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TKP、企業向けワクチン接種会場として 

TKP 貸会議室 134 施設を、最大 10 日間無償提供 

 

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、以下TKP）は、新型コ

ロナウイルスのワクチン接種の更なる加速に貢献すべく、企業に対し全国のTKP貸会議室134施設を、

職域ワクチン接種会場として最大10日間無償提供いたします。 

 

今後、TKP では、会場提供に加え、医療機関との連携による医療従事者の確保やワクチンの手配

とともに、TKP の会議室運営ノウハウを活かしたスタッフの確保や必要備品の準備等を、（仮称）「TKP

ワクチンセンター」として総合的にサポートを行う予定でございます。 

 

 TKP は今後も企業向けのワクチン接種実現に協力し、一日も早く企業活動が正常化するよう、企業

活動を通じて貢献してまいります。 
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  無償提供期間 ：2021/6/21～8/31 

  提供対象    ：法人企業 

  提供会場    ：全国の TKP 会議室 134 施設 

  提供期間    ：1 回の接種にあたり最大 5 日間（2 回目の接種も含め最大 10 日間） 

  ※医師・看護師等の医療職、会場運営スタッフ等の必要な人員の確保、ワクチンの手配、 

各種届出は、企業自ら手配をお願いいたします。 

 

【お客様問い合わせ窓口】 

 https://www.tkp.jp/vaccine/ 

   

【TKP 提供会場】 

・TKP ガーデンシティ アパホテル札幌  ・TKP ガーデンシティ札幌駅前 

・TKP 札幌カンファレンスセンター  ・TKP 札幌駅カンファレンスセンター 

・TKP 札幌ホワイトビルカンファレンスセンター  ・TKP 札幌駅南口カンファレンスセンター 

・TKP 札幌駅前会議室  ・TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 

・TKP ガーデンシティ仙台  ・TKP ガーデンシティ仙台勾当台 

・TKP 仙台西口ビジネスセンター  ・TKP ガーデンシティ仙台駅北   

・TKP ガーデンシティ御茶ノ水  ・TKP ガーデンシティ竹橋   

・TKP ガーデンシティ渋谷  ・TKP カフェ&バンケット日暮里駅前 

・TKP ガーデンシティ浜松町(アジュール竹芝)  ・TKP 新宿モノリスカンファレンスセンター 

・TKP 品川カンファレンスセンターANNEX  ・TKP 田町カンファレンスセンター 

・TKPLuz 大森カンファレンスセンター  ・TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター 

・TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター  ・TKP 赤坂駅カンファレンスセンター 

・TKP 新宿カンファレンスセンター  ・TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター 

・味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カンファレンスセンター 

・味覚糖 UHA 館 TKP 溜池山王カンファレンスセンター 

・TKP 池袋カンファレンスセンター  ・TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター 

・TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター  ・TKP 築地新富町カンファレンスセンター 

・TKP 新橋カンファレンスセンター  ・TKP 田町グランパークカンファレンス 

・TKP 新宿西口カンファレンスセンター 

・TKP 品川グランドセントラルタワーカンファレンスセンター 

・TKP 品川カンファレンスセンター 

・TKP 赤坂二丁目カンファレンスセンター  ・TKP 神田ビジネスセンター 

・TKP 新橋汐留ビジネスセンター  ・森ビル貸会議室 愛宕山弁護士ビル 

・TKP 麹町会議室(厚生会館)  ・TKP 麹町駅前会議室  ・TKP 神田駅前ビジネスセンター 

・TKP 品川港南口会議室  ・TKP 飯田橋ビジネスセンター 

・TKP 九段下神保町ビジネスセンター  ・TKP 上野駅前ビジネスセンター 

・TKP 銀座ビジネスセンター  ・TKP 新宿会議室  ・TKP スター貸会議室 秋葉原 

・TKP スター貸会議室 四谷  ・TKP スター貸会議室 市ヶ谷  

・TKP スター貸会議室 浅草  TKP スター貸会議室 大森 

・TKP スター貸会議室 飯田橋  ・TKP スター貸会議室 大手町・竹橋 

■職域ワクチン接種会場 無償提供に関する詳細 
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・TKP スター貸会議室 護国寺  ・TKP スター貸会議室 代々木 

・TKP スター貸会議室 御徒町  ・TKP スター貸会議室 秋葉原岩本町 

・TKP スター貸会議室 表参道  ・TKP スター貸会議室 紀尾井町 

・TKP スター貸会議室 表参道青山通り  ・TKP スター貸会議室 芝大門 

・TKP スター貸会議室 東京タワー通り  ・TKP スター貸会議室内神田 1 丁目 

・TKP スター貸会議室 茅場町  ・TKP スター貸会議室 立川 ・TKP スター貸会議室 水道橋 

・TKP スター貸会議室 東銀座  ・TKP スター貸会議室 飯田橋 4 丁目 

・TKP ガーデンシティ幕張  ・TKP ガーデンシティ千葉  ・TKP 千葉駅東口ビジネスセンター 

・TKP ガーデンシティ横浜  ・TKP 横浜駅西口カンファレンスセンター  ・TKP 横浜会議室 

・TKP スター貸会議室 本厚木  ・TKP スター貸会議室 川崎駅前 

・TKP 大宮駅西口カンファレンスセンター  ・TKP 大宮ビジネスセンター 

・TKP スター貸会議室 水戸駅前  ・TKP ガーデンシティ宇都宮 

・TKP 宇都宮カンファレンスセンター  ・TKP ガーデンシティ名古屋 

・TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター  ・TKP 名古屋栄カンファレンスセンター 

・TKP 名古屋伏見ビジネスセンター   ・TKP 金沢カンファレンスセンター 

・TKP 金沢新幹線口会議室  ・TKP ガーデンシティ大阪梅田   

・TKP ガーデンシティ大阪 OAP タワー  ・TKP ガーデンシティ東梅田 

・TKP ガーデンシティ心斎橋  ・TKP ガーデンシティ新大阪 

・TKP ガーデンシティ大阪淀屋橋  ・TKP ガーデンシティ大阪リバーサイドホテル 

・TKP ガーデンシティ心斎橋南船場  ・TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター 

・TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンター  ・TKP 大阪本町カンファレンスセンター 

・TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター  ・TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンター 

・TKP 新大阪駅前カンファレンスセンター  ・TKP 新大阪ビジネスセンター 

・TKP 大阪梅田駅前ビジネスセンター  ・TKP スター貸会議室 南森町 

・TKP スター貸会議室 大阪堂島商品取引所  ・TKP ガーデンシティ京都 

・TKP 京都四条烏丸カンファレンスセンター  ・TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター 

・TKP 姫路会議室  ・TKP ガーデンシティ広島  ・TKP ガーデンシティ広島駅前大橋 

・TKP 広島平和大通りカンファレンスセンター  ・TKP 広島本通駅前カンファレンスセンター 

・TKP ガーデンシティ山口・防府  ・TKP ガーデンシティ岡山  ・TKP 岡山会議室 

・TKP 松山市駅前カンファレンスセンター 

・TKP ガーデンシティ博多  ・TKP ガーデンシティ天神 ・TKP ガーデンシティ福岡渡辺通 

・TKP ガーデンシティ博多新幹線口  ・TKP ガーデンシティ博多駅筑紫口前 

・TKP 小倉シティセンター  ・TKP カンファレンスシティ博多  ・TKP 博多駅前シティセンター 

・TKP 小倉駅前カンファレンスセンター  ・TKP 博多駅筑紫口ビジネスセンター 

・TKP ガーデンシティ ネストホテル熊本  ・TKP 熊本カンファレンスセンター 

・TKP ガーデンシティ鹿児島中央 
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【株式会社ティーケーピー会社概要】 

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発

事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 

代表者 代表取締役社長 河野 貴輝 

本社所在地 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル 2F 

設立 2005 年 8 月 15 日 

資本金 124 億円（2021 年 2 月末現在） 

決算期 2 月 

売上高 431 億円(2021 年 2 月期連結) 

従業員数 1,356 名(契約社員・時給社員・パート等臨時雇用者を除く) 2021 年 4 月末現在 

事業内容 フレキシブルオフィス事業 

（貸会議室・レンタルオフィス・コワーキングスペース運営） 

ホテル・宿泊研修事業 

イベントプロデュース事業 

BPO 事業 

料飲・バンケット事業 

URL https://www.tkp.jp/ 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社ティーケーピー 広報担当 篠塚 

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp 


