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オープンイノベーションオフィス「SENQ 京橋」

"食"をテーマとしたピッチイベント
をテーマとしたピッチイベントを
ピッチイベントを初開催
フード系ベンチャー企業によるプレゼンテーションを実施
日本土地建物株式会社（千代田区霞が関一丁目 代表取締役社長 平松哲郎）は、
オープンイノベーションオフィス「SENQ 京橋」の開業を記念して、12 月 9 日(金)に
フード系ベンチャー企業によるピッチイベント「Food Opening-Pitch 未来はここか
ら動き出す」を開催しますので、お知らせいたします。
今回のイベントを機に、気軽に参加できるランチ会等の交流会や、ピッチイベン
ト、勉強会等のイベントを継続して開催する予定です。また SENQ 全拠点に渡る大規
模な合同イベントも企画していきます。
「SENQ」は、①複数展開する拠点ごとにテーマを設定、②拠点内や拠点間におけ
る入居者同士の交流やマッチング等の支援、③メンター及びアライアンスパートナ
ーとの連携を兼ね備えた国内初のオープンイノベーションオフィスです。セミナー
やイベント等の開催により、入居者の協業や事業創造、事業成長を支援します。
「SENQ 京橋」は、飲食料品メーカーや老舗料理店が多く、東京駅
や銀座・築地至近という立地を活かし、テーマを「FOOD INNOVATION」
に設定しました。日本が誇る食文化の魅力を高める拠点を目指しま
す。特徴として、飲食店を模した内装が施され、カフェのように居
心地の良いラウンジやシェアキッチン、カフェを併設しています。
【実施概要】
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SENQ EVENT #1 「Food Opening-Pitch 未来はここから動き出す」
2016 年 12 月 9 日（金）16:00～19:00（開場 15:30）
SENQ 京橋（東京都中央区京橋二丁目 2-1 京橋エドグラン 3 階）
無料
日本土地建物株式会社
トーマツベンチャーサポート株式会社
15:30-16:00 開場・受付
16:00-16:10 開会挨拶
プログラム
16:10-17:30 ベンチャー5 社によるプレゼンテーション
17:30-18:30 交流会＆ネットワーキング
詳 細 ・ 申 込 https://senq-web.jp/
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■プレゼン
プレゼンテーション
テーション予定企業
予定企業
株式会社テーブルクロス
「テーブルクロス」は、消費者が飲食店を予約する際に「テー
ブルクロス」のアプリを通じて予約すると、同時に途上国の子
どもたちへ学校給食が届けられるというもの。1 名の予約につ
き 1 食分の学校給食が届けられる社会問題の解決に取組む”全
く新しい仕組み”だ。飲食店は初期コストがかからず、お客様
が予約・来店した時にだけ集客コスト（
が予約・来店した時にだけ集客コスト（180 円/人）が発生。
人）が発生。
現在は全国で約 1 万店の飲食店が登録。
万店の飲食店が登録。10 月末現在で 9,655
食分の給食が提供された。
城宝 薫氏 プロフィール
株式会社テーブルクロス 代表取締役。
代表取締役。1993 年生まれ。千葉県出身。
年生まれ。千葉
立教大学で企業と提
携して新商品開発を行う学生団体 Volante[
Volante[ボランチ
ランチ]を創設。
を創設。NPO 法人カタリ
法人カタリバ学生コアリー
学生コアリー
ダー、
ダー、NPO 法人 Teach For Japan 学生教師を経て、
学生教師を経て、2014 年、株式会社テーブルクロスを設立。

株式会社おかん
「働くヒトのライフスタイルを豊かにする」を企業ミッション
とし、法人向けぷち社食サービス「オフィスおかん」、個人向
けお惣菜の定期仕送りサービス「おかん」と個人向けお惣菜の
定期仕送りサービス「おかん」を提供。「オフィスおかん」で
は、社食の簡易版・食事補助・福利厚生として、法人の一部費
用負担のもと、オフィスに冷蔵庫・専用ボックスを設置し、1
用負担のもと、オフィスに冷蔵庫・専用ボックスを設置し、
ヶ月以上保存できる健康的な惣菜・ご飯・スープを常備する簡
単社食サービス。健康的な食事を 1 品 100 円から 24 時間購入
することができる。
沢木 恵太氏 プロフィール
代表取締役 CEO。1985
CEO
年、長野県生まれ。中央大学商学部卒業後、東証一部上場の中小企業
向けコンサルティング会社に就職。同社退職後、
向けコンサルティング会社に就職。同社退職後、Web 系ベンチャー企業に入り、教育事業の
スタートアップに携わる。3
スタートアップに携わる。 社で会社員を経験し、
社で会社員を経験し、2012 年 12 月に株式会社 CHISAN を設立。
2014 年 2 月、社名を株式会社おかんに変更。

他 3 社予定

SENQ パートナー企業（フードビジネス関連企業のみ一部抜粋）
■SENQ

50 音順・敬称略

キリン㈱

CSV 本部 ブランド戦略部
キリン食生活文化研究所 主査

能重 正規

クックパッド㈱

コーポレート・ブランディング部

住 朋亭

スターバックスコーヒー
ジャパン㈱

ファイナンス・インフラストラクチャー
北川 徹
統括オフィサー

㈱トリドールホールディングス

執行役員 経営企画室長

小林 寛之

㈱パルコ

営業政策部 業務部長

山田 章弘

パートナー企業は
パートナー企業は上記メンターほか
上記メンターほか 7 社、アライアンスパートナー13
アライアンスパートナー 社（2016
2016 年 11 月 18 日現在）
※メンターは定期的に「
※メンターは定期的に「SENQ」に来訪し、入居者からの様々な相談に対して、課題解決や事業成長につながる助言や
」に来訪し、入居者からの様々な相談に対して、課題解決や事業成長につながる助言や
メンタリングを行います。アライアンスパートナーは入居者からの依頼に対して、協業等の可能性を検討します。
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■SENQ
SENQ 京橋の主な特徴
1. ラウンジ、ブース席、個室などの多様なオフィススペース
ラウンジでは約 70 席の座席を用意しているほか、
席の座席を用意しているほか、1 名～3
名～ 名の利用が可能なブース席
（11
11 室・鍵付）
）、約 6 坪～30
坪～ 坪まで入居する人数にあわせて選択可能な個室（
坪まで入居する人数にあわせて選択可能な個室（6
6 室）を
備えています。
備えています。入居者の企業規模や成長ステージに合わせた選択が可能です。
入居者の企業規模や成長ステージに合わせた選択が可能です。

2. 多彩なイベントの利用が可能な「ラウンジ」
多彩なイベントの利用が可能 「ラウンジ」
二層
二層吹き抜けの開放感あるラウンジでは、大型スクリーンを使った多彩なイベントの
吹き抜けの開放感あるラウンジでは、大型スクリーンを使った多彩なイベントの
利用が
利用が可能です
可能です。

3. 試食
試食会等「食」のイベント等に利用可能な「シェアキッチン」の設置
「食」のイベント等に利用可能な「シェアキッチン」の設置
ラウンジを見渡すことのできる共用の
ラウンジを見渡すことのできる共用のシェアキッチン
シェアキッチンを設置しました。調理器具や食
を設置しました。調理器具や食
器が取り揃えており、調理器具のテストや
器が取り揃えており、調理器具のテストや試食会など
試食会など、様々な「食」のイベントに活用
様々な「食」のイベントに活用
することが可能です。

4. 極上のコーヒーを楽しめるカフェ
「ミカフェート
ミカフェート カフェアンドブラッスリー SENQ 京橋」を併設
京橋
コーヒーハンター川島良彰氏が手がける
コーヒーハンター川島良彰氏が手がけるカフェ
カフェ「ミカフェート カフェアンドブラッス
リー SENQ 京橋」を併設しています。
京橋」を併設しています。
しています。オフィスでの寛ぎのひと時を
オフィスでの寛ぎのひと時を、
オフィスでの寛ぎのひと時を 、豊かな香りと極上
豊かな香りと極上
の味わいで彩ります。

開放感のあるラウンジ

シェアキッチン

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
日本土地建物株式会社
経営企画部広報室

（中原
中原・鈴木
鈴木）

TEL03-3501-6906
TEL03
6906 FAX03-3506-8940
FAX03
8940
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