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CAFE
池尻大橋駅から徒歩 30 秒。 

R246沿いにある「BPM」は、イベントス
ペース、 カフェ、ショップ、キッチン、ミー
ティングルームをワンフロアに有した空間
です。 

高い天井、開放的な窓、400Mbpsの有線
LAN、高画質のプロジェクターと130inch
のスクリーン、 3Dサウンドの音響。 素晴
らしいイベント体験のために、たくさんの
こだわりが詰まっています。  

「BPM」は、様々なイベントやエキシビ
ジョンを通して、未来をつくるムーブメン
トが生まれていく場所を目指します。
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使用事例：イベント用途

ウェビナー・トーク番組 料理教室・ライブ配信

試飲会・セミナー 商品・サービス発表会



使用事例：イベント用途

上映会 パーティ・打ち上げ

ワークショップ・研修 音楽ライブ



使用事例：撮影用途

カフェ・ラウンジ 部屋 会議室

キッチン 取材・対談



概要

項目 内容

住所
東京都世田谷区池尻２丁目３１－２４  
信田ビル２F

アクセス 東急田園都市線 池尻大橋駅 南口 出てスグ

利用可能面積 約165㎡ *会議室スペースを除く

最大利用人数 立席時：～200名  着席時：～100名

天井高 最大3m30cm

Wi-Fi/有線LAN あり（最大速度上下400Mbps程度）

トイレ 男女別トイレ（一部おむつ台付）

エレベーター あり

駐車場 なし（近辺にコインパーキングあり）

喫煙/禁煙 禁煙

最大200名収容可能！ 
レイアウトや装飾もご自由に変更可能です。

駅チカ！ 
池尻大橋駅を出て 
スグ左手

利用可能な用途
ウェビナー 
ライブ配信イベント 
ポップアップストア 
ワークショップ 
パーティ・納会 
音楽ライブ

スチール・動画撮影 
新商品発表会 
アパレル展示会 
ヨガ教室 
料理教室 
企業研修・会議



イベントの体感をつくりだす3つの機能

アイランド 
キッチン

広々としたアイランドキッチン。 
IHコンロが6口あり、調理器具や、 
80名分の食器・カトラリーをお貸
し出しします。

３Dサウンド
サウンドクリエイター瀬戸勝之氏
による、360度の立体的かつ臨場感
とパワー溢れる「３Dサウンド」を
導入しています。

高速 
インターネット
最大速度上下400Mbpsの有線LAN
と、同速度の予備回線も完備。高
画質で安定した配信を行える環境
を整えています。



項目 1時間あたり 1日あたり 備考

基本 *場所利用 38,500 385,000

■左記に含まれているもの 
・天井照明 ・3Dサウンド対応スピーカー・マイク 4・折りたたみデスク 6  
・ハイデスク 2 ・スツール 70 ・ハイチェア 15・電源・Wifi/有線LAN 

■ご利用にあたっての注意点  
準備・原状復帰を全て行っていただき、完全退出していただくようお願いします。 
ゴミは持ち帰りとなります。 
別途清掃費7,700円を頂戴します。 

■延長料金について  
利用日当日に延長が発生した場合、30分毎に38,500円を頂戴します。

カスタム

IHキッチン 5,500 55,000 冷蔵庫・調理器具込  *冷蔵庫のみ利用（2,200円/時）食器のみ利用（1,100円/時）

控室(大会議室) 5,500 55,000 12名着席可能　最大1部屋

控室(小会議室) 3,300 33,000 4~6名着席可能　最大2部屋

プロジェクター 3,300 33,000 プロジェクター：RICOH PJ WX6181N （*6700 lm *WXGA） 130inchスクリーン

ネット回線追加 - 22,000 配信利用時の予備回線として、常設の有線LANと別回線のLANを提供します。

コーヒーサーブ - 55,000~ バリスタがコーヒーの提供をします

スチール撮影 - 55,000~ イベントの内容をカメラマンが撮影し、画像を提供します。

運営スタッフ - 33,000~ 弊社スタッフ１名使用あたり

ケータリング - 2,750/人~ 20名様から承っております。 *外部の飲食物を持ち込まれる場合、別途5,000円を頂戴します。

配信サポート - 220,000~ 配信に必要なスタッフ・カメラ・PC・マイク等を手配し、配信のサポートをします。

予約のキャンセル代
利用日の59日前～30日前まで ご利用料金の50%
利用日の29日前～14日前まで ご利用料金の80%
利用日の13日前～当日まで ご利用料金の100%

IHキッチン

控室（大会議室）

ケータリング

料金

*原則、10:00~22:00の間でのご利用となります。7:00~10:00/22:00~24:00のご利用は25%割増、24:00~7:00のご利用は40%割増となります。
*カスタムの使用時間数は、会場の利用時間に準じます。



©COPYRIGHT 2015 TABI LABO ALL RIGHTS RESERVED.

TABI LABO
タイアップ

BPM開催イベント限定プラン
貴社が開催するイベントに、弊社が運営するウェブメディア 
『TABI LABO』のライターを誘致し、タイアップ記事を作成します。

認知拡大/集客 
のサポート

イベントの 
ポートフォリオに

リーズナブルに 
お試し可能

ミレニアル世代を中心 
とした、月間ユーザー 
600万人のメディアにて 
記事を掲載します

イベント終了後も 
メディア上に記事が 
残るので、事例として 
ご活用いただけます

通常料金200万円~の 
タイアップ記事制作を 
1/4の料金で作成致します

金額

55万円
通常の記事制作の場合：220万円/本~ 
*通常のTABI LABOタイアッププランと異なり、 
下記の保証がありませんのでご了承ください。 
PV数・写真/動画撮影・記事のお戻し・記事内リンク作成・公開後修正・二次利用



【掲載基準 : 以下に該当する場合は、ご出稿をお断りさせていただいております】 
1. アダルト関連商品 2. 貸金業 3. ギャンブルに関連するサービス 4. FX・先物取引等の投資性の高い商品/サービス  
2. 5. 医業、歯科医業、病院、診療所その他医療サービス 6. 葬祭サービス 7. 連鎖販売取引（ネットワークビジネス等）に関わる商品/サービス  
3. 8. 入札権購入型オークション 9. 暴力団等反社会的勢力と関連する商品/サービス 10. 法律、その他規則、行政指導などに違反する商品/サービス 11. 宗教・政治・意見広告に関わるもの

TABI LABO
とは？
TABI LABOは、「現地に行ってみないとわから 
ない」世界の選りすぐりの情報にスマートフォ 
ンで「旅するように」触れることができるライ 
フスタイル情報メディアです。

▲ユーザーデータ　▼タイアップ実績



1 
空き状況をBPM担当宛に 
お電話にて確認ください 

03-6427-8102

2 
BPMにて内見及び 
お打ち合わせ 

*イベント概要や詳細の確認を 
行わせていただきます

4 
BPM担当より 
予約確認メールを送信 

*貴意に添えない場合もあること 
ご了承くださいませ

5 
銀行振込にて 
ご入金ください 

*期限内に入金が確認できない
場合自動的にキャンセルとな
ります

6 
当日イベント実施 

3 
BPMのサイトより 
「利用申込書」を送信 

bpm-tokyo.com

お申込みのフロー



お電話 

メール 

サイト

03-6427-8102 

event@new-standard.co.jp 

https://bpm-tokyo.com

BPMの利用に関するご質問は 
こちらよりお問い合わせください。

お問い合わせ



【社名】　　　  NEW STANDARD株式会社 
【代表取締役】  久志 尚太郎 
【設立】　　　  2014年5月16日 
【資本金】　　  100,000,000円 
【住所】　　　  東京都世田谷区池尻2丁目31－24 信田ビル3F 
【事業内容】　  インターネットメディア事業, 広告制作販売, スマートフォン動画,  

      　     VRの企画制作, イベントの企画運営

運営会社


