
 

    
 

 
   

対象施設一覧 
対象施設 住所 

TKP 札幌カンファレンスセンター 北海道札幌市中央区北３条西３－１－６札幌小暮ビル７Ｆ                         

TKP ガーデンシティ PREMIUM 札幌大通 北海道札幌市中央区南１条西１－８－２高桑ビル６Ｆ                           

TKP 札幌ホワイトビルカンファレンスセンター 北海道札幌市中央区北４条西７－１－５ＮＣＯ札幌ホワイトビル６Ｆ                    

TKP 札幌駅カンファレンスセンター 北海道札幌市北区北７条西２－９ベルヴュオフィス札幌３Ｆ                        

TKP 札幌駅南口カンファレンスセンター 北海道札幌市中央区北４条西３－１札幌駅前合同ビル３Ｆ                         

TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 北海道札幌市中央区北４条西６ー１毎日札幌会館５Ｆ                           

TKP ガーデンシティ札幌駅前 北海道札幌市中央区北２条西２－１９ＴＫＰ札幌ビル４Ｆ                         

TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 宮城県仙台市青葉区花京院１－２－１５ソララプラザ７Ｆ                         

TKP ガーデンシティ仙台  宮城県仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ３０Ｆ                             

TKP 仙台西口ビジネスセンター 宮城県仙台市青葉区本町１－５－３１シエロ仙台ビル５Ｆ                         

TKP ガーデンシティ仙台勾当台 宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１仙台パ－クビル２Ｆ                         

TKP ガーデンシティ仙台駅北          宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０１－１アパホテルＴＫＰ仙台駅北２Ｆ                   

TKP 宇都宮カンファレンスセンター            栃木県宇都宮市駅前通り１－３－１ＫＤＸ宇都宮ビルＢ１Ｆ                        

TKP ガーデンシティ宇都宮             栃木県宇都宮市東宿郷２－４－４アパホテル宇都宮駅前１０Ｆ                       

TKP 飯田橋ビジネスセンター         東京都新宿区下宮比町３－２飯田橋スクエアビル３階                           

TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター 東京都千代田区大手町１ー８ー１ＫＤＤＩ大手町ビル２２Ｆ                        

TKP ガーデンシティ PREMIUM 丸の内パシフィックセンチュリ

ープレイス 

東京都千代田区丸の内１ー１１ー１パシフィックセンチュリープ レイ ス

丸の内１３Ｆ             

TKP 田町カンファレンスセンター            東京都港区芝５－２９－１４田町日工ビル２Ｆ                              

TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター 東京都中央区八重洲１－２－１６ＴＧビル本館１Ｆ                            

TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋  東京都中央区京橋２ー２ー１京橋エドグラン２２Ｆ                            

TKP 東京駅カンファレンスセンター 東京都中央区八重洲１－８－１６新槇町ビル１１Ｆ                            

TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町 東京都千代田区神田錦町３ー２２テラススクエア３Ｆ                           

TKP 上野駅前ビジネスセンター 東京都台東区東上野３－１８－６第一吉沢ビル６Ｆ                            

TKP 築地新富町カンファレンスセンター 東京都中央区入船３－２－１０アーバンネット入船ビル２Ｆ                        

TKP 神田ビジネスセンター    東京都千代田区神田美土代町３－２神田アベビル７Ｆ                           

TKP ガーデンシティ竹橋     東京都千代田区一ツ橋１－２－２住友商事竹橋ビル２Ｆ                          

TKP 九段下神保町ビジネスセンター 東京都千代田区神田神保町３－４柳川ビル２Ｆ                              

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 東京都新宿区市谷八幡町８ＴＫＰ市ヶ谷ビル２Ｆ                             

TKP ガーデンシティ御茶ノ水     東京都千代田区神田駿河台３－１１－１三井住友海上駿河台新館３Ｆ                    

TKP ガーデンシティ PREMIUM 秋葉原 東京都千代田区外神田１－７－５フロントプレイス秋葉原２Ｆ                       

TKP 神田駅前ビジネスセンター 東京都千代田区鍛冶町２－２－１三井住友銀行神田駅前ビル                        

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象施設が休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、施設のホームページ等でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TKP 新宿西口カンファレンスセンター 東京都新宿区西新宿１－１０－１ヨドバシ新宿西口駅前ビル９Ｆ                      

味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カンファレンスセンター 東京都港区浜松町１ー２６ー１味覚糖ＵＨＡ館３Ｆ                            

TKP 新橋汐留ビジネスセンター 東京都港区新橋４－２４－８－２東洋海事ビル１Ｆ                            

TKP ガーデンシティ PREMIUM 田町         東京都港区芝浦３ー１Ｍｓｂ－Ｔａｍａｃｈｉ田町ステーション タワ ー

Ｓ４Ｆ                

TKP 品川カンファレンスセンターANNEX 東京都港区高輪３ー１３ー１ＴＡＫＡＮＡＷＡ－ＣＯＵＲＴ３Ｆ                      

TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川  東京都港区高輪４ー１１－１６京急第１１ビル５Ｆ                            

TKP 新橋カンファレンスセンター 東京都千代田区内幸町１－３－１幸ビルディング１２Ｆ                          

TKPLuz 大森カンファレンスセンター 東京都大田区大森北１ー１０－１４ＬＵＺ大森５Ｆ                            

TKP 銀座ビジネスセンター        東京都中央区銀座８ー２－８京都新聞銀座ビル３Ｆ                            

TKP 赤坂二丁目カンファレンスセンター  東京都港区赤坂２ー５ー８ヒューリックＪＰ赤坂ビル８Ｆ                         

味覚糖 UHA 館 TKP 溜池山王カンファレンスセンター 東京都港区赤坂２ー１２ー１３ＵＨＡ味覚糖赤坂ビル３Ｆ                         

TKP 品川港南口会議室 東京都港区港南２ー４ー３－三和港南ビル４Ｆ                              

TKP 品川カンファレンスセンター 東京都港区高輪３ー２５ー２３京急第２ビル９Ｆ                             

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 東京都港区港南２ー１６ー４品川グランドセントラルタワー３Ｆ                      

TKP 新宿カンファレンスセンター    東京都新宿区西新宿１ー１４ー１１Ｄａｉｗａ西新宿ビル４Ｆ                       

TKP ガーデンシティ PREMIUM 池袋 東京都豊島区南池袋１－１６－１５ダイヤゲート池袋４Ｆ                         

TKP 池袋カンファレンスセンター 東京都豊島区南池袋２ー２２ー１第三高村ビル５Ｆ                            

TKP ガーデンシティ渋谷             東京都渋谷区渋谷２－２２－３渋谷東口ビル１Ｆ                             

TKP 千葉駅東口ビジネスセンター 千葉県千葉市中央区新町１－２０江澤ビル４Ｆ                              

TKP ガーデンシティ千葉                千葉県千葉市中央区問屋町１－４５千葉ポートスクエア内                         

TKP ガーデンシティ幕張             千葉県千葉市美浜区ひび野２ー３アパホテル＆リゾート東京ベイ 幕張 ４

８Ｆ                 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 横浜ランドマークタワー 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１横浜ランドマークタ ワー ２

５Ｆ                 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 横浜西口 神奈川県横浜市西区南幸２－１９－９ＴＫＰ横浜ビル３Ｆ                         

TKP 横浜会議室                神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３０－８ＳＹビル７Ｆ                         

TKP 横浜駅西口カンファレンスセンター 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－１横浜谷川ビルディン グＡ Ｎ

ＮＥＸ－Ｂ２Ｆ            

TKP ガーデンシティ横浜            神奈川県横浜市神奈川区金港町３－１コンカード横浜２Ｆ                         

TKP ガーデンシティ PREMIUM みなとみらい 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３ＭＭパークビル５Ｆ                      

TKP ガーデンシティ PREMIUM 横浜駅新高島 神奈川県横浜市西区みなとみらい５ー１－１横浜グランゲート２Ｆ                     

TKP ホテル＆リゾート レクトーレ箱根強羅               神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３２０－７６２                              

レクトーレ湯河原   神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋５７２－１                               

レクトーレ葉山                      神奈川県三浦郡葉山町上山口１５６０－３８湘南国際村                          

TKP ガーデンシティ PREMIUM 大宮  埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３大同生命さいた ま大 宮

ビル２Ｆ               

TKP 大宮駅西口カンファレンスセンター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－８－１ベルヴュオフィス大宮５Ｆ                    

TKP 大宮ビジネスセンター      埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２６富士ソフトビル２Ｆ                         

TKP ガーデンシティ名古屋      愛知県名古屋市中区錦３－１５－３０アパホテル名古屋錦ＥＸＣ ＥＬ Ｌ

ＥＮＴ４Ｆ              



 
TKP 名古屋栄カンファレンスセンター 愛知県名古屋市中区栄３－２－３名古屋日興證券ビル７Ｆ                         

TKP 名古屋伏見ビジネスセンター     愛知県名古屋市中区錦２－８－２６宮井名古屋ビル５Ｆ                          

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名駅西口 愛知県名古屋市中村区則武１－６－３ベルヴュオフィス名古屋１Ｆ                     

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口 愛知県名古屋市中村区椿町１－１６井門名古屋ビル５Ｆ                          

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋駅前 愛知県名古屋市西区名駅１－１－１７名駅ダイヤメイテツビル３Ｆ                     

TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンター 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－４名鉄バスターミナルビル９階                     

TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター  愛知県名古屋市中村区名駅２－４１－５ＣＫ２０名駅前ビル５Ｆ                      

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋ルーセントタワー 愛知県名古屋市西区牛島町６－１名古屋ルーセントタワー１６Ｆ                      

レクトーレ熱海桃山             静岡県熱海市桃山町１１－４４                                     

レクトーレ熱海小嵐           静岡県熱海市小嵐町１５－９                                      

TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンター 大阪府大阪市北区中之島２ー２ー２大阪中之島ビルＢ１Ｆ                         

TKP ガーデンシティ大阪 OAP タワー     大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ＯＡＰタワー２４Ｆ                         

TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋   大阪府大阪市中央区南船場４－３－２御堂筋ＭＩＤビル４Ｆ                        

TKP 大阪梅田駅前ビジネスセンター   大阪府大阪市北区堂山町１７－１３梅田東宝ビル１Ｆ                           

TKP ガーデンシティ東梅田     大阪府大阪市北区曾根崎２－１１－１６梅田セントラルビル８Ｆ                      

TKP ガーデンシティ大阪リバーサイドホテル 大阪府大阪市都島区中野町５－１２－３０大阪リバーサイドホテル２Ｆ                   

TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンター         大阪府大阪市中央区淡路町３－５－１３創建御堂筋ビル６Ｆ                        

TKP 大阪本町カンファレンスセンター 大阪府大阪市中央区久太郎町３－５－１９大阪ＤＩＣビル３Ｆ                       

TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－１８郵政福祉心斎橋ビル３Ｆ                     

TKP 新大阪ビジネスセンター 大阪府大阪市淀川区西中島５－１３－９新大阪ＭＴビル１号館４Ｆ                     

TKP ガーデンシティ新大阪       大阪府大阪市淀川区宮原４－１－４ＫＤＸ新大阪ビル６Ｆ                         

TKP ガーデンシティ大阪淀屋橋    大阪府大阪市中央区今橋２－５－８トレードピア淀屋橋１０Ｆ                       

TKP ガーデンシティ心斎橋南船場 大阪府大阪市中央区南船場２－１２－２２アイピーシティホテル 大阪 ２

Ｆ                  

TKP 新大阪駅前カンファレンスセンター 大阪府大阪市東淀川区西淡路１ー３－１２新大阪ラーニングスク エア ビ

ル１Ｆ                

TKP ガーデンシティ PREMIUM 大阪駅前 大阪府大阪市北区曽根崎新地２－３－２１ａｘビル４Ｆ                          

TKP ガーデンシティ大阪梅田     大阪府大阪市福島区福島５－４－２１ＴＫＰゲートタワービル１Ｆ                     

TKP ガーデンシティ京都タワーホテル      京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町７２１－１京都タ ワー ホ

テル７Ｆ               

TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター 京都府京都市下京区立売中之町１００－１四条ＫＭビル８Ｆ                        

TKP ガーデンシティ PREMIUM 金沢駅西口 石川県金沢市広岡２－１３－３３ＪＲ金沢駅西第三ＮＫビル２Ｆ                      

TKP 金沢カンファレンスセンター 石川県金沢市上堤町１－３３アパ金沢ビル２Ｆ                              

TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅北口 広島県広島市東区二葉の里３－５－７ＧＲＡＮＯＤＥ広島３Ｆ                       

TKP ガーデンシティ広島駅前大橋  広島県広島市南区京橋町１－７アスティ広島京橋ビルディング７Ｆ                     

TKP ガーデンシティ広島      広島県広島市中区中町８－１８広島クリスタルプラザ２Ｆ                         

TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 広島県広島市南区大須賀町１３－９ベルヴュオフィス広島４Ｆ                       

TKP 広島本通駅前カンファレンスセンター 広島県広島市中区紙屋町２－２－１２信和広島ビル３Ｆ                          

TKP ガーデンシティ山口・防府     山口県防府市八王子１－２９－２０アパホテル山口防府内３Ｆ                       

TKP ガーデンシティ岡山     岡山県岡山市北区中山下１－８－４５ＮＴＴクレド岡山ビル４Ｆ                      

TKP 松山市駅前カンファレンスセンター 愛媛県松山市千舟町４ー３－７青野ビル４Ｆ                               



 
TKP カンファレンスシティ博多         福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－５博多石川ビル１Ｆ                        

TKP ガーデンシティ博多新幹線口      福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１４－福さ屋本社ビル３Ｆ                      

TKP 博多駅前シティセンター 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１日本生命博多駅前ビル８Ｆ                     

TKP ガーデンシティ博多 福岡県福岡市博多区博多駅前３－４－８サットンホテル博多シテ ィ内 ５

Ｆ                  

TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前 福岡県福岡市博多区博多駅前４－２－１ザイマックス博多駅前ビル３Ｆ                   

TKP ガーデンシティ博多駅筑紫口前 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－３サンライフホテル２・３－３ Ｆ                  

TKP 博多駅筑紫口ビジネスセンター   福岡県福岡市博多区博多駅中央街４－８ユーコウビル３Ｆ                         

TKP ガーデンシティ PREMIUM 天神スカイホール 福岡県福岡市中央区天神１－４－１西日本新聞会館１６Ｆ                         

TKP ガーデンシティ天神            福岡県福岡市中央区天神２－１４－８福岡天神センタービル８Ｆ                      

TKP 小倉駅前カンファレンスセンター        福岡県北九州市小倉北区浅野２－１４－２小倉興産１６号館８Ｆ                      

TKP 小倉シティセンター         福岡県北九州市小倉北区馬借１－３－９クエスト第二ビル５Ｆ                       

TKP ガーデンシティ ネストホテル熊本    熊本県熊本市中央区辛島町４－３９ネストホテル熊本２Ｆ                         

TKP 熊本カンファレンスセンター            熊本県熊本市中央区花畑町４－７朝日新聞第一生命ビル９Ｆ                        

TKP ガーデンシティ鹿児島中央  鹿児島県鹿児島市中央町２６－１南国アネックス３Ｆ                           

 


