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CAFE
池尻大橋駅から徒歩 30 秒。 

246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、遮るものがない広々とした空
間、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

音楽ライブ レセプションパーティ

講義・セミナー 上映会



使用事例：イベント用途

製品展示・体験会

試飲会

料理提供イベント

打ち上げ・納会



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㎡

最大利用人数 立席時：～200名 
着席時：～80名

天井高 最大3m30cm

トイレ 男女別トイレ（一部ベビーベッド付）

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 
*PloomTECHのみ喫煙可

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
上映会 
各種イベント 
ポップアップストア 
ワークショップ 
パーティ・納会 
ライブ

ロケーション撮影 
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



広々としたアイランドキッチン。
IHコンロが 6口があり、調理器具
や、100 名分のお皿・ボール・マ
グカップをお貸し出しします。

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
感とパワーにあふれる『3Dサウン
ド』を導入。

高画質プロジェクターと、大型ス
クリーン（130inch）を導入。3D
サウンドとあわせて大迫力の映像
上映会等が可能です。

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

3Dサウンド 高画質
プロジェクター



項目 1時間あたり 1日あたり 備考

基本 *場所利用 30,000 300,000

■左記に含まれているもの 
 ・調光可能ライト ・3Dサラウンド対応スピーカー・無線マイク 4 ・無線
LAN（Wifi) ・折りたたみデスク 6 ・ハイデスク 2 ・スツール 80 ・ハイチェア 16  

■ご利用にあたっての注意点  
ご利用時間内で、準備・片付け・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致します。 
ゴミを廃棄される場合は、1袋あたり500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20,000円を頂戴します。

カスタム

貸切 5,000 50,000 会場全体の貸切にかかる料金　*イベント・撮影利用の方は必須となります。

管理スタッフ 3,000 10,000 会場の管理にかかる料金　*初回利用の方は必須となります。

IHキッチン 5,000 50,000 冷蔵庫・調理器具込  *冷蔵庫のみ利用（2,000円/時）食器のみ利用（1,000円/時）

控室(大会議室) 5,000 50,000 12名着席可能

控室(小会議室) 3,000 30,000 4~6名着席可能

プロジェクター 3,000 30,000 プロジェクター：RICOH PJ WX6181N （*6700 lm *WXGA） 130inchスクリーン

上映用ラグ 3,000 30,000 上映会時に、ラグの上でくつろいで鑑賞することができます

コーヒーサーブ - 50,000~ バリスタがコーヒーの提供をします

ケータリング ASK ASK 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。

運営スタッフ ASK ASK 弊社スタッフ１名使用あたり

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）

プロジェクター 
上映用ラグ

料金

*原則、10:00~22:00の間でのご利用となります。前後の時間帯でのご利用は25%割増となります。



項目 1本あたり 納品目安 詳細

写真撮影 200,000~ 1ヶ月 約50枚

動画映像 1,000,000~ 2ヶ月 イベントレポート動画（PV保証なし） 

TABI LABO記事 500,000~ 2週間以内 告知記事（PV保証なし）

2次利用 200,000~ 6ヶ月 TABI LABO記事の場合

インフルエンサー 300,000~ - アサイン・PR

【注意事項】 
事前打ち合わせを含みます。 
納品目安はイベント実施日より起算となります。

動画映像

TABI LABO記事

写真撮影

オプション



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@tabi-labo.com 
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



株式会社TABI LABO 

【設立】　　2014年5月16日 
【住所】　　東京都世田谷区池尻2丁目31－24　信田ビル2F/3F/4F 
【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


