
グループインタビュールーム赤坂のご紹介

2017年9月



グループインタビュールーム赤坂のご紹介
2015年6月 赤坂見附駅徒歩2分・ 赤坂駅徒歩5分の場所に
グループインタビュールームです

所在地

〒107-0052 東京都港区赤坂3-8-8 赤坂フローラルプラザビル3階

TEL 03-4405-8001 FAX 03-4405-8011

銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 10番出口 2分 半蔵門線・有楽町線 永田町駅 8番出口 4分

千代田線 赤坂駅 1番出口 4分 南北線 溜池山王駅 7番出口 7分

運営会社

TGIマーケティング株式会社

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル（東急プラザ赤坂）8階

URL http://www.tgi-m.com Email info@tgi-m.com

ビル外観

入口

http://www.tgi-m.com/
mailto:info@tgi-m.com


グループインタビュールーム赤坂の特徴
”ホテルのような快適さと機能性”を追求したインタビュールーム”です。
都内最大級のゆとりのビューイングルーム＆レイアウト自在のインタビュールーム

自由なレイアウトとゆとりが生み出す豊かな空間

インタビュールーム

落ち着いたインテリアで広々としたインタビュールームには、特注のテーブル
をご用意。円卓形式のみならず、対面形式、コの字形式、スクール形式など、
多彩なレイアウトからインタビュー内容にフィットしたものをお選びください。

55インチ大型モニタや商品陳列棚、ホワイトボードも常備し、自由にお使い
いただけます。

ビューイングルーム

最大18名が着座可能な、ゆとりの広さを誇るビューイングルームは「バック
ルームは狭い」という概念を覆しました。

VIP席もご用意し、ゆったりとくつろぎながら、集中してインタビューを
モニタリングいただけます。

もちろん、同時通訳ブースも余裕の広さです。

ミーティングルーム

ミーティングルームは最大10名収容可能。47インチ大型モニタ2台、ガラス
ホワイトボード2台、複合機、多目的PCデスクを配し、機能性を重視しました。

インタビュー状況のモニタリングやディスカッションなど、様々な用途に自由に
お使いください。

最新鋭の設備

音楽スタジオに通ずる設計思想で、高い静粛性を保ちながら、小さな音声も逃さない音声拡声器
と高性能集音マイクを採用しました。

高性能IPカメラを4台採用。無償貸出のiPadで簡単に操作可能です。

インタビュールームとビューイングルームには調光式LED照明を採用。
照明を無段階で調整可能です。

すべての部屋からインターネット接続が可能です。

オンライン配信でオフィスからでもモニター可能
インターネット経由で、クライアントオフィスや海外拠点からもモニタリング可能です（予定）

6路線4駅利用可能

赤坂見附・永田町・赤坂・溜池山王から徒歩圏内。
お客様や対象者様も交通至便で、ご利用しやすい環境が整っています。



インタビュールームの特徴
レイアウト自由な広々空間で、リラックスしてインタビューを実施

落ち着いた広々としたスペース

落ち着いたインテリアとゆったりとしたスペースで
リラックス。組換え可能な可動式のテーブルでレイアウト
も自在。大型モニタやホワイトボード、商品陳列棚など、
充実の設備。

業界初！自由にレイアウト可能な可動式テーブル

オリジナル台形テーブルの採用により、インタビューや会議
の目的に応じて自由にレイアウトができます。

円卓形式（8名） 対面形式（8名）

スクール形式 コの字形式（7名）
（講師1名＋聴講者2名×3列の7名
または 講師1名＋聴講者3名×3列の10名）

ご利用いただくお客様の多様なニーズにお応えします。

最新の施設でグループインタビューや
エグゼクティブ会議をサポート

さまざまな最新設備で、グループインタビューや
エグゼクティブミーティングの成功を支援いたします

調光式照明は “白熱色” ”蛍光色” 無段階調整可能

白熱色

充実の設備

商品陳列棚 55インチ大型モニタ

高性能カメラはiPadで簡単操作

4台のIPカメラは、36倍光学ズーム、
水平回転350°、垂直回転-30°‐90°

のパン、チルト機構搭載

iPadの専用アプリで
どの部屋からも操作可能

高い静粛性と集音性

ディフューザー
（音声拡散器）

防音ドアには録音スタジオや
放送局で使用される

グレモンハンドル錠を装備

その他、ホワイトボードや書記用デスクなど、グループ
インタビューや会議に必要な充実の設備が整っております。

蛍光色



ビューイングルームの特徴
ゆったりとした快適なお部屋でインタビューをモニタリング

都内最大級のゆったりとしたスペース

広さにこだわったビューイングルーム。

インタビュールームを間近にチェックできる「カウンター席」（7席、うち１席は同時通訳と兼用）

ゆったりソファーに座ってチェックできる「VIP席」（5席）

予備用の「メモ台付きのスタッカーチェア」（6席）

最大18名まで席をご用意しておりますが、それでもまだ余裕のある、ゆとりのスペースです。インタビューを
モニタリング中に後ろに人が通過しても支障がありません。

落ち着いてモニタリングできるVIPソファー席

ビューイングルーム内に贅沢なVIPソファー席をご用意。

ソファーに座ったままインタビュールームを観察できるよう、
段差で高さを確保しています。

天井スピーカーで室内全員が内容を把握

天井スピーカー ボリュームコントローラ
ビューイングルーム、インタビュールーム、ミーティング
ルームの各部屋に内線電話をご用意。連絡も容易に行えます。

隔離可能な同時通訳ブース

カフスイッチの採用で
直観的に通訳音声を

キャッチ

カーテンで
間仕切り可能

機能性が高く、シンプルなモニタリング環境

ラグジュアリーでありながら、モニタリングに集中
できるよう、機能性の高い充実の装備をご用意。

手元で音量調整・
音声切り替え可能

7席のカウンター

モニタリングに集中できるカウンター席



ミーティングルームの特徴
最新設備を完備した、広々とした空間で充実の時間を

窓からの採光で明るい落ち着いた部屋

ミーティングルームは窓を設け、白を基調としたさわやかで落ち着いた空間です。
大型47インチモニターディスプレイ2台とホワイトボード2面を装備し、8名（最大10名まで）のご利用が可能です。

2台の大型47インチモニタと
2面ガラスホワイトボード

インタビュールームの様子を4部夏画面でご覧いただけます。
さらに、モニタの左右にはガラスホワイトボードを排しま
した。

4分割モニタ＋
固定モニタとして利用

4分割モニタ＋
PCモニタとして利用

AVラック

AVラックに設置したセレクターで、TVモニターに映し出さ
れるカメラ画像・音声の切替（通常音声&同時通訳音声）を
簡単に行うことができます。インタビュー画像はブルー
レイディスクで、4台のカメラ画像、およびスイッチによる
切替画像の5種類を同時に録画することができます。

モニター画面
音声セレクター

ブルーレイ録音
音声セレクター

理想的なミーティング環境

モニタリング用AV機器もシンプルにまとめられ、かつ、会議をサポートする大型モニター、ホワイトボード、
複合機 および 各種アメニティなど、成果を出すための会議に集中できる環境をご用意しました。

インタビュールームのカメラをiPadで簡単操作

iPadの専用アプリで
どの部屋からも操作可能

カラー複合機と多目的PCデスク

4分割モニタ＋
固定モニタとして利用

充実のミーティングサポートグッズ

ポット、電子レンジ、食器、
Nespressoマシンなどをご用意



フロアレイアウトと収容人数
インタビュールーム・ビューイングルーム・ミーティングルームのすべてをお部屋を
御社専用でご利用いただけるよう、安心とくつろぎの空間をご用意しています

エントランス

参加者様の導線

案内設置

VIPエリア
（ソファー席）

同時通訳ブース

ミーティングルーム（23.26㎡）
最大10名までご利用可能

ビューイングルーム（31.43㎡）
VIP席（5席）・カウンター（7席）・予備椅子（6席）で
最大18名までご利用可能

インタビュールーム（35.71㎡）
レイアウト自由な広々空間

エントランス
明るい空間で参加者様をお出迎え



ご利用料金（2015年7月時点 税別）

快適な空間を、リーズナブルに。
下記の料金にすべての部屋の利用料・無料サービスが含まれています

ご利用料金（消費税別）

下記の料金にすべての部屋の利用料・無料サービスが含まれています。

付帯サービス

各種オプションサービスをご用意しております。詳細は次ページをご覧ください。

予約内容の変更

ご予約内容を一度キャンセルのうえ、再度お申込みをお願いいたします。

キャンセル料

お客様のご都合でご予約をキャンセルされる場合、下記に定めるキャンセル料が発生いたします。

キャンセル料規定：

確定予約～15日前 利用料金 ３０％

14日～8日前 利用料金 ５０％

7日前～当日 利用料金 全額

受付サービスキャンセル料：

ご利用日の7日前～前日： 受付サービスご利用料金の50%

ご利用日の当日 ： 受付サービスご利用料金の100%

平日 土日祝

45,000 48,000 56,000

88,000

99,000

139,000

9:30-12:30 13:30-17:00 18:00-21:30

午前 午後 夜間

50,000 53,000 58,000

98,000

106,000

151,000

9:30-12:30 13:30-17:00 18:00-21:30

午前 午後 夜間

2コマ以上連続でご利用の場合は、コマとコマの間の時間もご利用いただけます
例：午前＋午後⇒ 9:30-17:00、午後＋夜間⇒13:30-21:30

前後延長は30分ごとに 平日 10,000円 土日祝 12,000円でご利用いただけます（15分以上で課金）
但し、前後のご予約の関係で延長をお受けできない場合もございますので、ご予約時にご相談ください。



付帯サービス ご利用料金（2017年4月時点 税別）

さまざまな無料・有料サービスをご用意しております

品名 内容 料金(税抜) 利用申込

荷
物

荷物預かり（常温） ご利用日の１週間前からお預かり （平日10:00~18:00） ― 予約時

荷物預かり（冷蔵・冷凍） ご利用日の１週間前からお預かり （平日10:00~18:00） ￥3,000/日 予約時

荷物の送付手配 インタビュールームからの着払いでのお荷物の送付 ― 当日可

飲
食

ドリンク（基本） 280mlPETを16本ご提供 ― 不要

ドリンク（追加） 280mlPET、17本目から有料 ￥100/本 当日可

Nespressoカプセル Nespressoマシーンで使用するカプセル（カップ貸出あり） ￥250/個 当日可

ケータリング ご希望の種類・ご注文個数をお申し付け下さい
ご注文の金額

の10％
前日まで

設
備

文房具 ボールペン（3色）やセロテープなど各種文房具 ― 当日可

食器貸出 お皿、カップ、ナイフなど食器類 ― 当日可

電化製品
電子レンジ・ポット・冷蔵庫・Nespressoマシーン
（ミーティングＲ）

― 不要

iPad(IPカメラ用) ＩＰカメラを操作するためのiPadを貸出 ― 当日可

プリンター用PC ・USBメモリ プリントをする設定されたPC/USBメモリの貸出 ― 当日可

外部配信システム FOCUS VISIONの用意がございます ￥22,000/コマ 2週間前まで

大型モニタ
55インチ（インタビューＲ）
47インチ（ミーティングＲ）

― 不要

商品陳列棚 W1200mm x D450mm x H1800mm 2台(インタビューＲ) ― 不要

ホワイトボード
W1200mm x H900mm（可動式）1台（インタビューＲ）
W1200mm x H900mm 2面（ミーティングＲ）

― 不要

有線・無線ＬＡＮ すべての部屋でインターネット環境を利用可能 ― 不要

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス

案内板 ビル１Ｆに設置する案内板 ― 予約時

おしぼり 人数分のおしぼりをご提供 ― 不要

ネームプレート 卓上タイプと胸に着けるタイプを貸出 ― 当日可

受付サービス

• 受付業務（対象者の名前等の確認）
• 対象者の席への案内及びお茶出し
• 対象者の名札作成、席へのセット
• コピー・プリントアウト補助（別途料金）
• 参加者の電話での道案内

￥6,000/コマ
※延長30分に
付き¥1,600

1週間前

受付＋操作アシスタントサービス

• カメラ操作サポート
• 同時通訳機器操作サポート
• オーディオ機器操作サポート
• モデレーターへの伝達サポート
• ブルーレイ録画サポート
＋ 受付サービスの内容をすべて含む

￥15,000/コマ
※延長30分に
付き¥4,000

1週間前

同時通訳ブース 同時通訳に必要な機材を1名分お貸出し ￥8,000/コマ 当日可

コピー・プリント・記録メディア
• A4 白黒/カラー コピー・プリントアウト
• ブルーレイディスク

￥20/￥50 /枚
￥250/枚

当日可



TGIマーケティング株式会社

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル（東急プラザ赤坂）8階

URL http://www.tgi-m.com Email info@tgi-m.com
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