










フロアレイアウトプラン Floor layout Plan

a seating capacity of 227　→　2.2tubo/per person座席数 144 席→3.1 坪 / 人

Desk space
青：デスクスペース

Refreshment space 
緑：リフレッシュスペース

A conference room and a meeting space 
オレンジ：会議室・ミーティングスペース



貸会議室のご案内 Guidance of the meeting room for rent

予約受付は「使用日の2ヶ月前の同日から10日前まで」とさせていただきます。受付開始日が土・日・祝日にあたる場合は次の平日からになります。
Reservations can be made between 2 months to 10 days before the desired date. When reservations are made on a sat, sun, or holiday, they will be processed on the following weekday.

■付属設備

一般の方がご利用の場合、使用日の1週間前までにお支払い(振込のみ)をお願いします。
Regular customers must pay one week before the day of use (money transfers only).

撮影等、会議以外の使用目的の場合、上記料金の2割増しとさせていただきます。
なお、撮影に関しては別途撮影料をいただきます。
※In the case of tenants, a bill will be sent to them after use.
    After they receive the bill, they have until the end of the month to pay.

Attached structure

■レイアウト
お客様自身でのレイアウト変更は可能です。終了後は必ず備品を含め、現状復帰をお願いします。
※ Customers are welcome to modify the layout if they prefer. 
    However, we ask that afterward you please return the room to how it was originally, including all equipment.

Layout

・スクリーン

・ホワイトボード ・スクリーン

・ホワイトボード

・スクリーン

・ホワイトボード

会議室Ａ 会議室Ｂ 会議室Ｃ

■会議室C部分
　(パーテーションをはずしている状態)

■スクール形式に並び替えた状態
　(B+C部分)

Conference room Plan view会議室平面図

Contact informationお申し込み・お問い合わせ

㈱東京テレポートセンター 事業部

[ 平日 ] 9:00～ 12:00／ 13:00～ 17:00受付 :
03-5500-1028TEL : 03-5500-0091FAX:

室　名 9:00
～ 12:00

13:00
～ 17:00

9:00
～ 17:00

延長1時間面　積 通常レイアウト

会議室 A ￥21,600 ￥27,000 ￥43,200 ￥7,02069 ㎡

65 ㎡

口形式28名

料金表 ( 税込価格 ) Price list

Meeting room

口形式24名会議室 B ￥21,600 ￥27,000 ￥43,200 ￥7,020

name area Normal layout Extension
one hour

65 ㎡ 口形式24名会議室 C ￥21,600 ￥27,000 ￥43,200 ￥7,020

135 ㎡ 口形式52名会議室 A+B ￥43,200 ￥54,000 ￥86,400 ￥14,040

131 ㎡ 口形式48名会議室 B+C ￥43,200 ￥54,000 ￥86,400 ￥14,040

200 ㎡ 口形式76名会議室 A+B+C ￥64,800 ￥81,000 ￥129,600 ￥21,060

【 interior 】Screen,Portable White board
【 common 】 Instructions stick,Movable carriage,Two microphone sets,The notice stand for guidance,Projector（fee is required）, others 
※Our projectors weight 1.7 kg and are portable in size. The projector will be lent to you when you check-in on the day of your reservation.
　Because the projectors are for sharing, please request one when you make your reservation.

【室内】スクリーン・移動式ホワイトボード
【共有】指示棒・移動台・マイク2本セット(ポータブルパック)・案内用掲示スタンド・プロジェクター（有料）　他
※プロジェクターは重さ1.7kgのポータブルサイズです。当日の受付時に貸出しします。共有備品のため、ご予約時にお申し付けください。





飲食・物販・各種サービスのご案内ー 2

レストラン・カフェ [Restaurants/cafe]

レストラン・カフェ [Restaurants/cafe]

美味食酒　兼蔵

[ 和食 ] Japanese food

営業時間
Business hours

定休日
Regular holiday

席数
The number of seats　　 

TEL

4F

東京ベイクリニック

[ 診療所 ] Clinic

営業時間
Business hours

休診日
Regular holiday

TEL

URL

4F

Top of side

[ カジュアルフレンチ ] Casual French 

営業時間
Business hours

定休日
Regular holiday

席数
The number of seats　　 

TEL

FAX

4F

竹芝サウスタワー歯科

[ 歯科 ] cafe

営業時間

日祝、年末年始
Sun,Holiday, Year ends and New Year holidays

個室有り
There is a private room

03-5402-3080            

11:30～14：30/17：30～22：30

17:30～22：30

[月－金 ]
Mon-Fri

[ 土 ]
Sat.

Business hours

休診日
Regular holiday

TEL

URL

9:30～13:00/14：30～18：30[月－金 ]
Mon-Fri

土日祝、年末年始
Sat,Sun,Holiday, Year ends and New Year holidays

03-6402-1180      

http://www.takesiba-sika.com   

4F

不定休
Sat,Sun,Holiday, Year ends and New Year holidays

着席　32名　　立食　50名
Taking a seat: 32 people, A buffet: 50 people 

03-5733-5007      

03-5733-5008      

11:30～14：30
17：00～22：00

11:30～22：00

[月－金 ]
Mon-Fri

[ 土日祝 ]
Sat.Sun.Holiday

 (LO 14:00) 

＊パーティー貸切の場合がございます。
   ご確認下さい。

 (LO  21:00) 

水日祝、年末年始
Wed,Sun,Holiday, Year ends and New Year holidays

03-5404-3842      

http://www.tokyobayclinic.com

Mon.Tue.Thu.Fri

9 :00～14：00[土 ]
Sat.

9 :00～17：00[ 月火木金 ]

 ( 予約検査のみ ) 

サービス・その他 [Service/Others]

サービス・その他 [Service/Others]

Guidance of eating and drinking, sale, various services-2



飲食・物販・各種サービスのご案内ー 3

港竹芝郵便局

[ 郵便局 ] Post office

営業時間
Business hours

定休日
Regular holiday

土日祝、年末年始
Sat,Sun,Holiday, 
Year ends and New Year holidays

Sun,Holiday,
Year ends and New Year holidays

TEL 03-3434-2354      

TEL 03-6430-3032      

3F

ザ・レセプティ竹芝

[ ブライダル衣装 ] Clothes of the wedding ceremony

営業時間
Business hours

定休日 年末年始
Regular holiday Year ends and New Year holidays

TEL 03-5408-5351      

4F

みずほ銀行　ニューピア竹芝出張所

[ATM]

営業時間
Business hours

定休日 年末年始
Regular holiday Year ends and

New Year holidays

3F

9:00～17:00[ 窓口 ]
Contact

[ 窓口 ]
Contact

日祝、年末年始[ATM]

7:00～23:00

9:00～17:00

[ 月－金 ]
Mon-Fri

[ATM] 9:00～17:30[ 月－金 ]
Mon-Fri

9:00～12:30[ 土 ]
Sat

[ 土日祝 ]
Sat.Sun.Holiday

10:00～19：00

サービス・その他 [Service/Others]

ファミリーマート　ニューピア竹芝店

[ コンビニエンスストア ]

営業時間
Business hours

定休日 年末年始
Regular holiday Year ends and

New Year holidays

3F

7:00～23:00

サービス・その他 [Service/Others]

サービス・その他 [Service/Others]サービス・その他 [Service/Others]

サン・アクア

[ ブライダルサロン ] Wedding salon

営業時間 10:00～19:00
Business hours

休診日 年末年始
Regular holiday Year ends and New Year holidays

TEL 0120-222-118

URL http://www.st-aqua.jp

4F

サービス・その他 [Service/Others]

Convenience store

Guidance of eating and drinking, sale, various services-3




