﹁ オ ン ラ イ ン ﹂﹁ ワ ー ク プ レ イ ス ﹂ 新 し い 魅 力 へ

塗りかえる

オ“ンライン会議の先にある︑
自分らしいコミュニティの発見
”

『MEETING SPACE AP 東新宿 内覧会』 GRAND OPENING EVENT
2021

10/14( 木 )-15( 金 )

10:00-18:00 東新宿駅徒歩 3 分

大切な誰かとのコミュニケーションは「オンライン？リアル？ハイブリッド？」
「自分が働く場所」「コミュニケーションの方法」今の価値感はまた来年変わっているかもしれません。
でも日々変化する今の状況だからこそきっと「自分らしい新たな魅力」という「色」を探して「塗りかえる」タイミング。
「快適なオンライン会議室」「バーチャル空間」「滞在型のホテル」
「新たなワークプレイス」をキーワードに皆様のビジネスのヒントにつながる体験会を開催いたします。

GRAND OPENING EVENT

あれもこれも
よくばりな内覧会

東急グループ「ミーティングスペース AP」

MEETING SPACE AP 東新宿 内覧会
2021

10/14( 木 )-15( 金 )

10:00-18:00 東新宿駅徒歩

ご参加無料

事前お申し込み

3分

“新しいミーティングスペースとホテルが一緒に見学できる” 2 日間
最新の “オンライン会議” を体験
ハイブリッド開催に最適

ミーティングスペース AP 東新宿

ハイブリッドミーティング
配信用機材が常設の会議室



長期滞在もできるホテル見学ツアー

バーベキューも楽しめる

大解放のテラス

12F テラス 地上 40m の広大なプライベート空間を体験



ワークプレイス

自分の部屋のように過ごせる

宿泊型研修・長期滞在にも最適

最新オンライン配信デモンストレーション
ハイブリッド開催のために設計された音響・映像機材を体験



トレンドを探るプレミアムウェビナー開催 （10/15 のみ）

光畑 真樹

（株）
グローバルプロデュース
代表取締役社長

木村 亮人

（株）
博展

ガーデンスイート

12F

新しい “滞在型ホテル” を見学

東急ステイ 新宿イーストサイド

エクスペリエンスマーケティング事業ユニット#1
プロデュース部 アカウントスーパーバイザー

開放的な暖炉付きテラス

キッチン・ベッドルーム・パーティールーム

企業の懇親会・会議など特別なフロア

※ホテル見学は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Event theme

事業管理統括部 連携推進部 部長

イベントテーマ

塗りかえる

加藤 悟郎
事業統括本部 事業管理本部

“オンライン会議の先にある、
自分らしいコミュニティの発見”
「オンライン」「ワークプレイス」新しい魅力へ

乃村工藝社グループ
拠点集約プロジェクト
プロジェクト・リーダー

深野 友規

クリエイティブ本部 第三統括部
デザイン５部 深野ルーム
2階：会議室
「CONFERIUM
（カンファリウム）
」
担当 空間デザイナー

4F-11F

ROOM

Floor

12F GARDEN SWEET

東急ステイ 新宿イーストサイド

客室数208室。
ホテルと会議室のスムーズなアクセス。

“オンライン会議の先にある、
自分らしいコミュニティの発見”

12 階屋上テラスには開放的なガーデンスイート。

「オンライン」「ワークプレイス」新しい魅力へ

ミニキッチン・洗濯機など長期滞在に最適。

開放的なオープンテラス。企業の懇親会にも。

オンライン＆ワークプレイス 今知りたいことがきっと見つかる 2 日間

2F

E/G
Room

Floor

E

Room

コンパクトオンライン

最新 BOSE Videobar でコンパクト WEB 会議
最小限の設定で上質なオーディオと高画質映像を体験

3F

D1+D2
Room

Floor

D1+D2

Lobby
コンパクト
WEB 会議ご紹介

テレポーテーション

遠隔地からの中継をリアルタイムに合成
遠隔地と都内もオンラインで同じステージへ

Room

G

バーチャル LIVE

オンラインだからできる『一体感をイベントの演出に』
東新宿 ⇄ 都内スタジオ「LIVE 中継デモンストレーション」

テレポーテーション
バーチャル LIVE

実際にバーチャル空間に入りご自由に体験いただけます。

Room

Bose Videobar

A

プレミアムウェビナー

（10/15 開催）

ハイブリッド形式

B

A
Room

Room

プレミアム
ウェビナー

AP オンライン
体験会

今だから知りたい「オンライン」
「ワークプレイス」のトレンドを探る

Room
Part-1

バーチャルスタジオ
（都内スタジオ）

C

Room

（株）
グローバルプロデュース
代表取締役社長

B

Room

光畑 真樹

仮設置したグリーンバックを背景に選手がインタビューを受けているものを、合成によってあたかも放

エクスペリエンスマーケティング事業ユニット#1
プロデュース部 アカウントスーパーバイザー

Touch & Try

なんでも質問「AP オンライン体験会開催」

Part-2

会場の使い方とハイブリッド開催の方法を
オンライン専属チームがわかりやすくご案内いたします。

木村 亮人

送局のスタジオでインタビューを受けているような映像にするという技術。

超簡単オンライン
会議ご紹介

お客様におすすめのオンラインプランを「専任スタッフがご提案」
（株）博展

AP 東新宿
（Room D1+ D2）

遠隔地の人同士で会話をするように見せる「テレポーテーション」という手法。スポーツ大会の会場で

「オンラインイベントの進化とリアルイベントの今後の価値について」

WEB ミーティング

⇄

C

Room

ハイブリッドスペース ＋ 0% NON-ALCOHOL

“スマートオンライン”
「ハイブリッド開催のために設計された空間」ご紹介
AP 東新宿だからできる

“たったこれだけ” 天吊り WEB カメラで「超簡単オンライン会議」
常設オンライン機材の紹介

・HD 画質の WEB カメラが天井常設

ドリンク提供＆ケータリング紹介

・おしゃれで楽しめるドリンク提供
・安心のケータリング＆お弁当メニュー紹介

グループ拠点集約プロジェクトから学ぶ
「新しい働き方」と「インスピレーションのある空間」

加藤 悟郎

事業統括本部 事業管理本部

事業管理統括部 連携推進部 部長

乃村工藝社グループ
拠点集約プロジェクト
プロジェクト・リーダー

深野 友規
クリエイティブ本部 第三統括部
デザイン５部 深野ルーム
2階：会議室
「CONFERIUM
（カンファリウム）
」
担当 空間デザイナー

Coming soon...

※イベントのスケジュール・内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

