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2017年 7月 3日 

報道関係者各位 

三井不動産株式会社 

三井不動産ビルマネジメント株式会社 

『三井のオフィス』で夏イベント開催 

「『三井のオフィス』交流イベント in summer」／「あじわいつくせ！夏の味博」  

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 菰田正信）および三井不動産ビルマネジメント株

式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 名倉直美）は、首都圏・支店の複数エリアにおけるオフィスビルに

おいて、2017 年 7 月から 9 月にかけて、『三井のオフィス』にお勤めの方々がオフィスライフをより一層充実していた

だけるような夏イベントを開催します。 

2017年 7月 6日（木）から 9月 7日（木）に開催する「『三井のオフィス』 交流イベント in summer」では、「七夕・

天体観測」「映画」「クラフトビール」「ランニング」「手打蕎麦」など、オフィスワーカー同士の交流をテーマとし、全 9 施

設にて様々な交流会を開催予定です。これまでは首都圏にて実施してきた交流イベントですが、2017 年は名古屋エ

リアの『三井のオフィス』でも開催します。 

2017 年 7 月 26 日（水）から 8 月 9 日（水）に開催する「あじわいつくせ！夏の味博」では、「夏の暑さを吹き飛ば

せ！」をテーマに、八重洲・霞が関・新宿・横浜の 4 つのエリアで、夏にぴったりの納涼スイーツや、暑さを吹き飛ばす

辛いものグルメなど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します。霞が関では、キッチンカーも

登場し、ライブ感ある祭りイベントをお楽しみいただけます。 

当社グループではこれまで、地域と一体となった「経年優化」の街づくりを通じて、社会を活性化する基盤と機会の

創出を行ってきました。オフィスビルにおいても、「その先の、オフィスへ」をスローガンに掲げ、オフィスを単に働く場所

としてのみ考えるのでなく、本イベントをはじめ当社グループが提供する「場」を通じて、働く人、企業、地域が様々なカ

タチで出会いつながることで、新たな価値の高いコミュニティが創造されることを目指しています。今回のイベントは、こ

ういった取組を体現する一つとして、『三井のオフィス』における「交流」「賑わい」をキーワードに実施するものです。 

今後も『三井のオフィス』の「リアルな場の力」と会員制WEBサイト「COMMONS PAGE」等のサービスを組み合わせ、

『三井のオフィス』にお勤めの皆様の豊かなオフィスライフとテナント様の発展、そして地域の賑わいに貢献していきま

す。 
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１．『三井のオフィス』交流イベント in summer 

＜開催イベント一覧＞ 

イベント名 概要 開催日 開催場所 

大崎ビルコン 星座ペアリング企画、天体観測が 

楽しめる交流イベント 

7/6（木） 大崎ブライトタワー 

ビアフェスティバル 

 

クラフトビール約 12 銘柄をお得に楽し

みながら交流できるイベント 

7/14（金） 新宿三井ビルディング 

総務交流会 「月間総務」編集長のセミナー、ワーク

ショップ付き総務ご担当者の交流会 

7/14（金） ワールドビジネスガーデン 

映画好きビルコン 映画相性診断、映画クイズが楽しめる

映画好きが集う交流イベント 

7/20（木） 飯田橋グラン・ブルーム 

ランニング交流会 走り方セミナー、ランニングクリニック付

きのランナー交流イベント 

7/20（木） 横浜みなとみらいスポーツパーク 

総務交流会 「月間総務」編集長のセミナー、ワーク

ショップ付き総務ご担当者の交流会 

7/25（火） 31Builedge霞が関プラザホール 

ザ・プレミアム・モルツ

を楽しむ会 

サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」を試

飲しながら交流できるイベント（アイスブ

レイク実践セミナー付き） 

8/8（火） ゲートシティホール 

名古屋ビルコン 名古屋エリアの『三井のオフィス』にお

勤めの方限定の交流イベント 

8/24（木） 名古屋 M4テラス 

自分で作る 手打蕎麦

の集い（仮） 

ＡＢＣクッキングスタジオにてそばを打

ちながら交流できるイベント 

9/7（木） 日本橋一丁目三井ビル 

（COREDO日本橋） 

 

2. あじわいつくせ！夏の味博 

＜開催イベント一覧＞ 

概要 開催日 開催場所 

夏にぴったりスイーツ納涼マルシェ 

暑さを吹き飛ばす辛いものマルシェ 

自分だけの”オリジナル夏ティー”を作ろう 

7/26（水）～7/28（金） 新宿三井ビル 

7/31（月）～8/1（火） グラントウキョウノースタワー 

8/2（水）～8/4（金） 横浜三井ビルディング 

夏にぴったりスイーツ納涼マルシェ 

＋「和きっちんかんな」かき氷キッチンカー 

暑さを吹き飛ばす辛いものマルシェ 

＋「ホルモン焼き幸永」等有名店のキッチンカー 

自分だけの”オリジナル夏ティー”を作ろう 

8/7（月）～8/9（水） 霞が関ビルディング 

  開催時間は各回11:00～17:00 

 

各種イベントの詳細は、『三井のオフィス』の会員制WEBサイト「COMMONS PAGE」にて随時配信予定ですので、

ご確認ください。 

https://commons-web.jp/ 

https://commons-web.jp/
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添付資料 

１．『三井のオフィス』交流イベント in summer 

＜実施概要＞ 

■ビルコン   

『三井のオフィス』にお勤めの方限定の交流会で、毎回盛況となる人気のイベントです。近隣企業同士の交流という

『三井のオフィス』ならではの「オン」と「オフ」を提案します。大崎ビルコンでは七夕にちなみ星座ペアリング企画、天体

観測など星をテーマとした企画を楽しんでいただけます。 

 

＜大崎ビルコン＞ 

7/6（木） 19:30～ 大崎ブライトタワー 

参加者：大崎ブライトタワー、大崎ブライトコア、大崎ブライトプラザ、ゲートシティ大崎、東五反田スクエア、 

オーバルコート大崎マークイースト、オーバルコート大崎マークウエストにお勤めの方 

参加費：男性 4,900円/人、女性 3,900円/人 

 

＜名古屋ビルコン＞ 

8/24（木） 19：30～ PIT TAVERN、TGI Ｆｒｉｄａｙｓ 

参加者：名古屋三井ビルディング本館、名古屋三井ビルディング新館、 

原ビル、第二原ビル、マイビルにお勤めの方 

参加費：男性 4,000円/人、女性：3,000円/人 

 

 

■ビアフェスティバル  

日本各地からクラフトビール約 12銘柄（予定）が集います。また参加者同士の交流を促進する企画もあります。クラフ

トビールをお得に楽しみながら、交流を深めていただけます。 

7/14（金） 18:00～  KIZENBOU（新宿三井ビルディング） 

参加者：『三井のオフィス』にお勤めの方 

参加費（ビール 8杯分）：2,000円 
 

 
■総務交流会  

「月刊総務」編集長豊田健一氏をお招きし、セミナー付きの総務ご担当者の交流会を開催します。働き方改革の推

進に関するトレンドをご紹介するとともに、総務ならではの課題を共有・解決しながら交流を深めていただけます。 

 

7/14（金） 18:30～  ワールドビジネスガーデン 

参加者：ワールドビジネスガーデン、ららぽーと三井ビル、千葉中央ツインビルにお勤めの総務ご担当者 

参加費：無料 

 

7/25（火） 18:30～ 31Builedge霞が関プラザホール（霞が関ビルディング） 

参加者：丸の内、霞が関エリアの『三井のオフィス』にお勤めの総務ご担当者 

参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊田 健一 

 ウィズワークス株式会社 取締役 

 『月刊総務』 編集長 

 『月刊総務』 事業部長 

 一般社団法人ファシリティ・オフィスサービス・コンソーシアム 理事 

 日刊工業新聞社 総務育成大学校 主席講師 
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■映画好きビルコン 

『三井のオフィス』にお勤めの方限定で、映画が好きな方々が集う交流会です。映画相性診断、映画クイズなど“映画”

にちなんだ企画を楽しんでいただきながら、共通の趣味を通じての交流を深めていただけます。 

7/20（木） 19:30～ Royal Garden Café（飯田橋グラン・ブルーム） 

参加者： 『三井のオフィス』にお勤めの方 

参加費：4,500円/人 

 

 

■ランニング交流会  

講習、および走りながらの個別指導によって、ランニングをレベルアップさせるとともに、ランニング仲間の輪を広げる

交流会を開催します。講師にはランニングマスターインストラクターの SPRINT筒井健裕氏（※１）を迎え、また個別アド

バイスではランニングコーチをお呼びしてランニングクリニックをおこないます。 

7/20（木） 18:30～ 横浜みなとみらいスポーツパーク 予備日：7/27（木） 

参加者：『三井のオフィス』にお勤めの方 

参加費：1,000円及び施設利用料 400円/人 

 
※１：ランニングおよび筋力トレーニングを一般ランナーからトップアスリートまで指導するプロトレーニングコーチ（NSCA 認定ストレングス＆ 

コンディショニングスペシャリスト） 
三井不動産株式会社の 31VENTURES クラブ（交流を促すコワーキング施設をプラットフォームとしてビジネス支援を提供する 
コミュニティ）会員 

 

 

■ザ・プレミアム・モルツを楽しむ会  

サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の試飲会を開催いたします。また、会議やミーティングに活用できる「アイスブレイク

実践」セミナーを体験していただくことで、参加者同士の交流を深めていただけます。 

8/8（火） 18:00～  ゲートシティホール 

参加者： ゲートシティ大崎、オーバルコート大崎マークウエスト、オーバルコート大崎マークイースト、 

東五反田スクエアにお勤めの方 

参加費：無料 

 
 
■自分で作る 手打蕎麦の集い  

ＡＢＣクッキングスタジオ（COREDO 日本橋スタジオ）にてそば打ち体験ができるイベントを開催いたします。そばを打ち

ながら、また打ったそばを日本酒と共に召し上がっていただきながら、参加者同士の交流を深めていただけます。 

9/7（木） 18:30～  日本橋一丁目三井ビル（COREDO日本橋） ＡＢＣクッキングスタジオ 

参加者： 『三井のオフィス』にお勤めの方 

参加費：2,000円/人 
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2. あじわいつくせ！夏の味博 
 

＜実施概要＞  

（１）開催日時および会場  各回 11:00～17:00（予定） 

2017年 7月 26日（水）～7月 28日（金） 新宿三井ビルディング 

2017年 7月 31日（月）～8月 1日（火）  グラントウキョウノースタワー 

2017年 8月 2日（水）～8月 4日（金）   横浜三井ビルディング 

2017年 8月 7日（月）～8月 9日（水）   霞が関ビルディング  

 

(２)イベント概要 

■夏にぴったりスイーツ納涼マルシェ 

夏にぴったりなスイーツやご当地カップアイスをご用意。ランチ後に、おやつに、お土産に、皆様に”ひんやり”をお届けし

ます。霞が関ビルディングでは、三軒茶屋のあの大人気かき氷店「和キッチンかんな」による初めてのキッチンカーも登

場します。なかなか食べられないあの味が、あなたのオフィスにやってきます！ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

■暑さを吹き飛ばす辛いものマルシェ 

辛くておいしい人気フードと、霞が関ビルディングでは有名店のキッチンカーを集めた辛いものグルメをご用意。ランチ

や会社帰りにさらっとお買い上げいただけるよう、個包装での激辛グルメも販売します。 

＜激辛キッチンカー> 

・ホルモン焼き幸永 

※その他調整中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自分だけの”オリジナル夏ティー”を作ろう T-SHIRT PRINT WORK SHOP Supported by AZOTH  

世界で 1枚のオリジナル Tシャツをその場で作る体験イベントを開催。5種類の夏らしいデザインから 1つを選んでプリ

ント体験、自分だけの 1枚を作ろう。お土産にもぴったりです。 

 

 

 


