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大手ビルダーの設計で、2006年竣工の地上
10階建ビル。美しい外観と豪華なエントランス
をもつハイクラスビルへ、大企業の方々と共に
オフィスを構えられます。

名古屋のビジネス中心地である、錦一丁目周辺は、大手製薬メーカーや製造系が拠点を置く市内で最も信頼性の高いエ
リアです。日本銀行を目の前に、複数の商談室や会議室が24時間利用できる名古屋市内では希少性の高いハイクオリ
ティーなサービス付オフィスです。

管理会社　名古屋建物管理株式会社　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル1階 受付時間 平日9：00～18：00052-563-1160

名古屋で信頼度抜群！ 人気ビジネスエリア

「名古屋駅」から 電車で約10分の好立地

ビル情報

日本銀行・・・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩3分
八十二銀行・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩1分
キンコーズ伏見店・・・・・・・・徒歩9分

「名古屋駅」より約5分
「名古屋高速都心環状線」丸の内出口より約2分

セブンイレブン・・・・・・・・・・・・徒歩1分
アパヴィラホテル・・・・・・・・・徒歩3分
ヤマト運輸営業所・・・・・・・・・徒歩3分

周辺情報

車でのアクセス

桜通線「丸の内駅」、東山線「伏見駅」ともに「名古屋駅」直通
桜通線・鶴舞線「丸の内駅」徒歩3分
東山線「伏見駅」徒歩4分　

地下鉄最寄駅

名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル6階

0120-337-367
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管理会社　名古屋建物管理株式会社　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル1階 受付時間 平日9：00～18：00052-563-1160

受付サービス 平日9：00～18：00

貴社のお客様がご来社の際、受付スタッフが応対いたします。
外出などでご不在の場合は伝言を承ります。ご来社の報告や伝言の内容は、ご指
定の方法でご連絡いたします。また、突然のご来訪者さまをお断りすることも可能
です。お打ち合わせの場合は、応接室、商談室へご案内いたします。ご要望により
スタッフによる呈茶サービスやお客様がお帰りの際のタクシー手配も代行いたし
ます。

受付業務

郵便や宅急便の受け取りを、お客さまの代わりにいたします。
ご不在の場合のお荷物のお預かりも可能です。冷蔵や冷凍のものもお預かりいたし
ますので大変便利です。ご指定の方法で郵便物・お荷物の到着をご連絡いたします。
予めご連絡をいただければ、出先で急ぎの資料を確認したい場合などでも、スタッ
フが対応いたします。また、受け取りだけでなく、ご自宅等への転送手配、郵便・
宅急便の発送手配等も可能です。

荷受け・発送

お手間になることは、お客様の代わりにスタッフが行います。
毎日のごみ捨て、清掃、フリードリンクの準備等ちょっとした面倒ごとをお引き受け
いたします。資料準備のお手伝いなど仕事の補助も可能です。
また、お急ぎの際にプリンタの用紙切れ、インク切れなどがないよう準備しており、
万一の際もスタッフが対応するので安心です。
事務用品の購入代行も可能です。

事務サポート・雑務

来客応対
貴社のお客様がご来社の際、スムーズにご
案内いたします。

呈茶サービス
お客様とのご商談の際、弊社スタッフが呈
茶をさせていただきます。

皆様へご連絡
来客や電話受付の内容、荷物受け取りにつ
いて、メール・電話等ご指定いただいた方
法でお知らせいたします。

購入代行
各種備品や消耗品の購入手配も承ります。

OPT ION

事務代行
貴社事務員さんに代わり、簡単な事務代行
を承ります。

不在時伝言受付
不在時には、弊社オペレーターが代わりに
対応し、ご伝言を承ります。

個室清掃
案外手間や時間のかかる室内清掃やゴミ処
理も、外出中にスタッフが対応させていた
だくことも可能です。

タクシー手配代行
ご希望日時に合わせ、タクシー手配も承り
ます。

電話受付代行
不在時には、弊社オペレーターが代わりに
対応し、ご伝言を承ります。

郵便・宅配の受取・発送
貴社宛の郵便・宅配を代わりに受け取りま
す。受取後のご連絡や転送も、ご希望に合
わせて対応いたします。共有冷蔵庫もある
ので、冷蔵・冷凍品も受取可能。また、
切手の貼り付けも代行して送付します。

FREE …追加費用なしでご利用いただけるサービスです。 OPT ION…ご利用には別途お申し込みが必要です。

ご希望に応じた来客応対・電話受付をいたします。お茶出しや受付連絡など一連のフローを代行することも可能です。

0120-337-367

Startup Side Nagoya



SERVICESERVICE

FREE …追加費用なしでご利用いただけるサービスです。 OPT ION…ご利用には別途お申し込みが必要です。

管理会社　名古屋建物管理株式会社　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル1階 受付時間 平日9：00～18：00052-563-1160

お部屋サービス

各室24時間警備システム導入
お客様のお部屋毎に、警備システムを導入しておりま
す。不在時にも安心です。

電気水道光熱費追加費用なし
空調や照明で発生する電気料金も全て月額費に含ま
れるため、費用負担が大きく抑えられます。

オフィス家具付き
机、サイドキャビネット、椅子、大容量のレール棚、日程ボード、ホワイトボード、
ゴミ箱、時計まで付いて、準備に手間をかけずにお仕事開始が可能。

３重セキュリティ
①エントランス
②オフィス区画出入口
③各居室
の3か所にセキュリティ
ゲートを設置。より安
全・安心を守ります。
女性の方お一人でも安
心です。

24時間入退室可
24時間出入り可能。お好きな時にいつでもお仕事を
スタート・終了できるので、時間制約のストレスが生
じません。

ゴミ捨て／室内清掃
ゴミ捨て及び室内清掃もスタッフがお部屋までお伺い
して対応が可能です。

ビジネスフォン付き
多機能電話機を設置済なので同時通話や短縮発信な
どが可能です。

OPT ION

棚板追加可
もう少し収納を増やしたい。そんな時に１枚から追加
可能です。

FREE

FREE

インターネット回線無料
高速インターネット回
線（1000Mbps）を
採用しているのでスト
レスフリーでご利用い
ただけます。

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE
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FREE …追加費用なしでご利用いただけるサービスです。 OPT ION…ご利用には別途お申し込みが必要です。

管理会社　名古屋建物管理株式会社　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル1階 受付時間 平日9：00～18：00052-563-1160

共通サービス

無料ドリンク
お水やお湯、緑茶やほうじ茶、コーヒー、紅茶まです
べてフリーでご利用いただけます。

FREE

電子レンジ
電子レンジを完備しています。お好きな時にいつでも
お使いいただけます。

商談室・応接室 使用料無料
商談室・応接室はいつでも無料で使用できます。ま
た市内4拠点10室の別施設も無料で利用可。電話予
約も可能です。（※名駅店・栄店・松原店・東新町店）

冷凍・冷蔵庫
冷凍・冷蔵の荷物も受け取り保管いたします。また、
お持込の飲料やお昼のお弁当なども入れていただけ
ます。

日経新聞
最新1週分の日経新聞をストック。ご自由にお読みい
ただけます。

複合機完備
コピー、ファクシミリ、フルカラー印刷及びスキャナーが可能。カード認証
を採用しているので、プライバシーも安心です。
同時両面スキャン機能で速やかにデータ化。 登録したメールアドレスに自動
的にデータ転送が行えるため便利です。

FREE

喫煙スペース
同フロアに喫煙室を設置。いつでもご利用いただけ
ます。光が入る、明るく快適な空間です。

事務用品が充実
契約の際に必要な“印鑑等のご署名セット”、事務作
業に便利なXスタンパーセット、大型ホチキス、大型
パンチ、カッターマット、定規など多くの事務用品を
取り揃えています。

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

OPT ION

併設会議室割引
同じフロアに4室10のレイアウトで最大90名にてご利
用可能。同時接続可能な高速WiFi環境を備えていま
す。ご入居者様は最大50%割引可能。

コピー ファックス スキャナ

OPT ION

フルカラー印刷

0120-337-367
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施設案内

専有エリア

オフィス / ��室

バーチャルデスク / �席

応接室 / �室

商談室 / �席

OAコーナー

リフレッシュコーナー

喫煙室

会議室 / �室

管理会社　名古屋建物管理株式会社　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16  タキビル1階 受付時間 平日9:00～18:000120-337-367

共用エリア オプションエリア

第２会議室
（18 名収容）

第 4 会議室
（54 名収容）

バーチャルデスク

商談室
応接室

受付
事務局

エントランス

OA コーナー

リフレッシュ
コーナー

喫煙室

第３会議室
（42 名収容）

ポスト

冷蔵庫・レンジ

給湯室

601

630

600

631

602

627 625 623 621

620 618

603 605 606 607 608

610

611
612
613
615

616

第 3+4 会議室
（９0 名収容）


