2016 年 2 月 18 日

KDDI 株 式 会 社
東急不動産株式会社

KDDI × 東急不動産
専用コンシェルジュサービス付き会員制サテライトオフィス
「BusinessBusiness-Airport Area KDDI」
KDDI」を提供開始

KDDI 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 孝司、以下 KDDI）と東急不動産株式会社（本
社：東京都港区、代表取締役社長：植村 仁、以下 東急不動産）は、2016 年 2 月 18 日より、東急不動産が展開す
る会員制サテライトオフィス「Business-Airport（ビジネスエアポート）」丸の内店の一部に、専用コンシェルジュサー
ビスや最新の IT 機器などが利用可能な「Business-Airport Area KDDI 丸の内」を提供開始します。

＜提供イメージ＞

ビジネスエアポートは、企業のメインオフィスやサテライトオフィスとして利用可能な個室スペース「サービスオフィ
ス」と、商談やイベントなどに利用可能な共用スペース「シェアワークプレイス」を兼ね備え、様々な用途でご利用い
ただける会員制サテライトオフィスです。ビジネスエアポート丸の内は、2016 年 1 月に 1～16 名用の「サービスオフ
ィス」を新たに増設し、約 500 坪のビジネスエアポート最大規模施設となりました。

今回提供する「Business-Airport Area KDDI 丸の内」は、ビジネスエアポートの従来サービスに加え、請求書
発行や出張手配、IT トラブル対応、機器設定サポートなどを行う「専用コンシェルジュサービス（オフィスコンシェル
ジュ/IT コンシェルジュ）」、au オリジナルインテリア雑貨 「Umbrella stand」やタブレットが利用できる環境を備え、企
業を様々な側面からサポートします。また、多言語に対応した「三者間通訳サービス」により、海外のお客さまとも
安心してコミュニケーションを取っていただくことができます。（注 1）

なお、同日に、出張ホテル手配や au オリジナルインテリア雑貨などが利用可能な「Business-Airport Area
KDDI 品川（注 2）」を提供開始します。

2016 年 3 月 31 日までに「Area KDDI」にお申し込みいただいたお客さまは、月額利用料が最大２か月分お得にな
るキャンペーンを実施します。また、ランサーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋好 陽介）が
提供するクラウドソーシングサービス「ランサーズ」でご利用いただける 5,000 円割引クーポンや、「シェアワークプレ
イス」の月額利用料が最大 5,000 円割引となるキャンペーンなどもご用意しています。

今後も KDDI と東急不動産は、「Business-Airport Area KDDI」のオフィス環境とお客さまサポートの更なる充実
を図り、お客さまのビジネスの発展に貢献してまいります。

以 上

（注 1）一部、有料のサービスがあります。
（注 2）「Business-Airport Area KDDI 品川」と「Business-Airport
詳細は別紙をご参照ください。

Area KDDI 丸の内」は利用可能なサービスが異なります。

＜別紙 1＞
■「Business
■「BusinessBusiness-Airport Area KDDI」について
KDDI」について
1． 概要
1) 個室スペース「サービスオフィス
個室スペース「サービスオフィス」
サービスオフィス」
・全営業日 24 時間利用可能な個室スペース。
・法人登記が可能なため、スタートアップや小規模企業のメインオフィスとしても利用可能。
・個室での有線 LAN やコンシェルジュによる来客対応や郵便物受取り、ルームクリーニングなどの
サービスも利用可能。
【丸の内】Business-Airport 全 83 区画中、Area KDDI 10 区画
【品 川】Business-Airport 全 70 区画中、Area KDDI 12 区画

●・・・施設利用料に含まれるサービスです。
○・・・別途利用料が発生もしくは制限がございます。

＜「Area
＜「Area KDDI」
KDDI」 専用サービス一覧＞

サービス

時間

価格

丸の内

施設利用料に含む

●

品川

宅配便発送代行
宅配便発送代行
宅配物を会員様に代わり発送いたします。（配送料は実費負担）
※バイク便、FeDex 等も対応可

請求書代理発行
請求書を発行・発送いたします。

○

○

※捺印は対応不可

領収書入力
領収書の仕分けとエクセル入力をいたします。

○

オフィスコンシェルジュ

※会計ソフトへの入力は応相談

出張ホテル手配
出張時の宿泊先を手配いたします。

○

○

○

○

平日

出張交通手配

9:00～

出張時の交通手段を手配いたします。

17:00

3 時間/月までは
施設利用料に含む

書類ファイリング
※3 時間以降は 3,500 円/時間

○

書類のファイリングを会員様に代わりお手伝いいたします。

各種文書の電子化（スキャン）
○
頂いたペーパーデータを電子化いたします。

手土産代理購入
○
会員様に代わり手土産を購入いたします。

その他秘書業務全般
会員様のご要望に合わせてお手伝いいたします。

○
※一部お取り扱い不可

KDDI 提供のクラウド商品設定サポート
○
コンシェルジュ

各種商品の新規設定をお手伝いいたします。

システムトラブル時の相談

週2日

1 時間/月までは

会員様のご要望に合わせてお手伝いいたします。

9:00～

施設利用料に含む

※一部お取り扱い不可

12:00

※以降は 4,000 円/時間

○

T
I

セカンドオピニオン
○
IT 見積に関するアドバイスをいたします。

電話代行
ご不在時の伝言を携帯電話に転送いたします。
13,000 円～/月

○

※ご伝言はメールで転送いたします。
※別途、電話敷設代行も承ります。（敷設料は別途お見積り）
30 分/月までは

通訳サービス
平日

施設利用料に含む
三者間通訳サービスがご利用いただけます。

○

9:00～
※以降は 2,500 円/15 分

17:00

iPad 貸し出し
時間・日単位でお貸しいたします。

●

※長期の貸し出しは要ご相談

施設利用料に含む

スマートフォン充電端子、バッテリーの貸し
スマートフォン充電端子、バッテリーの貸し出し
●
時間・日単位でお貸しいたします。

ａｕスマートフォンのご利用で
その他他他他サービス

サービスオフィス月額利用料 5,000 円割引
・サービスオフィスご契約時に同一法人名義の au スマートフォン
をご利用いただいている場合、「ご利用台数（※）×5,000 円」を

-

-

●

●

不定期

施設利用料に含む

●

●

-

施設利用料に含む

●

●

施設利用料から割引いたします。
・割引適用期間はサービスオフィスご契約から 1 年間
（※）上限はサービスオフィス定員数

各種相談会
・法律、会計、経営相談
・クラウドソーシング活用相談
・スタートアップ支援プログラム（KDDI∞Labo、
KDDI Open Innovation Fund）、など

【au オリジナルインテリア雑貨】
「Umbrella stand」（傘立て）
stand」（傘立て）
【Bluetooth 対応】お出かけ前に傘立てが「傘を持っていく必要があ
るか」をお知らせ。 専用アプリをダウンロードしたスマートフォンと連
動し、降水確率に応じて LED の色が変化します。
※サービスオフィスへの設置品であり、贈呈品ではありません。
他のアイテムも今後追加予定です。

※サービス内容は 2016 年 2 月 18 日時点のものであり、変更になることがあります。
※金額は全て税抜です。

2) 共用スペース「シェアワークプレイス
スペース「シェアワークプレイス」
シェアワークプレイス」
・無線 LAN、電源、飲料サービス、ライブラリー等充実した機能を兼ね備えたフリーアドレス型の
ビジネスラウンジ。
・法人登記不可。

2． 提供開始日
2016 年 2 月 18 日

3． ご利用料金
ご利用料金
サービスオフィス

99,000 円～／月

シェアワークプレイス

マスター会員

30,000 円／月

フルタイム会員

20,000 円／月

1DAY 会員

3,000 円／日

※金額は全て税抜です。
※期間限定のキャンペーンを実施します。詳細は別紙をご参照ください。

4． お問い合わせ
「Area KDDI」 専用ホームページ： https://biz-a.kddi.com
電話番号（フリーダイヤル）：

0120-900-396

（受付時間： 平日 9：00～17：00、休館日を除く）

＜別紙 2＞
■キャンペーンについて
■キャンペーンについて

1） 個室スペース「サービスオフィス」
対象：2016 年 3 月 31 日までに「Area KDDI」にお申し込みいただいた方
内容：①入会金含め、月額利用料最大２か月分がお得に。
②クラウドソーシングサービス「ランサーズ」 5,000 円割引クーポン
※「ランサーズ」割引クーポンは、2016 年 5 月 31 日までの仕事依頼、かつ、仕事成約金額が 1 万円以上でご利用可能
です。
※上記期間にお申込み頂き、かつ新規ご契約の方に限らせて頂きます。
※キャンペーン適用には条件がございますので詳細はお問合せ時にご確認下さい。

2） 共用スペース「シェアワークプレイス」
対象：2016 年 4 月 30 日までに下記会員を新規にご契約、かつ、ご契約時に au スマートフォンをご利用いただ
いている方
※「Area KDDI」 専用ホームページ（https://biz-a.kddi.com）からのご申告が必要です。

内容：①ビジネスエアポート東京を契約施設とするシェアワークプレイスマスター会員
月額利用料 30,000 円 から 2,500 円割引
②ビジネスエアポート青山または同品川を契約施設とするシェアワークプレイス登記利用契約
月額利用料 50,000 円 から 4,000 円割引
③東京・丸の内会員（東京店・丸の内店のシェアワークプレイスが使え、丸の内店の住所で法人登記が可能）
月額利用料 60,000 円 から 5,000 円割引
※割引適用期間はご契約から 1 年間です。
※他のキャンペーンとの併用は不可とさせて頂きます。

以 上

（参考）Business
（参考）BusinessBusiness-Airport について
ビジネスエアポートは、2013 年 3 月にオープンして以来、ビジネスパーソンにとって最適な立地を厳選し、
立地特性に合わせ柔軟にサービス内容や会員形態を変容させ、事業を展開しています。現在、青山、品川、
東京、丸の内に計４店舗を構え、今後も都心を中心にビジネス立地での展開を検討してまいります。

＜Business-Airport 丸の内＞
名称

Business-Airport 丸の内

所在地

東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 岸本ビルヂング 6 階

交通

東京メトロ「二重橋前」駅徒歩 2 分、ＪＲ「東京」駅徒歩 5 分

営業時間

平日 8:00～20:00 （土日祝日、年末年始、指定日は休館）

アクセス MAP

＜Business-Airport 品川＞
名称

Business-Airport 品川

所在地

東京都港区港南二丁目 16 番 2 太陽生命品川ビル 28 階

交通

JR「品川」駅徒歩 3 分

営業時間

平日 8:00～20:00 （土日祝日、年末年始、指定日は休館）

アクセス MAP

Business-Airport 公式ホームページ
「Area KDDI」専用ホームページ

http://business-airport.net

https://biz-a.kddi.com

以 上

