
【東京23区内-1】 ※合同大会「託児のご案内」ページを印刷または画面提示で5％OFFいたします。 すべて税別または非課税

施設名 六本木ヒルズ アークヒルズ 東京ドームホテル

〒106-0032 〒106-0032 〒112-0004

住所 東京都　港区　六本木6-10-1 東京都　港区　六本木　1-3-41 東京都 　文京区　　後楽1-3-61

六本木ヒルズ　ウエストウォーク6F アークヒルスサイド　3F 東京　ドームホテル　７F

ＴＥＬ 03-5772-1577 03-3583-9320 03-5805-2272

基本開設時間 11:00～19:00 10:00～18:00 10:00～18:00

最大受諾時間 7:30～22:00 7:30～22:00 7:30～22:00　以外は応相談

平日（土日祝・年末年始は予約分のみ）

毎日(年末年始は年度により休業) 全館休業日あり 毎日

○地下鉄：日比谷線　 ○地下鉄：南北線 ○地下鉄：三田線　　JR：総武線

　　「六本木駅」　：徒歩5分 　　「六本木1丁目駅」：徒歩2分 　　「水道橋駅」：徒歩3分

○都営：大江戸線　 ○地下鉄：南北線・銀座線 ○地下鉄：南北線･丸の内線

　　「六本木駅」　：徒歩10分 　　「溜池山王駅」：徒歩6分 　　「後楽園駅」：徒歩5分

料金
（非課税）基本料金：1280円/30分
　　　　　　早朝夜間：360円/30分

（非課税）基本料金：1280円/30分
　　　　　　早朝夜間：360円/30分

基本料金：1,250円/30分
早朝夜間：350円/30分

対象年齢 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生)

支払い方法 現金 現金 現金・クレジットカード

施設名 銀座三越  　　※割引対象外施設 東京スクエアガーデン 有明セントラルタワー

〒104-8212 〒104-0031 〒135-0063

住所 東京都 　 中央区  　 銀座4-6-16 東京都中央区京橋３丁目１番１号 東京都江東区有明3丁目７番１８号

銀座三越 　9階 東京スクエアガーデン　3階 有明セントラルタワー2F

ＴＥＬ 03-3535-1828 03-5542-1671 03-3527-5773

基本開設時間 10:30～18:30 (時間外営業無し) 9:00～18:00 予約に応じて開設

最大受諾時間 10：30～18：30　4時間/1回 以内 7：30～22：00 8：00～22：00

予約のみ開設

毎日(休業日は百貨店休業日に準ずる) 毎日(年末年始は年度による) 年末年始休み、休館日あり

○地下鉄：東京メトロ各線「銀座」駅　直結 ○地下鉄：東京メトロ銀座線 ○ゆりかもめ

○地下鉄：東京メトロ・都営浅草線 「京橋駅」3番出口直結 　｢有明駅｣、「国際展示場正門駅」　徒歩4分

　　　「東銀座駅」：徒歩1分 ○都営：浅草線「宝町駅」 ○りんかい線

Ａ4番出口より徒歩2分 ｢国際展示場駅」徒歩5分

料金
三越・伊勢丹各種カード会員1500円
一般2000円/時間　　　※最少1時間～可

（非課税）基本料金：1280円/30分
　　　　　　早朝夜間：360円/30分

基本料金：1,250円/30分
早朝夜間：350円/30分

対象年齢 6ヶ月以上未就学児 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生)

支払い方法 現金、各種クレジットカード、商品券など可 現金 現金

開設日

最寄駅

開設日

最寄駅



【東京23区内-2】

施設名 丸の内　東京ビル 永田町　　※割引対象外施設 丸の内永楽ビル

〒100-6403 〒100-8982 〒100-0005

住所 東京都　千代田区　丸の内2-7-3 東京都千代田区永田町2-1-2 東京都千代田区丸の内1-4-1

（非課税）基本料金：1280円/30分
　　　　　　早朝夜間：360円/30分+E20:G21

衆議院第二議員会館B3F 丸の内永楽ビル2Ｆ

ＴＥＬ 03-5809-6601 03-6206-1155 03-6273-4320

基本開設時間 7:30～20:30 8:00～21:00 7：30～20：30

最大受諾時間 7:30～22:00 8:00～21:00 7：30～22：00

開設日 日・祝休み、年末年始休み 日・祝休み、年末年始休み 日・祝・年末年始休み

○JR「東京駅」：徒歩3分、「有楽町駅」：徒歩5分 ○地下鉄：丸ノ内・千代田線「国会議事堂前駅」：徒歩3分 ○ＪＲ「東京駅」：徒歩５分

○地下鉄丸の内線「東京駅」：徒歩3分 ○地下鉄：南北・銀座線「溜池山王駅」：徒歩5分 ○地下鉄丸の内線「東京駅」：徒歩5分

○地下鉄有楽町線「有楽町駅」:徒歩5分 ○地下鉄：半蔵門・南北・有楽町線 ○地下鉄東西・半蔵門・千代田・三田線

○地下鉄千代田線「二重橋駅」：徒歩5分 　　　「永田町駅」：徒歩5分 　「大手町駅」　B1出口直結：徒歩3分

料金
（非課税）基本料金：1280円/30分
　　　　　　早朝夜間：360円/30分

1,030円/30分　　　　※最少1ｈ～可
　（非課税）　　　　　 ※2時間以上のご利用で30分
無料

（非課税）基本料金：1280円/30分
　　　　　　早朝夜間：360円/30分

対象年齢 3ヶ月～12歳（3ヶ月未満は要相談） 6か月以上～応相談 3ヶ月～12歳（3ヶ月未満は要相談）

支払い方法 現金、カード（VISA・Masterのみ） 現金 現金

【神奈川・埼玉】

施設名 横浜ベイホテル東急 さいたまスーパーアリーナ　※割引対象外施設

〒220-8543 〒330-0081

住所 横浜市西区みなとみらい2-3-7 さいたま市　中央区　新都心　8番地

横浜ベイホテル東急　6F さいたまスーパーアリーナ内

ＴＥＬ 045-640-6008 048-600-3039

基本開設時間 10:00～18:0０ 予約に応じて開設

最大受諾時間 7:30～22:00　以外は応相談 7:30～22:00　以外は応相談

開設日 毎日 予約のみ開設

○みなとみらい線 ○ＪＲ：高崎線、京浜東北線、宇都宮線

　　「みなとみらい駅」：徒歩3分。 　　「さいたま新都心駅」：徒歩3分

○JR横浜線 ○ＪＲ：埼京線

　　「桜木町駅」：徒歩11分 　　「北与野駅」：徒歩8分

料金
基本料金：1,250円/30分
早朝夜間：350円/30分

基本料金：900円/30分
早朝夜間：250円/30分
  　　深夜：500円(22:00～/～7:00) /30分

対象年齢 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生)

支払い方法 現金・部屋付け・宴会付け 現金

最寄駅

最寄駅



【近畿・福岡】

施設名 京都ホテルオークラ店 帝国ホテル大阪 ハービスOSAKA

〒604-8558 〒530-0042 〒530-0001

住所 京都市　中京区　　河原町　御池 大阪市　北区　天満橋　1丁目8-50 大阪市　北区　梅田2-5-25

京都ホテルオークラ店　6F 帝国ホテル大阪　７F ハービスPLAZA　５F

ＴＥＬ 075-212-2080 06‐6357‐7711 06-6343-7530

基本開設時間 10:00～17:00 10:00～17:30 (土日祝は事前予約でご利用可能） 11:00～19:00

最大受諾時間 応相談 応相談 7:00～22:30　　以外は応相談

平日（土日祝予約分のみ） 毎日（年末年始除く） 毎日（年末年始除く）

1/1全館休業日

地下鉄東西線 ＪＲ：環状線 ○JR：　「阪神　梅田駅」徒歩：5分

[京都市役所前駅」：徒歩3分 「桜ノ宮駅」：徒歩10分 　「北新地駅」徒歩：5分　「大阪駅」徒歩10分

　「阪急　　梅田駅】徒歩：15分

または、大阪駅よりタクシー10分程度 ○地下鉄：四ツ橋線「西梅田駅」徒歩：5分

または、大阪駅桜橋口よりバス利用 御堂筋線「梅田駅」谷町線「東梅田駅」徒歩：10分

料金
基本料金：1,250円/30分
早朝夜間：350円/30分

基本料金：1,250円/30分
早朝夜間：350円/30分

基本料金：1,250円/30分
早朝夜間：350円/30分

対象年齢 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生)

支払い方法 現金 現金 現金

施設名 中之島フェスティバルタワー ＪＲ長岡京　　※割引対象外施設 福岡天神南

〒617-0833 〒810-0004

住所 大阪市北区中之島二丁目3番18号 京都府　長岡京市　神足2-3-1 福岡市　中央区　渡辺通2-1-82

中之島フェスティバルタワー2階 バンビオ一番館　５Ｆ 電気ビル北館２Ｆ

ＴＥＬ 06-4708-8115 075-963-5514 092-739-6900

基本開設時間 9：30～17：30 7：30-18：30（土日祝を除く） 9:00～18:00

最大受諾時間 8：00～22：00 7:30～22:00 21：00ビル閉館のため21：00まで

月～金 毎日（GW　・年末年始・お盆を除く） 月～金（年末年始除く）

（土日祝日は予約のみ） 土日開設（祝日は予約のみ） （土日祝日は予約のみ）

○地下鉄：四ツ橋線「肥後橋」徒歩5分 ＪＲ「長岡京駅」：徒歩2分 ○地下鉄：七隅線「渡辺通駅」:徒歩3分

○京阪：中之島線「渡辺橋」徒歩5分 阪急　　「長岡　天神駅」：徒歩12分 ○西鉄：「福岡天神駅」：徒歩10分

○西鉄：「薬院駅」：徒歩5分

料金
（非課税）基本料金：1,280円/30分
　　　　　　早朝夜間割増料金：360円/30分
　　　　　　　（7-9時・18-22時）

(非課税) 0～2歳：基本料金、220円/10分
　　　　　 　　 ※割増料金、73円/10分
            3歳以上：基本料金、173円/10分
　　　　　　　　※割増料金、52円/10分

（非課税）基本料金：1250円/30分
　　　　　　早朝夜間：350円/30分

対象年齢 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生) 0歳3ヵ月～12歳(小学校6年生)

支払い方法 現金 現金 現金

開設日

最寄駅

開設日

最寄駅


