集まるサービス

京都リサーチパーク

ご入居者さま向けサービスメニュー

タイトル

詳細

サービス名

料金等（税込）

問合せ先

●好印象を与える基本マナー 5,280円／人
社員研修

人材育成

交流に関するサービス
サービス名

詳細

料金等（税込）

イノベーション

スポット

「たまり場」

無料

に交流することの出来るイベントスペースです。イノベーショ
※ご入居者さま以外の利用も可能です。

【たまり場】
https://www.krp.co.jp/tamari-ba/
【イベント情報】
https://www.krp.co.jp/tamari-ba/events/

サービスリロクラブ

「福利厚生倶楽部」

会場使用料は無料です。

フィットネスクラブ

075-315-8491

コ・ス・パ

参加者としてイベントに参加すること

京都リサーチパーク

が可能です。有料／無料、募集申込方

KRP地区限定プラン

法はイベントにより異なりますので、
詳細は各イベントの主催者にご確認

タイトル

詳細

料金等（税込）

普通救命講習

（AED）

な手当てを学んでいただく講習会を実施
しています。主に、心肺蘇生法、AEDの

優待料金

「エスペリアホテル

075-322-0370

使用法、気道異物の除去法、止血法など、

集団健康診断

康診断の一つである定期健康診断を地
区内で受診いただけます。インフルエン

…10,450円／人

ザ予防接種も実施しています。

機密文書処理

お客さまサービス部
075-315-9333

不用品・

廃棄物処理

※2020年度の場合

求められ変えていく必要があります。オ
フィス構築に関わる全ての部分でお手伝

無料
有料

レイアウト
サポート

オフィスデザイン・
診断・設計

現状の環境をリサーチし、
「働き方改革」
などのキーワードを基に、空間デザイン
とICTデザインを融合させた「働く場」の

無料
有料

ご相談は無料

(株)上田屋

ご契約時は有料(実費)

075-256-3900

ご相談は無料
ご契約時は有料(実費)

設計を行います。
リクルート強化や組織変更、働き方改革
に伴うオフィス環境の改善を設計段階か
らお手伝いします。
集まるサービス：KRP地区の集積を活かし、
サービスとしてご入居者さま特別料金にてご提供しております。

コ・ス・パ京都リサーチ

7,568円／月 全営業時間ご利用可

パーク

●KRP特別会員＋（プラス）
9,218円／月 全営業時間ご利用可に、

075-315-9155

いします。ご予約の際、
「KRP内企業・団
体さま優待料金」とお伝えいただくと、特

有料

別プラン料金が適用されます。

をお願いします。ご予 約の際、
「 京都リ

有料

だくと、特別プラン料金が適用されます。

ます。ご予約の際、クーポンコードに
「krp-discount」とご入力頂くと、特別

料金は右記にお問合せください。

京都東急ホテル

満室等でご予約いただけない場合が

予約係

ございます。予めご了承ください。

075-341-2411

料金は右記にお問合せください。

エスペリアホテル

満室等でご予約いただけない場合が

京都 予約係

ございます。予めご了承ください。

075-841-7777

料金は右記にお問合せください。
有料

プラン料金が適用されます。

満室等でご予約いただけない場合が
ございます。予めご了承ください。
http://kaganhotel.com

河岸ホテル
担当者直通
080-4022-0792

（株）ウチダビジネス

けで、専門業者が回収致します。月額費
は不要ですので必用な時だけ利用できる

有料

PRサポート

不用品おすそわけ

無料

075-341-4111

ご契約時は有料(実費)

ひろげるチーム
担当:中畑

https://www.krp.co.jp/otagai/

を地区内の方におすそわけしませんか?

（有）エヌズトランス
075-692-2585

お客さまサービス部
075-315-9333

KRPの

PRサービス

● WEBページ

新サービス等のリリース情報、
イベント情
報など、KRPで活躍中の皆さまの情報発
信のお手伝いをします。まずは、ご相談く

無料

https://www.krp.co.jp/

ブランド企画部
News Mail」 075-315-8476
● 館内インフォメーションディスプレイ
● メールマガジン「KRP

※内容によっては、掲載媒体をご相談させていた
だくことがあります。

京都支店

ご相談は無料

880円／箱

KRP地区内限定のフリーマーケット。
不要になったオフィス家具やオフィス用品

ださい。

ソリューションズ

株式会社ウエダ本社

サイズ：44.5×31.5×30cm

【掲載媒体例】

075-213-2113

無料
有料

健康維持や体力アップにご活用ください。

（株）オージースポーツ

お手軽なサービスです。

「お互いさまネット」

いさせていただきます。
オフィス

「CSR-BOX」

サイト

働き方は時代と共に変化を続けます。働
く側もハード面・ソフト面からの変化を

06-6346-5305

専用BOXに処分したいものを入れるだ

…7,169円／人
●定期健康診断＋成人病検診

●KRP特別会員

のお得なプランをご用意しております。 有料

直接、河岸ホテル様にご予約をお願いし

特別プラン

●定期健康診断…6,820円／人

（株）
リロクラブ

2〜999名規模…935円

5,898円／月 平日17：00〜23：30

「アーティストと

●協会けんぽ生活習慣病予防検診

有料

●月会費（1会員あたり）
1,000名以上規模…880円

KRP地区ご入居者さま対象に個人向け

サーチパーク特別プラン」とお伝えいた

河岸ホテル」

集団健康診断を実施しています。法定健

た育児や介護支援など多彩なメニューを

京都」特別プラン

交流できる複合施設

年3回、KRP地区内にて専門機関による

有料

直接、エスペリアホテル京都様にご予約

問合せ先

実践も踏まえて指導いただきます。

安心安全・健康

ジャー施設、各種チケットを始め、充実し

直接、京都東急ホテル様にご予約をお願

営業技術部
無料

●入会金無料（1法人あたり）

た だけ ま す 。全 国 各 地 の 保 養 所 やレ

タオルセット・レンタルシューズつき

エーション

年1回、KRP地区内にて下京消防署ご協
力のもと、生命を救うために最低限必要

075-315-9333

●メンタルヘルスマネジメント 3,300 円／人

レクリ

詳しくは
「集まるサービス」
のホームページをご覧ください。https://www.krp.co.jp/atsumaru/

サービス名

お客さまサービス部

●情報セキュリティの基礎知識 3,300円／人

●KRP特別アフター5プラン

デザイン部

「京都東急ホテル」
▶▶▶

があります。
1名様から受講いただけます。

イノベーション

下さい。

集まるサービス

●「コンプライアンス」を理解する 4,400円／人
有料

取り揃えております。

【イベント参加】
無料
有料

で150以上の実践に役立つ多彩な講座

低価格で「福利厚生倶楽部」にご加入い
アウトソーシング

イベントを開催することが可能です。
※イベントの広報・告知・集客は主催者にて
お願い致します。
※ご利用に際しては右記までお問合せ下さい。

ンを促進する企画の持込や参加を歓迎いたします！

社員教育からスキルアップ、資格取得ま

※11名様以上は割引あり

主催者としてイベントの企画を持込み、
ど様々な方々が自らのアイデアや情熱を発信し、カジュアル

コース）

問合せ先

【イベント企画持込】
ご入居者さま、スタートアップ、学生、研究者、クリエイターな

（eラーニング

KRP地区内の交流を目的とした趣味や
サークル活動
サポート

勉強会については、KRP認定サークルと
して、活動場所の提供、PR協力、活動費
補助等の活動サポートをさせていただき

● 各サークルの活動状況

無料

https://www.krp.co.jp/
atsumaru/circle/

お客さまサービス部
075-315-9333

ます。
まずはご相談ください。
〈免責事項〉上記サービスのご利用に関連して生じた事項については、
各提供企業にお問合せ下さい。
京都リサーチパーク株式会社は、
サークル活動サポート・おたがいさまネット・PRサポート以外のサービスのご利用に関して生じた事項及びご利用期間中のサービス内容の変更または中止について一切責任を負いませんのでご了承下さい。

施設に関するサービス
サービス名

手続きに必要な書式はこちらからダウンロードいただけます。

詳細

料金等（税込）

問合せ先

(総合受付)

内を致します。
（企業名等の公開許可をいただいてい
るご入居者さまについてのみ、ご案内をさせていただ

詳細

料金等（税込）

セキュリティカードの追加発行を希望される場合はお

1号館1階総合受付にて、お部屋位置や会議室のご案
来館者対応

サービス名

総合受付

無料

075-322-7800

きます。
）

セキュリティカード

申し出ください。なお、紛失された場合はカードを無効

発行・紛失

処理致しますので速やかにご連絡ください。

セキュリティカード

ご契約のセキュリティカードやご契約エリアの扉につ

▶▶ https://www.krp.co.jp/download/

費用はご入居の建物、
発行枚数により
有料

必要書類ダウンロード▶▶賃室付帯設備等使用申込書

異なります。
詳しくは館内規則をご覧ください。

問合せ先

お客さまサービス部
075-315-9333

平日 9:00〜17:30（12:00〜13:00を除く）

会議室料

ご入居者さま割引

利用履歴の発行

1号館・4号館貸会議室を割引料金にてご利用いただ
けます。施設についてはこちらをご覧ください。

有料

会場費 ： 定価の20％割引

https://www.krp.co.jp/kaigi/

サービス

ケータリング（ドリンクのみ、パーティー・

ドリンクのサービス料を無料とさせていただきます。 有料

お弁当を除く）のサービス料が無料。飲食

※PATIO以外への発注はご遠慮ください。

お客さまサービス部
075-315-9333

075-322-7888
鍵の追加作成に対応致します。

レストランPATIOに直接ご発注いただくことで

1カードにつき2,200円もしくは
1扉につき2,200円

コンベンション部

鍵作成・追加発行・
会議室ケータリング

いての利用履歴を発行いたします。

1ヵ月分のデータ作成
有料

PATIO

紛失

075-326-6006

鍵を紛失された場合、実費をご負担いただきます。
必要書類ダウンロード▶▶賃室付帯設備等使用申込書

費用はご入居の建物、
発行本数により
有料

異なります。
右記にお問い合わせ下さい。

※鍵の無断複製は禁止です。

代はレストランPATIOへお支払いください。 コンベンション部
075-322-7888

お客さまサービス部
075-315-9333

● 構内配線工事費用

1回線につき一律 5,500円
データセンター
サービス

空調・電源・セキュリティを有した耐震構造のビルにあ
るデータセンター内に、お客さまのサーバ、ルータ等の

有料

設備を設置いただけます。

月額 : 132,000円／ラック

お客さまサービス部

※KRPご入居者さま価格です。

075-315-9333

KRP交換機利用
の電話回線

※NTT等の通信事業者
直通電話回線（ADSL,
ISDNを含む)は、直接

東管理センター
施錠、空調の

スケジュール管理

管理センターにご連絡いただければ対応致します。
ただし、一部対応できない建物もございます。

075-322-6833

無料

通信事業者様にお申込

※施設設置負担金不要

KRP交換機をご利用いただくことにより、複数の部屋

● 月額基本料金

間等で内線無料通話が可能となり、複数の回線をご利
用の場合には、複数同時発着信、ピックアップ、転送、
着信順位設定等の電話サービスがご利用になれます。

1,980円／回線（外線発信可の場合）
有料

必要書類ダウンロード▶▶賃室付帯設備等使用申込書

室内照明器具管球
交換

管球の種類により異なります。

ご入居者さまにて取付けされた照明器具の管球につ

有料

いては管理センターにご相談ください。

（取替え工賃・廃棄する蛍光灯の処分費を
含む）

075-322-6833
西管理センター
075-315-8866

概ねNTTコミュニケーションズ
｢プラチナ・ライン｣相当
（2019年8月現在）

構内LAN配線

（メタル／光）

※NTTのフレッツ等の
通信事業者直通の光
ファイバーは、
直接通信
事 業 者 様にお申込み
下さい。

● メタルケーブルの場合

KRP構内の複数の部屋間や、データセンターのラック、

配線工事費は数万円〜十数万円／本程

KRP構内のISP等との接続のため構内LANが必要な

度です。距離の制約により別途費用が必

場合、ご入居者さまのお申し出により構内LAN配線工
事を行わせていただきます。
（ビル間の区間等は、KRP既設配線をご利用頂くこと

要になる場合もあります。
有料

時間貸駐車場割引

● 販売場所

: ASTEM棟4階 KRP（株）お客さまサービス部

● 販売時間 : 平日 9：00〜17：30
（12：00〜13：00を除く）

必要書類ダウンロード▶▶時間貸駐車券申込書

【取扱い券種】
サービス券
（300円券、
600円券）
プリペイド券
（5,000円、
10,000円）

お客さまサービス部
075-315-9333

ご入居者さま発注
工事（内装・ビル付
帯設備改装／改造
工事）代行

駐車場定期券

利用履歴の発行

車庫証明発行

ご契約の駐車場定期券の利用履歴を
発行いたします。

「保管場所使用承諾証明書発行申込書」にて
お申込みください。

有料

有料

１ヵ月分のデータ作成

お客さまサービス部

１車両につき2,200円

075-315-9333

１通あたり5,500円

お客さまサービス部
075-315-9333

ご入居者さま発注工
事における消防設備

の法的対応に関する
コンサルティング

お引き受けできない場合もございます。

075-322-0370

線区間利用料）が必要となります。
月額利用料は無料です。

内装・ビル付帯設備改装/改造工事等をお請けいたし
ます。なお、特殊設備や機器の据付、
性能試験等、
一部

営業技術部

／本程度となり、別途配線占有料（既設配

います）

駐車券：定価の20％割引
有料

● 光ファイバーの場合

配線工事費は一般に十数万円〜数十万円

になりますので、工事をKRPにご発注頂く必要がござ
必要書類ダウンロード▶▶賃室付帯設備等使用申込書

事前に駐車券をご購入ください。

075-315-9333

● 月額通話料金

075-315-8866

ご入居者さまからのお申し出により、交換致します。

1,617円／回線
（内線専用の場合）

お客さまサービス部

880円／ボイスワープ1回線（転送サービス）

み下さい。

西管理センター

東管理センター

770円／外線1番号

有料

室内の改装工事により、消防設備（スプリンクラー、排

煙、煙感知器等）の変更が必要な場合がありますので、 無料
有料
事前にご相談ください。

都度、
お見積させていただきます。

営業技術部
075-322-0370

コンサルティングは無料

営業技術部

工事費は都度、
お見積させていただきます。

075-322-0370

KRPへご入居の50人未満の企業様はKRPへ防火・防
社名等が変更になった場合、建物内部、部屋前等に
社名表示変更

設置されている社名表示を変更致します。
必要書類ダウンロード▶▶賃室付帯設備等使用申込書

有料

都度、
お見積させていただきます。

お客さまサービス部
075-315-9333

防火管理者代行・
消防計画相談

災管理業務を委任していただくことが可能です。
お申込み▶▶｢防火・防災管理委任状｣をご提出ください。 無料
また、ご希望のご入居者さまには消防計画作成のご相

営業技術部
075-322-0370

談をお受けします。

2020.03

