格はすべて税込みです。

※価格はすべて税込みです。

※掲載内容は、予告なく中止・変更となる場合がございます。予めご了承ください。画像はイメージです。

店長の 押し！一イチ
焼肉

焼肉 たまき家
○東京倶楽部ビルディング1階

今回の
お店

目利きが選ぶ黒毛雌和牛を
私どもたまき家は、昭和36年より50年以

上にわたり食肉の卸業一筋に営んできま

した。多くの名店に和牛を卸させていただ

いており、和牛の目利きに高い評価をい

ただいております。

そしてこのたび2018年5月より「焼肉 た

まき家」として、極上の黒毛雌和牛をリー

ズナブルに味わえる焼肉店をオープンし

ました。

こだわっているのは“雌牛（めすうし）”です。

あまり聞きなれないかもしれませんが、雌

牛は、雄牛と比べて、非常に肉質が柔らかく

脂も甘くて肉も甘い。室温で溶けるほど脂

の溶ける温度が低く、不飽和脂肪酸が多く

含まれており、食べた時にしつこさもありま

せん。また、国内市場の流通量は20％と大

変希少です。昨今、赤身ブーム・熟成肉ブ

ームですが、和牛の文化は脂の美味しさの

文化であり、改めて和牛の脂のおいしさを

追求していきたいと考えています。

ランチから肉の旨さを実感
当店の肉のおいしさを実感いただくため、

まずお試しいただきたいのがランチです。

おすすめは限定の大盛タン塩ランチ。牛

タンは100gあり、かなりの満足度がある

メニューだと自負しています。オープン以

来大変好評で、すぐに売り切れるほどの

人気です。もうひとつは黒毛雌和牛カル

ビ・ロースランチ。脂ののっている部分と

肉のジューシーな部分の両方を楽しめる

のが魅力です。

ディナータイムのおすすめは、焼きすきや

きの当店名物「たまき焼き」です。サーロイ

ンを薄く切り甘辛い秘伝のタレを塗り、さ

っとあぶって溶き卵で召し上がっていただ

きます。そのほか雌和牛炙り寿司も人気で

す。もちろんカルビやロースから希少部位

にいたるまで、黒毛雌和牛を焼肉で心行く

まで楽しんでいただけます。

また、ぜひお肉とワインとあわせていただ

きたいです。ブルゴーニュやボルドーの伝

統的な作り手からニューワールドまでしっ

かりと取り揃え、ソムリエがお肉にあうワイ

ンをおすすめします。

一度ご賞味くださればお肉のおいしさに満

足していただける自信があります。お肉を

食べると元気が出ます。当店がワーカーの

皆様の活力源になれればうれしいです。

大盛タン塩ランチ（限定）（1,620円）

100gのタン塩が楽しめる限定メニュー。ランチだ
からこそ味わえるバリューかつ一番人気の一品。

たまき焼き（3,132円）

たまき家の名を冠した名物メニュー。薄切りの
サーロインを焼きすきやきで味わえます。

雌和牛の炙り寿司 5カン（2,700円）

おつまみとして人気。たまき焼きで使う甘辛いタ
レで召し上がります。

黒毛雌和牛カルビ・ロースランチ（2,160円）

カルビのとろけるような脂とロースのジューシー
さを一皿で楽しめます。

すべてのランチにサラダ・ご飯・副菜・スープが付
きます。ライス大盛無料サービス。

New
Open!

焼肉 たまき家限定で毎月29（ニク）日は三井ショッピングパークカードポイントアップデー開催中（2019年3月まで）。詳しくは店舗までお問い合わせください。!
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クレジットカード支払いで

100円（税抜）につき

三井ショッピングパークカード《セゾン》

100円（税抜）につき

三井ショッピングパークポイントカード
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今日も１日お疲れ様です！
忙しい方の空腹をサポート！
今日も１日お疲れ様です！
忙しい方の空腹をサポート！ 7/2　▶8/3　7/2 ▶8/3　月 金

○ご提供時間：18時～22時（L.O.22時）
○☎：03-6457-9887

新橋チャーハン王～肉Bar～

冷やし汁なし担々麺 1,000円
～鶏茶漬けセット～

○ご提供時間：11時～ 22時
　　　　　　  （L.O.21時30分）
○☎：03-3502-0564

Com Pho 霞が関ビルディング店

鶏のフォー 800円

○ご提供時間：7時～21時（L.O.21時）
○☎：03-3591-6268

バーガーキング

ワッパーセット 840円

○提供時間：17時～ 21時
　　　　　　  （L.O.20時30分）
○☎：03-6457-9709

上等カレー

カレーうどんset 930円

○ご提供時間：17時30分～
　　　　　　  無くなり次第終了
○☎：03-3504-0771

くしや 霞が関店

夜定食 1,080円

7/2 月 金8/3

平日17:00～ 22:00
上記5店舗限定
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ホームページでもご覧いただけます。

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。

霞

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）

霞

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

霞

霞が関ビル診療所　 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～）

吉田歯科医院　 3F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

山口歯科室　 3F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

けやき［フランス料理&鉄板焼き］　 35F霞
［営］11:30～21:30 
［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霞
［営］月～金.
           土.
［休］日.祝
［TEL］03-3581-7776

9:00～18:00 
9:00～13:00

生活彩家 霞が関ビル店［コンビニ］　 3F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

ナチュラルローソン 新霞が関ビル店［コンビニ］　 LBF新
［営］月～金.
［休］土.日.祝
［TEL］03-3539-3320

7：30～22：30

屋台DELi［弁当販売］　 1F新
［営］11:00～13:30
［休］土.日.祝

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
※2018年6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※

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

ディナー17:00～22:00（LO21:30） 
［休］土.日.祝
［TEL］03-5521-6001  席数：148  個室：13

Presented by OTOKO NAIL 適正休憩所　 1F霞
［営］月～金.
　　　  土.
［休］日.祝
［TEL］0120-662-880

11:00～20:00
11:00～18:00

家
長   

田
巻 

保
彦 

さ
ん

［☎］03-6550-8299

［営］月～金：11時～15時（L.O.14時30分）、

　　　　　17時～23時（L.O.22時）

　　土・祝：11時～15時（L.O.14時30分）
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焼肉

焼肉 たまき家
○東京倶楽部ビルディング1階

今回の
お店

目利きが選ぶ黒毛雌和牛を
私どもたまき家は、昭和36年より50年以

上にわたり食肉の卸業一筋に営んできま

した。多くの名店に和牛を卸させていただ

いており、和牛の目利きに高い評価をい

ただいております。

そしてこのたび2018年5月より「焼肉 た

まき家」として、極上の黒毛雌和牛をリー

ズナブルに味わえる焼肉店をオープンし

ました。

こだわっているのは“雌牛（めすうし）”です。

あまり聞きなれないかもしれませんが、雌

牛は、雄牛と比べて、非常に肉質が柔らかく

脂も甘くて肉も甘い。室温で溶けるほど脂

の溶ける温度が低く、不飽和脂肪酸が多く

含まれており、食べた時にしつこさもありま

せん。また、国内市場の流通量は20％と大

変希少です。昨今、赤身ブーム・熟成肉ブ

ームですが、和牛の文化は脂の美味しさの

文化であり、改めて和牛の脂のおいしさを

追求していきたいと考えています。

ランチから肉の旨さを実感
当店の肉のおいしさを実感いただくため、

まずお試しいただきたいのがランチです。

おすすめは限定の大盛タン塩ランチ。牛

タンは100gあり、かなりの満足度がある

メニューだと自負しています。オープン以

来大変好評で、すぐに売り切れるほどの

人気です。もうひとつは黒毛雌和牛カル

ビ・ロースランチ。脂ののっている部分と

肉のジューシーな部分の両方を楽しめる

のが魅力です。

ディナータイムのおすすめは、焼きすきや

きの当店名物「たまき焼き」です。サーロイ

ンを薄く切り甘辛い秘伝のタレを塗り、さ

っとあぶって溶き卵で召し上がっていただ

きます。そのほか雌和牛炙り寿司も人気で

す。もちろんカルビやロースから希少部位

にいたるまで、黒毛雌和牛を焼肉で心行く

まで楽しんでいただけます。

また、ぜひお肉とワインとあわせていただ

きたいです。ブルゴーニュやボルドーの伝

統的な作り手からニューワールドまでしっ

かりと取り揃え、ソムリエがお肉にあうワイ

ンをおすすめします。

一度ご賞味くださればお肉のおいしさに満

足していただける自信があります。お肉を

食べると元気が出ます。当店がワーカーの

皆様の活力源になれればうれしいです。

大盛タン塩ランチ（限定）（1,620円）

100gのタン塩が楽しめる限定メニュー。ランチだ
からこそ味わえるバリューかつ一番人気の一品。

たまき焼き（3,132円）

たまき家の名を冠した名物メニュー。薄切りの
サーロインを焼きすきやきで味わえます。

雌和牛の炙り寿司 5カン（2,700円）

おつまみとして人気。たまき焼きで使う甘辛いタ
レで召し上がります。

黒毛雌和牛カルビ・ロースランチ（2,160円）

カルビのとろけるような脂とロースのジューシー
さを一皿で楽しめます。

すべてのランチにサラダ・ご飯・副菜・スープが付
きます。ライス大盛無料サービス。

New
Open!

焼肉 たまき家限定で毎月29（ニク）日は三井ショッピングパークカードポイントアップデー開催中（2019年3月まで）。詳しくは店舗までお問い合わせください。!
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今日も１日お疲れ様です！
忙しい方の空腹をサポート！
今日も１日お疲れ様です！
忙しい方の空腹をサポート！ 7/2　▶8/3　7/2 ▶8/3　月 金

○ご提供時間：18時～22時（L.O.22時）
○☎：03-6457-9887

新橋チャーハン王～肉Bar～

冷やし汁なし担々麺 1,000円
～鶏茶漬けセット～

○ご提供時間：11時～ 22時
　　　　　　  （L.O.21時30分）
○☎：03-3502-0564

Com Pho 霞が関ビルディング店

鶏のフォー 800円

○ご提供時間：7時～21時（L.O.21時）
○☎：03-3591-6268

バーガーキング

ワッパーセット 840円

○提供時間：17時～ 21時
　　　　　　  （L.O.20時30分）
○☎：03-6457-9709

上等カレー

カレーうどんset 930円

○ご提供時間：17時30分～
　　　　　　  無くなり次第終了
○☎：03-3504-0771

くしや 霞が関店

夜定食 1,080円
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平日17:00～ 22:00
上記5店舗限定
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77 Vol.77

南インド料理専門店
ニルワナム
虎ノ門店

○港区虎ノ門1-1-20 
　虎ノ門実業会館B1F
　
ディナータイムに
マトンチリご注文の方に

ラッシー１杯サービス
　
○1枚でお1人様有効。
○他のサービスとの併用不可。
○有効期限：2018年9月29日
○店舗情報はP06をご覧ください。

Vol.77

南インド料理専門店
ニルワナム
虎ノ門店

○港区虎ノ門1-1-20 
　虎ノ門実業会館B1F
　
ディナータイムにクーポンご持参
の方、5,000円以上のご飲食で
お会計合計金額から

10％割引
　
○1枚でお1人様有効。
○他のサービスとの併用不可。
○有効期限：2018年9月29日
○店舗情報はP06をご覧ください。

お得なクーポンあります！

I N F O R M A T I O N イベント情報

霞が関の夏の風物詩としておなじみとなった「霞の打ち水」が今年も開催され
ます。本イベントは、2010年より実施され、今年で8回目となります。涼を取る
日本の伝統的な手法である「打ち水」を官民が一体となって行い、都心のヒー
トアイランド緩和や節電に関する意識向上を図るとともに、地域貢献の場を創
り出すことが目的です。真夏の昼下がり、霞テラスに水をまいて霞が関の気温
を下げてみませんか？
　
  ●日時：2018年8月1日（水）12時～12時30分　※雨天の場合は翌日に順延

  ●場所：霞テラス

霞が関の気温を打ち水で下げよう！

「霞の打ち水2018」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
が中心となってイベントを行う「霞が関から文化力プロジェクト」。本プロジェ
クトでは、7月30日～8月3日まで「霞が関音楽祭2018」を開催します。霞が関
ビルディングをはじめ、霞が関コモンゲートなどを舞台に、各種コンサートが行
われます。ランチタイムやお仕事帰りの時間帯に開催しますので、音楽に包ま
れる豊かな時間をぜひお楽しみください。
　
  ●日程：2018年7月30日（月）～8月3日（金）

  ●霞が関ビルディング講演、7月31日（火）12時～［ロビー階溜池側］、

  　8月1日（水）18時～［霞テラス］、8月2日（木）12時～［ロビー階溜池側］

  　※各公演内容は未定です。詳しくは館内チラシ等をご覧ください。

音楽に包まれる一週間をお届けします

「霞が関音楽祭2018」開催

※写真は昨年の様子です。

※写真は昨年の様子です。

お得な
クーポンあります！

裏表紙を
ご覧ください。

Kasumigaseki Bldg. 50th Anniversary

霞が関ビルディング50周年記念特集 Vol.Ⅱ

 Vol.5  清掃スタッフ編
Office Lifeを支えるStaffの仕事

 第13回／OTOKO NAIL もっと適正休憩!

「ヘッドマッサージ」と「腕もみハンドマッサージ」

 第26回／ちょこっと・霞・歴史さんぽ

高輪で二十六夜待ちと、八十八ケ所の旅

 店長の一押し！

焼肉 たまき家

 霞が関ビルディング周辺

夏こそ食べたい！ 辛くて旨いこの一品

おかげさまで霞が関ビルディングは2018年4月
12日に50周年を迎えました。

●
特集記事では、霞が関ビルディング50周年を記
念して開催された各種イベントについて振り返っ
てみました。霞が関ビルディングに映し出される
壮麗なデジタル掛け軸を見ながら、夜の霞テラ
スで心地よい時間を過ごしていただけましたで
しょうか。

●
今回の「オフィスライフを支えるスタッフの仕事」
では、清掃スタッフを紹介しました。清掃スタッフ
にはお客様対応をメインとする「ステージク
ルー」という役割がいるのをご存知でしたか？ 共
用部を巡回しておりますので、お困りのことがご
ざいましたらお気軽にお声がけください。

【お詫びと訂正】
「Liaison 76号」の裏表紙に掲載した「特別プレ
ゼントクイズ」の応募先のメールアドレスに誤り
がありました。下記の通り訂正させていただきま
す。ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申
し上げます。また、今号で再度特別プレゼントを
実施いたしますのでぜひご応募ください。
（誤）info@liaison-net.co.jp
（正）info@liaison-net.jp

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50周年記念

特別プレゼントクイズ！
クイズに正解した方の中から抽選で5名の方に、

図書カード5,000円分をプレゼント！

○応募方法　●クイズの答え ●お名前 ●ご所属の会社名 ●プレゼントの送付先を明記の上、
 「info@liaison-net.jp」にメール送信ください。
○応募期間　2018年7月31日（火）まで
○応募条件　ご応募は、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に限定させていただきます。

 ※ご応募はお一人様1回とさせていただきます。
○当選発表　当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
○賞品発送　賞品の発送は、応募締め切り日の約１カ月後を予定しております。都合により発送が前

後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。当選された方の住所・転居
先不明などで、賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

○個人情報の取り扱いについて　個人情報は厳重に管理します。個人情報を同意なしに業務委託
　　　　　　　　　先以外の第三者に提供することはございません。

霞が関ビルディングは
2018年4月12日で□周年を迎えました。
Question

□の中の数字をお答えください。

1989年の霞が関ビルディング

切り取ってご利用ください。

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。
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