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貸会議室ネット > 東京エリア > 新橋・⻁ノ⾨・汐留の会場・会議室 > TKP新橋カンファレンスセンター 新館 > アクセス ご利⽤の流れ・初めての⽅へ
内幸町駅A5出⼝・⽇⼟地内幸町ビル⼝ 徒歩0分

TKP新橋カンファレンスセンター 新館

施設トップ・会場・料⾦  施設案内・オススメ情報  設備・備品  サービス  お⾷事  アクセス  よくある質問 

アクセスマップ

TKP新橋カンファレンスセンター 新館へのアクセス

GoogleMap(拡⼤地図)で⾒る GoogleMap(English) 近隣駐⾞場のご案内(NAVITIME)

住所
〒100-0011 
東京都千代⽥区内幸町1-3-1 幸ビルディング 10F/11F/12F/13F/14F/15F/16F（事務
所︓12F）

アクセス

都営三⽥線 内幸町駅 ⽇⼟地内幸町ビル⼝(A5出⼝付近) 徒歩0分 内幸町駅A5出⼝は⼯
事中の為閉鎖されておりますが、 A5出⼝近くの⽇⼟地内幸町ビル⼝よりお越しいた
だけます。(5︓30〜23︓00) 
JR⼭⼿線 新橋駅 ⽇⽐⾕⼝ 徒歩7分  
JR東海道本線 新橋駅 ⽇⽐⾕⼝ 徒歩7分  
JR横須賀線 新橋駅 ⽇⽐⾕⼝ 徒歩7分  
東京メトロ銀座線 新橋駅 8番出⼝ 徒歩7分  
都営浅草線 新橋駅 8番出⼝ 徒歩7分  
東京メトロ⽇⽐⾕線 霞ケ関(東京都)駅 C4 徒歩8分  
東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関(東京都)駅 C4 徒歩8分  
東京メトロ千代⽥線 霞ケ関(東京都)駅 C4 徒歩8分  

GoogleMap

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qc-tgqip-4f3c2118852f1f0b0f80a3cf6893bb61&f000002001=TKP%e6%96%b0%e6%a9%8b%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%20%e6%96%b0%e9%a4%a8&f002266931=423
tel:03-4577-9270
https://www.kashikaigishitsu.net/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/tokyoto/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/shimbashi/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/access/
https://www.kashikaigishitsu.net/beginner/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/info/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/equipment/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/service/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/food/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shimbashi-uchisaiwaicho/access/
https://www.kashikaigishitsu.net/faq/
https://goo.gl/maps/gVwx3p1KBAL2
https://goo.gl/maps/2iiDAxHemk92
https://www.navitime.co.jp/parking/around/?spt=02043.1825210&page=1&option=


電話 03-5510-1351

事務所直通電話
03-5510-1351 
※転送で総合窓⼝におつなぎする場合がございます。予めご了承ください。

お願い
催事へのご出席者様へ 
催事の内容及び催事へのご出⽋席に関するお問合せは、主催者様に直接ご連絡くだ
さいますようお願い申し上げます。

内幸町駅(⽇⼟地内幸町ビル⼝)からの経路

1 内幸町駅へ到着しましたら、⽇⽐⾕⽅⾯改札へエ
スカレーターをお上がりください。

2 改札を出ましたら、閉鎖中になっているA5出⼝⽅
⾯へお進みください。

3 道なりに地上を⽬指しお進みください。

4 閉鎖しているA5出⼝のすぐ奥のみずほ銀⾏の看板
を⽬印に、右⼿の階段をお上がりください。（⽇⼟地
内幸町ビル⽅⾯）

5 地上に出ましたら、⽇⽐⾕通り沿いに歩道をお進
みください。

6 地上階に出た際の1つ⽬のビルが弊社会場です。
正⾯よりお⼊りください。（奥にTKPの看板がござい
ます。）

内幸町駅(A2出⼝)からの経路

1 A2出⼝より地上に出ましたら、⻄新橋交差点の
VOLKSの看板を⽬印に右に曲がってください。

2 右⼿に⾒えるミニストップを⽬印に道なりに進ん
でください。

3 ミニストップを通り過ぎた2つ⽬のビルが会場で
す。



4 ⼊⼝よりお⼊りください。 ビルエントランス1階
にTKPの催事案内がございますので、そちらに従って
各階へお越しくださいませ。（12階に会場事務所がご
ざいますので、ご不明な場合はそちらまでお問い合わ
せください。）

JR新橋駅(⽇⽐⾕⼝)からの経路

1 ⽇⽐⾕改札を出ましたら、SL広場を右奥にお進み
ください。（マクドナルドが⽬印です。）

2 マクドナルドのある交差点につきましたら、⽬の
前の信号を横断し、⼤通り沿いへ左へお進みくださ
い。

3 次の信号も渡っていただきまして、その後は内幸
町駅A2出⼝からの経路をご参照ください。

駐⾞場・搬⼊経路のご案内

●搬⼊出についてのご案内 
搬⼊出の際は、駐⾞場⼊り⼝をお⼊りいただき、⾞寄せをご利⽤ください 
※当施設への⾞・台⾞を使⽤しての搬⼊出や⼤掛かりな作業につきましてはビルへの申請が必要となりますので、 



事前に必ず会場へご相談をお願いいたします。 
直近でのご依頼となりますと、ご希望のスケジュールで作業をお受けできない可能性がございますので、予めご了承ください。 
 
●駐⾞場のご案内 
・幸ビルディング左⼿の⼀⽅通⾏よりお⼊りいただけます(写真参照ください) 
幸ビル駐⾞場（機械式） 
基本料⾦︓30分毎¥250 
宿泊料⾦ 全⽇(19:00〜翌8:00)1泊¥1850 
制限︓⾼ 1.60m まで/幅 1.85m まで/⻑ 5.05m まで/重量 1.60t まで 
セルシオ、プレジデント不可 
 
・GSパーク内幸町（幸ビル内）7:00〜22:00 
基本料⾦:30分/400円<⼀泊500円> 
⽉〜⼟︓最⼤3500円(7:00〜22:00) 
⽇・祝︓最⼤2000円(7:00〜22:00) 
※クレジットカード利⽤可 
※営業時間外は⼊出庫できません 
 

近隣の貸し会議室・レンタルスペース・イベントホール

東京エリアの他の会場を⾒る

 03-4577-9270   webからのお問い合わせ
お⾒積り、空室確認など 
お気軽にご相談ください︕

TKPスター貸会議室 芝⼤⾨

都営線 ⼤⾨駅より徒歩1分︕
18名

TKPガーデンシティ浜松町(アジュール⽵芝)

宿泊も会議室も⼀括⼿配可能
16名〜384名

TKPガーデンシティPREMIUM⽥町

2018年12⽉11⽇OPEN︕
12名〜625名

TKP⻁ノ⾨駅前カンファレンスセンター

2019年2⽉1⽇、9F増床
24名〜144名

貸会議室ネット トップページ
会場を探す 条件から探す  エリアから探す
TKPの施設・会場につ
いて

よくある質問  初めての⽅へ  TKP施設の様々な使い⽅  グレードバリエーション

TKPサービス 備品のご⽤意  お弁当・懇親会のご⽤意  研修コーディネイト  テレビ会議システムの⼿配  企業採⽤の代⾏  

同時通訳サービス  パソコンルームのレンタル  旅⾏・交通⼿配  宿泊⼿配
コラム 会議のお役⽴ち情報
ビルオーナー様へ 空きスペース活⽤のご提案
その他 お知らせ・新店舗情報  プレスリリース  メディア掲載情報  CEO社⻑情報連載記事  プライバシーポリシー  

利⽤規約  サイトマップ

東京都エリア  東京・⼤⼿町・⽇本橋・京橋 新宿 渋⾕ 品川 ⽥町・浜松町 ⾚坂・溜池⼭王・六本⽊ 上野・⽇暮⾥・浅草

秋葉原・神⽥・御茶ノ⽔ 飯⽥橋・九段下・神保町 市ヶ⾕・四⾕・麹町 有楽町・銀座・築地 新橋・⻁ノ⾨・汐留 池袋 ⼤森・蒲⽥

23区その他

関東エリア  神奈川 千葉 ⼤宮 宇都宮 ⽔⼾

北海道エリア  札幌 帯広

東北エリア  仙台 ⼋⼾ 秋⽥ 盛岡 郡⼭

https://www.kashikaigishitsu.net/search/result.html?sch_area_region_id=12
tel:03-4577-9270
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qc-tgqip-4f3c2118852f1f0b0f80a3cf6893bb61&f000002001=TKP%e6%96%b0%e6%a9%8b%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%20%e6%96%b0%e9%a4%a8&f002266931=423
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https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hamamatsucho/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-tamachi
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https://www.kashikaigishitsu.net/service/tv/
https://www.kashikaigishitsu.net/service/recruit/
https://www.kashikaigishitsu.net/service/tsuuyaku/
https://www.kashikaigishitsu.net/service/pc/
https://www.kashikaigishitsu.net/service/travel/
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https://www.kashikaigishitsu.net/special/shinagawa/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/tamachi/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/akasaka/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/ueno/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/akihabara/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/iidabashi/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/ichigaya/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/yurakucho/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/shimbashi/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/ikebukuro/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/omori/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/tokyo-e/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/kanto/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/kanagawa/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/chiba/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/omiya/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/utsunomiya/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/mito/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/hokaido/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/sapporo/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/obihiro/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/tohoku/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/sendai/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/hachinohe/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/akita/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/morioka/
https://www.kashikaigishitsu.net/special/koriyama/

