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「神田錦町三丁目共同建替計画」、ビル名称を「テラススクエア」に決定 

商業ゾーンに 10店舗の出店確定 2015年 5月中旬オープン 

 

 

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：戸田裕一）、住友商事株式会社（本社：東京都

中央区、代表取締役社長：中村 晴）、三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、取締

役社長：柄澤康喜）、株式会社大修館書店（本社：東京都文京区、代表取締役社長： 鈴木一行）、および

安田不動産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳原香積）は、5社共同で開発、建設

を進めている「神田錦町三丁目共同建替計画」のビル名称を「テラススクエア」に決定しました。 

ビル開業日は 2015年 5月中旬を予定しており、1階、2階の商業ゾーンには計 10店舗の出店が確定し、

3階カンファレンスホールと共に、同日オープン致します。 

 

「テラススクエア」のビル施設の足元には、1,000平方メートル超の緑豊かな広場を配置しております。

落葉樹を中心とした約 70本の樹木や、彫刻家 長澤英俊氏作によるアートを配するとともに、地域住民

の方々やオフィスワーカー、神田の街を訪れる方々に向けた、各種イベントを開催できるオープンスペ

ースも設け、緑あふれる開放的な空間を提供します。 

 

広場に隣接した 1階、2階の商業ゾーンには、カフェ、レストラン、バルなどの飲食店（店内約 570席、

テラス約 220席）の他、コンビニエンスストアなど計 10店舗が出店します。緑豊かな広場や街路樹の

ある通りに面してテラス席を設け、平日から週末まで、様々な人々が訪れ、語らい、楽しめる場所を提

供します。 

 

「テラススクエア」は、地上 17階地下 2階建のオフィス・商業施設・カンファレンスホールからなる

複合ビルであり、高い防災・環境性能を有しております。免震構造を採用するとともに、中圧ガスと軽

油の利用により連続 10日間程度稼働可能な非常用発電機を設置しており、入居される企業の事業継続

性に配慮した、高い防災性能を備えています。 

 

「テラススクエア」は、最新の性能を持つオフィス空間を提供するとともに、街に豊かな緑と賑わいを

もたらす空間を創出し、神田エリアの新たな魅力を発信してまいります。 



 

【1,000平方メートル超の緑豊かな広場】 

 

 

【生物多様性に配慮した、緑あふれる開放的な広場予想図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【本件に関する問い合わせ先】 

株式会社博報堂 広報室 西尾・西本 TEL: 03-6441-6161 

住友商事株式会社 広報部 報道チーム 野口 TEL：03-5166-5916 

三井住友海上火災保険株式会社 広報部 小林 TEL：03-3259-1347 

株式会社大修館書店 総務部 金子 TEL：03-3868-2211 

安田不動産株式会社 経営企画部 前田 TEL：03-5259-0517 



○所在地／東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 

 

○敷地面積／6,049.85m² 

 

○用途／事務所、店舗、カンファレンス 

 

○延床面積／52,850.49m² 

 

○階数／地下2階、地上17階、塔屋3階 

 

○構造／鉄骨造 

    （一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造） 

 

○設計者／株式会社日建設計 

 

○施工者／鹿島建設株式会社、清水建設株式会社 

建物概要 

都市の利便性、次世代オフィス機能、 

そして豊かな緑に囲まれた環境が、 

新たなワークスタイルを創造する。 

安全・安心を考慮した事業継続計画（BCP）対応 

ビジネス・文化の中心というロケーション 

豊かな緑と歴史を受け継いだランドスケープ 

先進の設備を配した次世代オフィス 

直接基礎と免震構造を採用した高い耐震性能に加え、緊急時の事業継

続を可能にする都市ガス＋軽油の非常用発電機を設置。 

ビジネス都市・東京の中心部に位置し、5駅8路線が利用可能。 

落ち着いた文教風土と広大な自然にも近接する希有な立地。 

足元には生物多様性や日本の樹木を取り入れた1,000m²超の 

憩いの広場をデザイン。歴史的な建造物もモダンに復元。 

約640坪のオフィスフロアは、奥行き約18mの無柱空間。 

多彩なレイアウトを可能にし、働きやすい環境をご用意。 



神保町駅にほど近いこのエリアは、出版社や大学、古書店・スポーツ店・楽器店街といった文化・文教の薫りを残したまま独

自の進化を続けてきました。 

さらには皇居にも近接し、都内でありながらも豊かな緑が残され、歴史的建造物とともに美しい景観を保っています。 

近年では、グローバルビジネスの戦略拠点として生まれ変わる大手町、そして再開発により生まれ変わった秋葉原・お茶の水

エリアにも囲まれ、テラススクエア周辺地域の魅力はさらなる高まりを見せています。 

ロケーション 

企業活動の拠点として最適な、ビジネス・文化というロケーション。 



最寄りの神保町駅まで、わず

か徒歩2分。 

徒歩圏内で東京メトロ、都営

地下鉄、JRの各線へアクセス

できます。 

さまざまなビジネスエリアへ

直結するアクセス性能が、ビ

ジネスの実現力を大きくサ

ポートします。 

アクセス 

徒歩圏内で、5駅8路線が利用可能。ビジネスのスピードを高める好アクセス。 



建物の足元には、カフェ・レストランのテラス席

に面して約1,000m²超の広場をご用意。広場には

ヤマザクラ、カエデなど落葉樹を中心に約70本の

樹木を配し、四季折々の彩りを楽しめます。 

広場 

豊かな緑に囲まれた、賑わいとやすらぎに満たされる空間をデザイン。 



オフィスは、レイアウト効率とフレキシビリティを追求した、奥行18m・面積約640坪の無柱空間。 

多様化するオフィス環境のニーズにフレキシブルにお応えします。 

オフィスエントランスは、レンガを基調とした天井高約8mの開放的な空間。 

企業の顔にふさわしい、凛とした雰囲気をデザインしました。 

オフィス 



基礎形式は20m以上の深さにある東京礫層を支持層とする直接基礎とし、
さらに、地震エネルギーを効率的に吸収する中間層免震構造を採用。建築
基準法の求める最低基準より2段階高いSグレードの耐震性能としています。 

BCP（事業継続計画）とは、災害時の事業資産の損害を最小限にとどめ、中核事業の継続や早期復旧を可能にする計画。 
万一のときもビジネスをサポートし続けます。 

停電時にはオフィス用に15VA/m²提供可能なデュアルフューエル非常用発電機が活躍。 

防災機能 

直接基礎と免震構造の採用により、Sグレードの高い耐震性を実現。 

非常用発電機をはじめとした信頼性の高いBCP（事業継続計画）対応機能・設備。 

地震エネルギーを吸収する2つの免震装置 

鉛プラグ入り 
積層ゴム（LRB) 

U型鋼材ダンパー 地震の際に鋼材が塑性化することで地震のエネル
ギーを吸収します。 

建物の重量を支え地震時には内部の鉛が塑性化し
地震のエネルギーを吸収します。 

構造 

非常用発電機 

その他のBCP対応機能・設備 
 

 

●防災備蓄倉庫 

●防火水槽 

●受水槽容量3日分の確保 

●緊急時対応汚水槽 

●停電時用の自然換気口 

●マンホールトイレ 

電力の供給が停止した際、都市ガスにより

デュアルフューエル非常用発電機が作動し、

すみやかに電源を供給。最大10日程度の

連続運転が可能です。 



２階の飲食店は、フードコートのようにお客様が好きな料理を選んで持ち寄れる『共用席』と、 

フルサービスで落ち着いて食事を楽しめる『専用席の２種類をご用意しました。 

アメニティ 

緑豊かな広場や通りに面して、テラス席のあるカフェ・レストラン・バル等を配置。 

【商業施設】 

ニーズに応じて2種類の使い方ができる新しいレストラン空間 

○館内飲食店の客席数 

１階（４店舗）・・・・・・・店内 約186席  テラス席 約88席 
２階（４店舗）・・・・・・・店内 約202席  テラス席 約88席 
２階（テラステーブル）・・・店内 約183席  テラス席 約40席 

合計・・・・・・・・・・・・店内 約571席  テラス席 約216席 → 総客席数 約787席 



3階には広場や通りに面して2つのホールと3つの会議室を配

置し、あわせて最大約500名が収容可能。株主総会や研修、

セミナー等に時間貸しで利用いただけます。 

アメニティ 

充実のオフィスサポート施設。 

最大約500名収納可能な 

カンファレンスホール。 

【カンファレンスホール】 



■テナント一覧

＜1階＞

No. 店舗名 運営会社 業態

鉄板焼バーÇa va？　＜鉄板焼バー サヴァ？＞ 株式会社バルニバービ 鉄板焼バー

■店舗紹介文

神保町　青二才 株式会社青二才 日本酒バル

■店舗紹介文

クラフトビアマーケット　テラススクエア店 株式会社ステディワークス ビアバー

■店舗紹介文

ファミリーマート　テラススクエア店 株式会社ファミリーマート コンビニエンスストア

■店舗紹介文

カフェ＆バー プロント神保町店（仮称） 株式会社プロントコーポレーション カフェ＆バー

■店舗紹介文

＜2階＞

メナムのほとり　テラススクエア店 株式会社西インド会社 タイ料理

■店舗紹介文

赤坂飯店　神保町店 華昌有限会社 中国料理店

■店舗紹介文

蕎麦　酔処（そば　よいところ）
猿夢来庵（さむらいあん）

株式会社猿屋一家 ランチ　肉そば
ディナー　蕎麦居酒屋

■店舗紹介文

九州沖縄三昧　ナンクルナイサきばいやんせ 神保町店 ティーケーエス　グループ 九州沖縄料理とお酒

■店舗紹介文

GARB pintino　＜ガーブ　ピンティーノ＞ 株式会社バルニバービ レストラン

■店舗紹介文

＜3階＞

TKPガーデンシティ PREMIUM 神保町 株式会社ティーケーピー 貸会議室

■紹介文

俺が神保町をアツくする！
サンパチバーサヴァ？で丸の内国際ビルを賑やかしたジュンが今度は神保町の夜をぐちゃぐちゃに盛り上げる！
酒と料理と音楽へのこだわりは更に進化、次のステージで新たに加わるキーワードは鉄板グリル料理・テラス・ラテン音楽（色気！）
・生演奏・会社対抗カラオケ大会！？「鉄板焼バー　サヴァ？」が2015年5月テラススクエアで再び復活！
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2 日本酒特集の雑誌では見ないことのない中野の大人気日本酒バルが商業施設初出店。
常時70種類以上の日本酒をシャンパングラスで少量・均一価格で提供するスタイル、元来の日本酒＝和食にとらわれないお料理、
色々なものを少しずつ試すことでご自分の好みを知ることができ、日本酒の新たな楽しさを発見できるはずです。

3 日本全国の樽生クラフトビールが常時30種類、480円均一で楽しめるビアバー。
6号店となる神保町テラス店では、旬魚介×イタリアンをテーマにしたフードやパーティー利用に最適な個室席を新たに設ける。
一人でも、デートでも、大人数でも、様々なシーンに対応し、バル感覚でカジュアルに利用できるビアバー。

4
『あなたと、コンビに、ファミリーマート』
毎日が忙しいオフィスワーカーのみなさまに、“ひとときのリラクゼーション”を感じていただける
そんな空間や商品・サービスをご提供させていただきます。

5 『食を楽しみ、生活者と触れ合い、コミュニティを育てる』をコンセプトに地域密着型の新しい文化発信拠点&カフェ。
モーニングからバータイムまで１日中お好きなシーンでくつろぎの時間をお過ごしいただけます。
また、「NEW in OLD」をテーマにした空間でイベント企画も実施します。

6 天気が良い日には、開放感あふれるテラス席でタイのリゾート気分を味わいませんか？
料理、サービス、空間、価格その全てに関してお客様の期待に応え、お友達や家族そして大切な人と楽しく食事ができる場所を提供
します。

"気取らず自分スタイルで　食とお酒を楽しむ"がコンセプト。仕事終わり仲間とのチョイ飲みは賑やかにカウンターを囲むバーエリアで。
しっかりビストロランチ＆ディナーの時は寛ぎ感あるダイニングがおすすめ。もちろん、シガーやモルトを楽しむサロン使いもOK。
日常のサプライズと安堵感があいまった大人のためのレストラン。

10

次世代型の施設内に充実のオフィスサポートを完備したカンファレンスホール
貸会議室業界を牽引し、10年を迎えたTKPが安心のサポートをいたします。
広場や通りに面した2つのホールと3つの会議室を配置し、あわせて最大約500名の収容が可能です。
株主総会、研修、セミナー、表彰式など、ビジネスイベントのあらゆるシーンにご利用ください。

11

7
赤坂飯店は総業60年の本格的な中国料理店です。このたび神保町のテラススクエアにカジュアルラインのお店を出店いたします。
老舗の味をそのままに、大人気の担々麺や麻婆豆腐等をお気軽に楽しんで頂けます。
ランチで、お仕事終わりのお食事で、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

コシのある太そばを、ラー油の効いた濃いめのつゆにつけて頂く「つけ麺スタイル」
ラーメンほどギトギト油っこくないため、男性のみならず女性も、この新しく力強い美味しさにハマってしまう。
夜は大人の酔処　　粋なつまみと、楽しい酒、〆蕎麦で本日も癒されて下さい。

8

九州各地、沖縄から直送された美味で、おもてなしいたします。
店内は、九州沖縄のイメージをもとにカウンター席、テーブル席をご用意、ご宴会にも対応いたします。
定番のごーやちゃんぷるーや泡盛、鹿児島黒豚、さつまあげ等心温まる料理とお酒で、愉しいひと時をどうぞ。

9


