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オープンイノベーションオフィス

「SENQ 青山」、
「SENQ
「SENQ 霞が関」2
霞が関」2 月オープン
「SENQ 霞が関」オープニングイベント、2 月 20 日開催

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（センク）
」の第二弾として、2017
年 2 月に「SENQ 青山」（17 日）を、第三弾として「SENQ 霞が関」（27 日）を順
次オープンしますのでお知らせいたします。
「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。また、セミナー、ピッチ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。
今後も複数拠点を展開し、入居者のオープンイノベーション支援を通じて、
これまでにない「SENQ 発」のサービスやプロダクト等のビジネスの創出を目指
します。
※ 「メンター」は、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、協業先の候補として紹介します。

◆「SENQ 青山」、「SENQ 霞が関」のテーマとオープン日
施設名

テーマ

オープン日

SENQ 青山

CREATOR’S VILLAGE

2 月 17 日（金）

SENQ 霞が関

LEAD JAPAN

2 月 27 日（月）

※先行オープンの「SENQ 京橋」のテーマは「FOOD INNOVATION」

◆「SENQ 霞が関」オープニングイベント
「LEAD JAPAN Summit」開催（2 月 20 日）
※「SENQ 青山」オープニングイベントは
3 月開催予定

イベントイメージ（SENQ 霞が関）

〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 1 号
電話：03-3501-6906 FAX：03-3506-8940

日本土地建物株式会社
www.nittochi.co.jp

経営企画部広報室

■「SENQ(センク)」の特徴
「SENQ」では、ラウンジ、個室など、入居者の企業規模や成長ステージに合
わせて選択が可能なオフィススペースのほか、それぞれのテーマに合わせた設
備環境を整えています。
1.「CREATOR’S VILLAGE」をテーマとする「SENQ 青山」
緑や光、風が感じられる心地よい空間では新しいアイデアが生まれ、メンバ
ー同士の交流がその可能性を広げていきます。「SENQ 青山」は、そこに集う多
彩なクリエイターとともに、イベントや展示等を通じて、これまでにない「SENQ
発」のプロダクトとサービスを発信していきます（2 月 17 日オープン）。

ワークプレイス

ラウンジ

オープンエアオフィス

2.「LEAD JAPAN」をテーマとする「SENQ 霞が関」
「SENQ 霞が関」では中央官庁が集積する立地特性を活かし、官民連携を軸に
情熱と新たなテクノロジーを集結させ、社会と地域の課題解決をともに目指し
ます。主に「観光・アグリ・シビックテック」の分野に焦点を当て、様々なイ
ベントを通じて全国の先進的な取り組みを発信していきます（2 月 27 日オープン）。

サロン（イベントスペース）

ラウンジ

ボックス席
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■「SENQ 霞が関」オープニングイベント「LEAD JAPAN Summit」開催（2 月 20 日）
「SENQ霞が関」の開業にあたり、オープニングイベント「Lead Japan Summit
～先駆者と語る日本の未来～」を開催します。イベントでは、
「豊かな暮らしと
地域ビジネス」をテーマに、日向市 坂元修一副市長、NPO法人まちづくりGIFT
代表理事 齋藤潤一氏をお招きし、日向市における取り組みや地域ビジネス等に
ついてご講演いただきます。またトーマツベンチャーサポート株式会社 地方創
生責任者 前田亮斗氏を交えてパネルディスカッションを実施し、日本の未来に
ついて語り合います。
【SENQ 霞が関 オープニングイベント実施概要】
オープニングイベント実施概要】
名

称 SENQ EVENT ＃2「Lead Japan Summit ～先駆者と語る日本の未来～」

日

時 2017 年 2 月 20 日（月）18：00～20：30

会

場 SENQ 霞が関
地域ビジネス、移住や新しい働き方、新規就農に興味がある企業・個人

対

象

者 宮﨑・日向に興味・ゆかりのある企業・個人、メディアの方
※同業者の方のご参加はお断りをさせて頂きます。

会

費 無料（定員 50 名）

主

催 日本土地建物株式会社

協

力 トーマツベンチャーサポート株式会社
17：30 開場
18：00 開会挨拶
18：25 講演①「サーフィンを活かしたまちづくり」
日向市 副市長 坂元修一氏

プログラム

18：45 講演②「１勝 99 敗。シリコンバレー流の地域ビジネスの作り方」
NPO 法人まちづくり GIFT 代表理事 齋藤潤一氏
19：00 パネルディスカッション「（仮）豊かな暮らしと地域ビジネス」
19：40 名刺交換・交流会
※日向の食材を使った立食パーティを行います。
（～20：30）

詳

細

https://senq-web.jp

なお、「SENQ 青山」オープニングイベントは、3 月開催予定。
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■施設概要
概要
1．SENQ
SENQ 青山
名称/テーマ
所

在

SENQ 青山 /CREATOR
/CREATOR’S
S VILLAGE
東京都港区南青山一丁目２番６号
ラティス青山スクエア２階

部屋数・席数

個室２２室、ラウンジ２８席

そ

有人受付、有線・Wi
有人受付、有線・Wi-Fi 環境、会議室、オープンエアオフィス、
環境、会議室、オープンエアオフィス、

の

他

機能・設備
交

通

複合機、ポスト付ロッカー
複合機、ポスト付ロッカー、郵便ポスト
、郵便ポスト
東京メトロ銀座線・半蔵門線
東京メトロ銀座線・半蔵門線「青山一丁目」駅徒歩
「青山一丁目」駅徒歩１
「青山一丁目」駅徒歩１分
都営大江戸線「青山一丁目」駅徒歩１分

2．SENQ
SENQ 霞が関
名称/テーマ
所

在

SENQ 霞が関/
霞が関/ LEAD JAPAN
東京都千代田区霞が関一丁目４番１号
日土地ビル２階

部屋数・席数

個室１７室、ブース２１室、ラウンジ１５０席
個室１７室、ブース２１室、ラウンジ１５

そ

有人受付、有線・Wi
有人受付、有線・Wi-Fi 環境、会議室、ダイニング、
環境、会議室、ダイニング、ラウンジ、
ラウンジ、

の

他

機能・設備
交

通

サロン、複合機、ポスト付ロッカー
サロン、複合機、ポスト付ロッカー
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩 1 分、
東京メトロ千代田線・
東京メトロ千代田線・日比谷線・
日比谷線・丸ノ内線「霞ヶ関」駅徒歩３分
丸ノ内線「霞ヶ関」駅徒歩３分

■SENQ
SENQ ブランドの概要
SENQ は「先駆」に由来し、時代の先駆けとなるイノベーターたちを
応援するブランドです。ロゴを構成する色彩豊かなパーツは、多様な
業界から集まる「先駆者（入居者）
業界から集まる「先駆者（入居 ）」を象徴し、パーツの組み合わせに
より形成されるキューブは、新しい可能性を引き出す立体的なビジネ
スのつながりにより、オープンイノベーションを加速させる場を表現
しています。

■SENQ
SENQ ブランドサイト

https://senq
https://senq-web.jp
web.jp

【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・中西 ）

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