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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：中村邦晴）、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の複合ビル「テラススクエア」を 2015年 5月 15日（金）にグランド

オープンいたします。 

 

■「テラススクエア」について 

「テラススクエア」は、地上17階地下2階建の、商業施設（1～2階）、カ

ンファレンスゾーン（3階）、オフィス（4階～17階）からなる、高い 防災・

環境性能を有した複合ビルです。ビルの一部には、1930年に竣工した

博報堂旧本館を復元し、古き良き東京の面影を残しています。建物の

足元には1,000平方メートルを超える広場を用意。落葉樹を中心とした

約70本の樹木や、憩いを感じる水路、彫刻家 長澤英俊氏によるアー

ト作品を設置し、豊かな緑あふれる解放的な空間を演出します。オフィ

ス空間と街空間を良質な音楽で彩るために音楽演出にもこだわりをみ

せました。USENが手掛けるオフィス向け BGMをオフィスビルのエントラ

ンスとしては、初めて導入。テラスやトイレ、カフェスペースなどゾーン別

に変化する BGM もお楽しみいただけます。 

 

■商業ゾーンについて 

1階、2階の商業ゾーンには、全国初出店 1店舗／新業態 2店舗／商業施設初出店 4店舗を含む計 10店舗を導入し

ます。各フロアには、緑豊かな広場に面した合計 200 席以上のテラス席を設けており、オープン後は、新緑の中でお食事

をお楽しみいただけます。 

1階には、生演奏に合わせお酒と料理が楽しめる新業態「鉄板焼バー Cava
サ ヴ ァ

？」や、日本全国の樽生クラフトビールが楽

しめる「クラフトビアマーケット」が登場。さらに、中野で人気の日本酒バル「青二才」が、商業施設に初めて出店します。2階

には、蕎麦をつけ麺スタイルで食べる新業態「蕎麦
そ ば

 酔処
よいどころ

 猿
さ

夢来
む ら い

庵
あん

」や、地元で大人気のタイ料理屋「メナムのほとり」など、

個性豊かな 4店舗がオープン。各店舗のゆったりとくつろげる席に加え、フードコートの機能を兼ね備えた共用客席『テラス

テーブル』を設けており、さらに、時間のないオフィスワーカーにとって便利な弁当ステーションを設置するなど、オフィスワ

ーカーのランチから、大人のための寛げるディナーまで、幅広いニーズに合わせてご利用いただけます。 

また、博報堂旧本館を復元した建物の 1 階には、「生活者発想」と「パートナー主義」を企業理念に掲げる博報堂と、「カ

フェ＆バー プロント」が共同で運営する、全国初となる「HASSO
ハ ッ ソ ウ

 CAFFÈ
カ フ ェ

 with
ウ ィ ズ

 PRONTO
プ ロ ン ト

」が出店。「HASSO」は「発

想」を指し、来客者自身では考えたこともないような思考のきっかけと巡り合い「発想」が生まれる、新たなスタイルのカフェ

＆バーです。2 階には、ウｪディングパーティー機能も兼ね備えた上質なレストラン「GARB
ガ ー ブ

 pintino
ピンティーノ

」がお目見え。さらに、屋

神田エリアに誕生する、１～２階が商業ゾーンとなる複合ビル 

｢テラススクエア｣ ５月１５日（金）グランドオープン 
全国初や新業態、商業施設初出店を含む飲食店など計１０店舗が出店 

※本資料は、貿易記者会、東商記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しています。 

【施設外観イメージ】 



上部分となる 3 階には、日本初の飲食店特化型都市型農園「テラスファーム」を設置し、「蕎麦
そ ば

 酔処
よいどころ

 猿
さ

夢来
む ら い

庵
あん

」や「鉄板

焼バー Cava
サ ヴ ァ

？」など計３店舗の契約店舗で、各店が育てた野菜を前菜やカクテルなどのメニューとしてお楽しみいただけ

ます。 

 

■カンファレンスゾーンについて 
3 階カンファレンスゾーンの「ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ神保町」は、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 600名の収容が可能。ビジネスイベントのあらゆるシーンにご利用いただけます。 

 

■オフィスゾーンについて 

 4 階から 17 階のオフィスゾーンには、約 7 割のフロアにテナントが内定しており、今年の 7 月から順次入居が始まる予定

です。 

 

「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参ります。 

 

 

 

所在地   千代田区神田錦町三丁目 22番地 

敷地面積   6,049.85㎡ 

延床面積   52,850.49㎡ 

用途   事務所、店舗、カンファレンス 

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） 

開業日   2015年 5月 15日（金） 

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 

 

＜施設の特徴について＞ 

■高い防災・環境性能 

安心・安全を考慮した事業継続計画≪BCP≫に対応。直接基礎と免震構造を採用した耐震性能に加え、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しています。 

 

■博報堂旧本館を復元 

明治生命館などを手掛けた岡田信一郎氏による作品で、1930年に竣工。新古典主義的

でありながら、人造石による柔らかい印象の外観が特徴で、当時の面影をそのままに、

１階には情報発信拠点となるカフェを、2階には上質なダイニングの店舗が出店します。 

 

■日本初の飲食店特化型都市型農園「テラスファーム」 

「テラスファーム(屋上庭園)」は“シェア畑”などを手掛ける(株)アグリメディアが運営・管理する日本初の飲食店特化型

都市型農園です。同社の専任スタッフが、契約した店舗で使う野菜を、無農薬・有機質肥料で大切に育て提供し、採れたて

のこだわり野菜を、各契約店舗で味わうことができます。また併設のハーブ園では、季節のハーブを収穫し、ハーブをジュ

ースやカクテル、お食事でお楽しみいただけます。 

 

■オフィスビル共有部には初となる、USEN のオフィス BGM を導入 

オフィスビルでの展開は初となる、「Sound Design for OFFICE」を導入。音楽で職場環境の向上を目指そうとする USENが手

がけたものです。オフィスエントランスロビー＆テラス、商業施設、トイレと３つのゾーンに分けるだけでなく、時間別に音

楽をセレクトし放送。それぞれのゾーンを良質な音楽で彩ります。 

 

 

 

施設概要について 

 

【博報堂旧本館 00年撮影】 

【博報堂旧本館】 

【庭園広場完成イメージ】 【庭園広場完成イメージ】 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【1階】 

 

鉄板焼バー Cava？  テッパンヤキバー サヴァ （鉄板焼バー）  
 

丸の内にあった「サンパチバー Cava？」が、お酒と料理と音楽へのこだわりをさらに進化させ、商業施設に

初出店！ラテン音楽や生演奏やカラオケ大会など、徹底的に楽しませる「Cava？」として復活します。 
 

■営業時間：昼 11：30～14：30／夜 18：00～24：00 ※金曜日は、28：00 

■価 格 帯：昼 900 円、夜 3,000 円     

■座 席 数：58 席(店内 38 席＋テラス 20 席)  ※座席数は変更する可能性があります。 

■U R L：http://ｗｗｗ.cava-jinbo.com   

■運営会社：株式会社バルニバービ 

 
 

神保町 青二才  ジンボウチョウ アオニサイ （日本酒バル） 
 

中野の大人気日本酒バル「青二才」が商業施設初出店。日本各地の日本酒を日替わりで 

随時 60 種類以上用意。日本酒は全て、均一価格＆少量でシャンパングラスにて提供。 

“利き酒師”も常駐しているので、お好みのものなど様々な日本酒をお楽しみいただけます。 

また、魚は築地より直送し、「小エビと芽キャベツのしょっつるアヒージョ」や「ヤリイカと筍の生青海苔ソテー」な

ど、日本酒に合うカジュアルな料理を揃えています。 
 

■営業時間：11：30～24：00  

■価 格 帯：昼 900 円 3,000 円～3,500 円 

■座 席 数：59 席(店内 42 席＋テラス 17 席)  

■U R L：http://www.aonisai.jp 

■運営会社：株式会社青二才 

 
 

クラフトビアマーケット  クラフトビアマーケット (ビアバー） 
 

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。 

料理は燻製×イタリアンをテーマに、「自家製ベーコンの燻しポテトサラダ」や「軽く燻した旬魚のアクアパッツァ」

など本格的な料理を手軽に食べられるほか、店前の開放的なテラス席では、風を浴びながらビールを 

お楽しみいただけます。 
 

■営業時間：昼 11：30～14：00 ／夜 17：00～23：30※土曜日は 16：00～23：30 

■価 格 帯：昼 900 円 夜 3,000 円～4,000 円  

■座 席 数：59 席(店内 45 席＋テラス 14 席) 

■U R L：http://www.craftbeermarket.jp/home.html   

■運営会社：株式会社ステディワークス 

 

 

ファミリーマート  ファミリーマート （コンビニエンストア） 
 

『あなたと、コンビニ、ファミリーマート』をコンセプトに、毎日が忙しい方に、“ひとときのリラクゼーション”を感

じられるそんな空間や商品・サービスを提供。店内は、ラグジュアリーでありながら、幅広い客層に支持される

装いにし、メリハリのある照明を使用することで、グレード感を演出しています。 
 

■営業時間：24 時間    

■U R L：http://www.family.co.jp/ 

■運営会社：株式会社ファミリーマート 

新業態 

 

商業施設初出店 

商業施設初出店 

○館内飲食店の客席数（※客席数は変更する可能性があります。） 

１階(店内)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・屋内 190 席  テラス 67 席 

２階(店内) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・屋内 199 席    テラス 80 席 

２階（共用席「テラステーブル」）) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・屋内 183 席      テラス 52 席 

合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・屋内 572 席      テラス 199 席 

⇒総客席数   771 席 

商業ゾーン テナント一覧 

http://www.cava-jinbo.com/
http://www.aonisai.jp/
http://www.craftbeermarket.jp/home.html
http://www.family.co.jp/


HASSO CAFFÈ with PRONTO ハッソウカフェウィズプロント （カフェ＆バー） 
 

博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」の体感拠点「HASSO CAFFÈ with PRONTO」。 

「発想クロッシング」をコンセプトに、多様な思考や刺激が交差しあうよう、店内には大きな存在感の展示スペー

ス「発想の壁」や、入口から出口にかけて帯のように連なるテーブル「発想の卓」、窓を通して外部へと思考を

解き放つ「発想の窓」を配置。こういった空間を活用しながら人それぞれの中に「ひらめき」が生まれる仕掛けを

施し、セミナーやワークショップなどイベントの開催も予定しています。モーニングからバータイムまで、お客様

が数々の「問い」や「気づき」に出会える新しいスタイルのカフェ＆バーです。 
 

■営業時間：07：00～23：00    

■価 格 帯：450 円～1,500 円 

■座 席 数：81 席(店内 65 席、テラス 16 席)  

■U R L：http://hasso-caffe.jp/  ※5月15日14：00 公開予定 

■運営会社：株式会社プロントコーポレーション 

 
 

 

【2階】 

ＧＡＲＢ ｐｉｎｔｉｎｏ  ガーブピンティーノ （レストラン） 
 

“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。 

カウンターを囲むバーエリアは、仕事帰りに、気心知れた友人とご利用いただくのに最適です。

また、しっかりビストロランチやディナーを楽しみたい方には、ラグジュアリーで寛ぎ感があるダ

イニングがおススメ。シガーやモルトを堪能するサロン使いもでき、ウェディング会場としても 

お使いいただけます。 
  

■営業時間：昼 11：30～15:30／夜 18：00～26：00／土曜 昼 11：30～15:30／夜 17：00～22：00 

■価 格 帯：昼 1,500 円  夜 6,000 円   

■座 席 数：93 席(店内 77 席＋テラス 16 席)   ※座席数は変更する可能性があります。 

■U R L：http://www.garb-pintino.com  

■運営会社：株式会社バルニバービ 

 

 

メナムのほとり  メナムノホトリ （タイ料理） 
 

地元で長年続く老舗が、本場のタイ料理をお届け。店内は、白の土壁を基調に、大柄な木目と花形ブロックを使

い、アジア諸国の洋館を表現しました。 

天気がいい日には、解放感溢れるテラス席で、リゾート感を味わいながら、大人気の「トムヤンクンスープ」や

「ガパオ」など、本店と変わらぬ味をお楽しみいただけます。 
 

■営業時間：昼 11：30～15:00／夜 17：30～23：00  

■価 格 帯：昼 880 円 夜 2,000 円 

■座 席 数：58 席(店内 38 席＋テラス 20 席)  

■U R L：http://westindia-group.com/ 

■運営会社：株式会社西インド会社  

 

 

赤坂飯店  アカサカハンテン （中国料理） 
 

創業６０年の本格的な中国料理店です。老舗の味をそのままに、大人気の「担担麺」や「麻婆豆腐」などを気軽に

楽しめるカジュアルラインのお店です。時間のないオフィスワーカーでも、早く、おいしく、リーズナブルにご利用

できます。夜は、本格的な中国料理を気軽にゆったりとお楽しみいただけます。 
 

■営業時間：昼 11：30～15：00／夜 17：00～22：00 

■価 格 帯：昼 800 円～1,000 円 夜 800 円～1,500 円 

■運営会社：華昌有限会社 

 
 
 
 
 

全国初出店 

商業施設初出店 

http://hasso-caffe.jp/
http://www.garb-pintino.com/
http://westindia-group.com/


蕎麦 酔処 猿夢来庵  そば よいどころ さむらいあん （蕎麦居酒屋） 
 

太めの固ゆで麺に、甘辛く煮たたっぷりの牛しぐれ煮とラー油をきかせたつけ汁でいただく「つけ

蕎麦」スタイルを提案するお店です。 

夜は、大人の酔処として、「牛時雨煮メンチカツ」や「蕎麦屋の出汁巻玉子」などのつまみと、おいし

い地酒や焼酎などをご用意。飲んだ後の〆蕎麦もおすすめです。 
 
 

■営業時間：昼 11：30～14：30／夜 17：00～24：00 

■価 格 帯：昼 850 円 夜 3,500 円 

■座 席 数：42 席(店内 26 席＋テラス 16 席) 

■運営会社：株式会社猿屋一家  

 

 

九州沖縄料理 ナンクルナイサきばいやんせ― 

キュウシュウオキナワリョウリ ナンクルナイサキバイヤンセー （九州沖縄料理屋） 
 

九州・沖縄各地域から直送した食材を使用。ランチは、リーズナブルかつボリューム満点のメニュ

ーを豊富に用意。夜は、オリオンビールや、泡盛、古酒、九州の焼酎を多数揃え、ゴーヤチャンプ

ルや沖縄そば、肉料理などの魅力的なメニューと合わせてお楽しみいただけます。 
 
 

■営業時間：昼 11：30～15：00／夜 17：00～23：30  

■価 格 帯：昼 850 円 夜 3,500 円 

■座 席 数：86 席(店内 58 席＋テラス 28 席)     

■運営会社：ティーケーエスグループ 

 

テラステーブル 
 

フードコートの新しいダイニング＆バルスタイルとして屋内183 席、テラス52席、合計235席の

「テラステーブル」が誕生。ランチタイムからディナータイムまで大テーブルで気の合う仲間と、

4 店舗の自慢の料理を取り分けたり、バルコーナーで仕事帰りに軽く一杯にも対応。24 時まで

なので、終電までゆっくりとお楽しみいただけます。 
 

 

 

 
 
 
 

【3階】 
 

ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM神保町 
ティーケーピーガーデンシティプレミアムジンボウチョウ（貸会議室） 

貸会議室業界を牽引し、10 年を迎えた TKP がサポートする充実のカンファレンスホール。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 600 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

いただけます。 
 

■営業時間：9：00～22：00 

■収容人数：54 名～240 名（全 5 室） 

■U R L：http://tkp-jimbocho.net 

■運営会社：株式会社ティーケーピー 

 

 

 【内覧会及び「テラススクエア」全体に関するお問い合わせ先】 

テラススクエア内覧会広報事務局（(株)オズマピーアール内） 阿部、菅野、石田 TEL：03-4531-0225 

【各事業者に関するお問い合わせ先】 

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  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 

新業態 商業施設初出店 

店内壁面には、ヨーロッパでも活躍する、京都在住の絵描きユニットだる

ま商店による極彩色豊かな絵が描かれ、この壁面の絵は、5月13日の報

道関係者向け内覧会中に、同ユニットがライブにて描きます。 

カンファレンスゾーン 

http://tkp-jimbocho.net/

