２０２１年４月１４日

京王プラザホテル内に会員制サテライトオフィス
「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ 新宿・都庁前」を
５月２日（日）に開業します
2021 年４月１４日（水）１４：００～ 会員登録開始
株式会社京王プラザホテル（本社：東京都新宿区、取締役社長：若林 克昌、以下「京王プラザホテル」）
ならびに京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：紅村 康、以下「京王電鉄」）では、５月
２日（日）に、京王プラザホテル（新宿）内に会員制サテライトオフィス「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ
新宿・都庁前」を開業します。
京王プラザホテルでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした多様かつ柔軟な働き方が浸透す
る中で「テレワーク」「ワーケーション」や「長期滞在」など、コロナ禍での新たなニーズに対応した商品
の造成を進めており、さらにこの度ビジネスマンが集う施設やサービスを提供するエリアとして、京王電鉄
が京王沿線に展開するサテライトオフィス「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ」の４店舗目を開業します。
今回京王プラザホテルに開業する「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ 新宿・都庁前」では、従来のサービス
に加え、ホテルの特性を活かした、「安心・安全」「上質で落ち着いた」など快適なワーキングステイを実
現するための環境をご提供いたします。さらに店舗前には「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ 新宿・都庁前」
のご案内とともにホテル型サービスアパートメントに滞在されるお客様の総合窓口としてサービスカウン
ターを設置し、ホテル全体におけるビジネス利用者の利便性を高めてまいります。
なお「ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ 新宿・都庁前」では入退会、施設予約等手続きのオンラインシステ
ムが導入されており、店舗への入退室はお客様自身のスマートフォン等に発券されるＱＲコードを用いて管
理します。これにより非接触・非対面でいつでも手続きが可能になっています。また全店利用プランも用意
し、登録店舗以外でも各店舗の相互利用が可能となります。この取り組みにより、今まで以上にワークライ
フバランスの実現等、柔軟な働き方に貢献するとともにホテルのさらなる活性化を進めてまいります。

［KEIO BIZ PLAZA 新宿・都庁前 ｴﾝﾄﾗﾝｽｲﾒｰｼﾞ］
詳細は次のページのとおりです。

［KEIO BIZ PLAZA 新宿・都庁前 執務ｴﾘｱｲﾒｰｼﾞ］

■施設概要

※記載の料金は全て税込み
ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ 新宿・都庁前

場

所

京王プラザホテル 南館２階（東京都新宿区西新宿２－１－１）

面

積

237.69 ㎡（71.9 坪）

席

数

49 席（ミーティングルーム 1 室（最大 8 名）
）

事業主体
設

備

京王電鉄株式会社
QR コード式入退室管理、Wi-Fi、シュレッダー、月極ロッカー、郵便ポスト（登記・住所利用可）ほか
会員区分

法人会員

個人会員

入会金

３，３００円／回

３，３００円／回

システム利用料（初回登録・会員種別切替など）

２，２００円／件

２，２００円／件

全店プラン(8：00～21：00）

２７，５００円／月

全店舗定額でご利用可能なプランです※１

月極
利用料金
（法人・

利用
プラン

個人

全日プラン(8：00～21：00）

１５，４００円／月

平日プラン(8：00～18：00)

１２，１００円／月

平日午前プラン(8:00～13:00）

６，６００円／月

平日午後プラン(13:00～18:00)

６，６００円／月

夜間(18:00～21:00)

共通）

７，７００円／月

土日プラン(8:00～21:00)
時間利用プラン※２

１６５円／１５分

（契約プラン・登録店舗以外での利用含む）
備品
・
サービス
など

（最低利用料金６６０円／月がかかります）

ミーティングルーム（最大８名）

８８０円／１５分

月極ロッカー※３

２，２００円／月

郵便ポスト(登記・住所利用可)※３

１６，５００円／月

入退室管理データ提供

１，１００円／月

（法人会員のみ）

営業時間

８：００～２１：００

定 休 日

無休 ※年末年始は休み
法人

Ｗｅｂ申込み（登記簿謄本、印鑑証明書を申込時にご用意いただきます）⇒審査（数

会員

会員

日かかる場合があります）⇒会員登録利用料はクレジットカード決済または銀行振込

登録

個人

Ｗｅｂ申込み（本人確認書類※４、利用料決済用クレジットカードを準備）

・

会員

⇒会員登録利用料はクレジットカード決済のみ

支払
方法
Web
サイト

Ｗｅｂ申込
開始日

４月１４日（水）１４：００～（予定）
（Ｗｅｂ申込開始前のご入会、お問い合わせ等については、メール
（keio-bizplaza@keio.co.jp）へご連絡ください。
）

https://keio-bizplaza.jp/
（※１）KEIO BIZ PLAZA 多摩センター、KEIO BIZ PLAZA 府中、KEIO BIZ PLAZA 京王八王子、
および KEIO BIZ PLAZA 新宿・都庁前（５月２日以降）全店でご利用いただけます。
（※２）時間利用プランは KEIO BIZ PLAZA 全店でご利用いただけます。
「KEIO BIZ PLAZA 新宿・
都庁前」で４月中にご契約いただく場合も最低利用料金が発生いたします。「KEIO BIZ
PLAZA 新宿・都庁前」で時間利用プランのご利用については、５月１日（土）以降から
会員登録をお願いします。詳細は KEIO BIZ PLAZA ホームページをご確認下さい。
（※３）全店プラン・全日プランのみ利用可能（法人・個人会員共通）
（※４）運転免許証、パスポート等身分証明書の写しをＷｅｂにアップロードいただきます。

■オープニング・キャンペーンについて
入会金・システム利用料・月極利用料の半額（法人・個人共通）
（１）期 間：４月１４日（水）～５月３１日（月）
（２）内 容：４、５月入会の場合、入会金、システム利用料は無料、及び５月分の月極利用料は半額
になります。
入会月
入会金
システム利用料
月極利用料（※）
4 月・5 月入会
無料
無料
半額
※時間利用プランのご契約は対象外です。
※本キャンペーンを適用する場合、２０２１年７月３１日（土）までに退会をする際は、解約料
が発生する場合があります。
■KEIO BIZ PLAZA について

店舗名

場

所

KEIO BIZ PLAZA

KEIO BIZ PLAZA

KEIO BIZ PLAZA

多摩センター

府中

京王八王子

京王プラザホテル多摩

ぷらりと京王府中

京王八王子ショッピング

２階

ぷらりと西７階

センター１０階

（東京都多摩市落合

（東京都府中市府中町

（東京都八王子市明神町

１－４３）
（京王多摩センター駅

１－２－１）
（京王線府中駅直結）

３－２７－１）
（京王線京王八王子駅

徒歩３分）

面

積

席

数

設

備

中央口直結）

２６４．４８㎡

１６５．０８㎡

２０７．９６㎡

（８０．１坪）

（４９．９３坪）

（６２．９０坪）

４８席（ブース席１７席）

ブース席２８席、個室５室

ブース席４２席、個室４室

ＱＲコード式入退室管理、Ｗｉ－Ｆｉ、複合機、シュレッダー、給茶機、
月極ロッカー、郵便ポスト（登記・住所利用可）ほか

■ＳＤＧｓへの取り組み
ＳＤＧｓ（Sustainable Depelopment Goals）は、持続可能な世界を実現するため
に、２０３０年に向けた開発目標です。京王グループは、この持続可能な開発目
標を取り入れ、事業活動を通じて社会の持続的な発展に貢献していくことを目指
します。働き方改革や、仕事・子育ての支援を推進するこの取り組みは
「８．働きがいも 経済成長も」に貢献しています。

KEIO BIZ PLAZA に関するお問合せ先 ： 京王電鉄株式会社
広報部 武田・坪井・原・小宮山
〒２０６－８５０２ 東京都多摩市関戸１－９－１
Ｔｅｌ ０４２－３３７－３１０６ www.keio.co.jp/

ホテルに関するお問合せ先 ： 株式会社京王プラザホテル
営業戦略室 企画広報 杉浦 陽子 ・ 小田 力 ・川嶋 慶子 ・波多野 千恵子
〒１６０－８３３０ 東京都新宿区西新宿２－２－１
Ｔｅｌ ０３－５３２２－８０１０ Ｆａｘ ０３－３３４６－２４７９
www.keioplaza.co.jp

