
個人情報の提供に関する提携会社
個人情報の取扱いに関する同意条項、第2条2項の提携先は下記のとおりです。

運輸業

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 事業内容

京王電鉄（株） 206-8502 東京都多摩市関戸1-9-1 042-337-3112
鉄道事業、土地・建物の賃貸業
販売業等

京王電鉄バス（株） 042-352-3700
乗合バス事業、貸切バス事業、その
他

京王バス（株）
乗合バス事業、高速バス事業、貸
切バス事業

京王バス小金井（株） 乗合バス事業

西東京バス（株）
乗合バス事業、、高速バス事業、貸
切バス事業、霊園管理事業等

西東京モビリティサービス（株）
貸切バス事業、自家用自動車管理
業

京王自動車（株）　(京王自動車グループ) 206-0011
東京都多摩市関戸2-37-3
せいせきさくらゲート

042-314-8035

ハイヤー・タクシー業、貸切バス事
業、自動車販売修理業

京王自動車グループ：京王自動車㈱、京
王自動車城西㈱、京王自動車城南㈱、京
王自動車調布㈱、京王自動車多摩北㈱、
京王自動車多摩南㈱、京王自動車多摩

西㈱、京王自動車バスサービス㈱

京王運輸（株） 206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-26-1 042-376-2161
館内物流業務、引越業、貨物運送
事業、封入封緘業務

高尾登山電鉄（株） 193-8511 東京都八王子市高尾町2205 042-661-4151 鉄道事業、索道事業、食堂業等

御岳登山鉄道（株） 198-0174 東京都青梅市御岳2-483 0428-78-8123
鉄道事業、索道事業、売店業、駐車
場業

流通業

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 事業内容

（株）京王百貨店 151-0061
東京都渋谷区初台1-53-7
京王初台駅ビル

03-5354-2811 百貨店業

（株）京王ストア 206-8522 東京都多摩市関戸1-7-4 042-337-2851
ストア業、コンビニエンスストア業、
駅売店業

京王書籍販売（株） 206-0033
東京都多摩市落合1-43
京王プラザホテル多摩西館2階

042-337-4811 書籍・雑誌・文具等の販売業

（株）京王アートマン 206-0011
東京都多摩市関戸2-40-1
京王聖蹟桜ヶ丘東口ビル4階

042-337-2540
文具・美粧品・生活雑貨等の販売
業

京王食品（株） 206-0011
東京都多摩市関戸2-37-3
せいせきさくらゲート

042-337-2861 パン・菓子類・食料品の製造販売

京王グリーンサービス（株） 183-0052 東京都府中市新町2-62-12 042-352-7400
生花・園芸品販売業、慶弔花・レン
タルグリーン取扱

セレクチュアー（株） 141-0031
東京都品川区西五反田2-2-10
ＰＯＬＡ第2ビル3階

03-6420-1122 オンラインショップ事業

（株）京王友の会 160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4 03-5321-8093
商品販売の取次斡旋、カルチャー
教室

（株）エリート 150-0001
東京都渋谷区神宮前1-13-11
大西ビル3階

03-3470-2735
婦人服の企画開発・卸売、服飾雑
貨の販売、販売受託業

提携先企業一覧

183-0057
東京都府中市晴見町2-22
京王府中晴見町ビル

042-352-3710

192-0046
東京都八王子市明神町3-1-7
ＮＴＢ八王子ビル3階

042-646-9012



不動産業

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 事業内容

京王不動産（株） 151-0061
東京都渋谷区初台1-54-2
京王初台1丁目ビル

03-3299-3115
不動産仲介業、賃貸管理業、ソ
リューション事業、投資用マンショ
ン販売

京王地下駐車場（株） 151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-2-2
京王幡ヶ谷ビル

03-5333-8711
駐車場業、不動産賃貸業、コイン
ロッカー業、販売業

（株）リビタ 153-0062
東京都目黒区三田1-12-23
ＭＴ2ビル

03-5656-0080
リノベーション業、不動産に関する
コンサルティング業

レジャー・サービス業

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 事業内容

（株）京王プラザホテル 160-8330 東京都新宿区西新宿2-2-1 03-3344-0111 ホテル業

（株）京王プラザホテル札幌 060-0005
北海道札幌市中央区北5条西
7丁目2-1

011-271-0111 ホテル業

（株）京王プレッソイン 160-0022
東京都新宿区新宿3-1-24
京王新宿三丁目ビル

03-5369-3401 ホテル業

（株）京王プレリアホテル京都 600-8418
京都府京都市下京区烏丸通松原
下る五条烏丸町396

075-352-5111 ホテル業

（株）京王プレリアホテル札幌 060-0808
北海道札幌市北区北8条西4丁目
11-1

011-205-8111 ホテル業

（株）高山グリーンホテル 506-0031 岐阜県高山市西之一色町2-180 0577-33-5500 ホテル業

京王観光（株） 151-0061
東京都渋谷区初台1-54-2
京王初台1丁目ビル

03-5351-7111 旅行業、保険代理業

（株）京王エージェンシー 163-0867
東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿ＮＳビル23階

03-3348-8610 広告業

京王レクリエーション（株） 206-0021 東京都多摩市連光寺2985 042-375-8814
ゴルフ場・ゴルフ練習場・テニスク
ラブ・スクールの運営

（株）レストラン京王 183-0055
東京都府中市府中町2-1-14
京王府中2丁目ビル5階

042-336-5211 飲食業、喫茶業、コンサルティング

Freshtea Japan（株） 206-0011 東京都多摩市関戸1-9-1 042-337-3308
飲食業、喫茶業、食料品の製造・販
売

その他

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 事業内容

（株）京王設備サービス 150-0045
東京都渋谷区神泉町4-6
神泉駅ビル

03-5456-8710
ビル総合管理業、鉄道施設管理
業、電気・空調・給排水衛生工事業

京王重機整備（株） 151-0073
東京都渋谷区笹塚1-47-1
メルクマール京王笹塚4階

03-3466-1111
鉄道車両整備・工事事業、特殊車
両の製作事業、建物賃貸業

東京特殊車体（株） 192-0907 東京都八王子市長沼町1304-1 042-644-3517
特殊車両の設計製作ならびに販
売、車両修繕

京王建設（株） 183-0055
東京都府中市府中町2-1-14
京王府中2丁目ビル

042-336-7300 総合建設業（建築、土木、軌道）

（株）京王ＩＴソリューションズ 182-0026
東京都調布市小島町1-32-2
京王調布小島町ビル5階

042-444-0175 情報処理サービス業

（株）京王アカウンティング 182-0026
東京都調布市小島町1-32-2
京王調布小島町ビル5階

042-444-0147
経理業務受託、グループファイナン
ス業務

（株）京王ビジネスサポート 182-0026
東京都調布市小島町1-32-2
京王調布小島町ビル5階

042-444-1265 人事業務受託

京王ユース・プラザ（株） 206-0011 東京都多摩市関戸1-9-1 042-337-3332
高尾の森わくわくビレッジ運営等
事業

（株）京王シンシアスタッフ 206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1-22 042-339-0370 清掃事業、名刺作成、軽作業等

（株）京王子育てサポート 206-0011 東京都多摩市関戸1-9-1 042-337-3054 子育て支援事業

京王ウエルシィステージ（株） 206-0011 東京都多摩市関戸1-9-1 042-337-3351 シニア向け住宅事業

京王フェアウェルサポート（株） 206-0033 東京都多摩市落合1-12-5 0800-800-8149
葬儀会館運営、葬儀施行、事前相
談・アフターサポート

（株）新東京エリート 151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-2-2
京王幡ヶ谷ビル

03-3377-1420
職業紹介業、人材派遣・請負業、バ
ンケットコンパニオンの派遣

感性ＡＩ（株） 182-8585
東京都調布市調布ヶ丘1-5-1
電気通信大学内
イノベーティブ研究棟（西11）

042-444-6761
コンサルティング事業、サービスプ
ロバイダ事業等


