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リプラスのコンバージョンプロジェクト  

HUNDRED CIRCUS（ハンドレッド・サーカス）オープンのお知らせ 
 

 当社の連結子会社であるリプラス・アドバイザーズ株式会社は、同社がアセットマネージャーとして企画開発するコン

バージョン複合施設「HUNDRED CIRCUS（ハンドレッド・サーカス）」（新宿区百人町）のオープンを平成 20 年３月１日

（土）とすることを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 東京のエネルギーが最も凝縮しているエリア、百人町に立地する「HUNDRED CIRCUS（ハンドレッド・サーカス）」は、

サービスアパートメント、サービスオフィス、飲食店・ショップ等各テナントやオフィスなどが入居する複合施設です。今

回は、第 1 弾として平成 20 年３月１日（土）にサービスアパートメント、続いて同年３月 10 日（月）にサービスオフィス

がオープンします。その他の各種テナントは 4 月開業に向けて準備中です。また、本年夏には小滝橋通りをはさむ西

側に HUNDRED CIRCUS West Tower が完成予定です。 

 

 百人町エリアはグルメ通も唸らせる料理店が数多く存在します。東京で外国人が最も多い街であることでも有名であ

り、最近では、アバンギャルドなセレクトショップ、ライブハウスも数多く並び、自然発生的に刺激的な街並みが展開し

ています。都心生活者、国内外のビジネスマンや起業家、「HUNDRED CIRCUS」ならびに周辺地域の居住者が、仕

事に、プライベートに、意欲的に活動している百人町で、「住む・働く・遊ぶ・休む」など 100 通りのライフスタイルをご

提案したいという思いからこの場所を「HUNDRED CIRCUS（ハンドレッド・サーカス）」と名づけました。 

 

 また、当施設はコンバージョンプロジェクトならではの建築的なデザイン要素も魅力の一つです。デザインテーマは

「COOL GORGEOUS（クール・ゴージャス）」。躯体建設当時のバブル期の雰囲気を残した豪華な内装を部分的に残

しつつ、現在のニーズにマッチするよう構造補強を施し、躯体の可能性をさらに広げ、コンバージョンだからこそ生ま

れる個性豊かな空間へと再生しています。 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
「HUNDRED CIRCUS」全景パース        「HUNDRED CIRCUS」ロビーパース（B1F ） 
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<添付資料> 

【HUNDRED CIRCUS 施設概要】 

 

所在地   東京都新宿区百人町 2-27-7 HUNDRED CIRCUS East Tower 
※ West Tower は平成 20 年夏オープン予定です。 

 

交通    ＪＲ総武線「大久保駅」   徒歩 3 分 

   ＪＲ山手線「新大久保駅」   徒歩 8 分 

   ＪＲ山手線「新宿駅」  徒歩 15 分 

 

用途   商業施設（B1F～5F）・住宅（3 階～12 階）・宿泊施設（13 階～21 階） 

敷地面積   5,054.27 ㎡(1528.91 坪)  

建築面積  2,494.72 ㎡(754.65 坪) 

基準容積率   517.37％ 

延床面積  31,122.46 ㎡(9,414.54 坪) 

用途別容積対象面積     

   住宅 ：    6,242.67 ㎡ 

                     宿泊施設：   9,730.96 ㎡  

             商業施設：    9,375.80 ㎡                      

                 サービスオフィス： 799.73 ㎡ 

 

規模    地下 4 階、地上 22 階建て 

構造    Ｓ造（5 階以上）・ＳＲＣ/ＲＣ造（Ｂ4～4 階） 

設計         日建設計  

施工   大成建設  

全体内装計画     CKR （モーテン・クラーソン、エーロ・コイヴィスト、ウーラ・ルーネ)   

 

尚、3 月にオープンする施設内のテナントは次の通りです。 

B1F～21F  サービスアパートメント： フレイザープレイス・ホフ新宿 

B1F   サービスオフィス： ホフ・クリエイト新宿 

「HUNDRED CIRCUS」ロゴ 

 

HUNDRED CIRCUS が、人の集まる中心（CIRCUS）となり

多様なひとりひとりのライフスタイルがきらきら輝ける（星）

「エネルギーとにぎわい」が集る場所となるようにという思い

を込めてロゴデザインに表現しました。 

「HUNDRED CIRCUS」詳細地図 
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【Fraser Place howff Shinjuku （フレイザープレイス・ホフ新宿） 概要】 

 

 HUNDRED CIRCUS のメインテナントとして、サービスアパートメントの Fraser Place howff Shinjuku（フレイザープレ

イス・ホフ新宿）が入ります。当サービスアパートメントの経営は、当社の連結子会社であるリプラス・ホスピタリティ株式

会社が行い、運営を Frasers Hospitality Pte. Ltd.（フレイザー・ホスピタリティ社：本社シンガポール、以下「フレイザ

ーズ社」という。）が担当いたします。一流ホテルと同等のサービスを受けられるアパートとして「サービスアパートメン

ト」は、いま新しいタイプの高品質な中長期滞在型施設として注目を浴び始めています。特にフレイザープレイス・ホフ

新宿はフレイザーズ社にとって日本進出第 1 号案件であり、シンガポール民間企業の日本への事業展開の一例とし

てシンガポール政府に取り上げられるなど、大変注目度の高い物件であります。 

 

施設名  フレイザープレイス・ホフ新宿（Fraser Place howff Shinjuku-Tokyo） 
延床面積 31,122.46 ㎡ 
客室数   175 室 
ルームタイプ  18 タイプ 
客室面積 25 ㎡～170 ㎡ 
賃料（月） 412,500 円～1,938,000 円 
各室設備 フル完備キッチン、ホームシアターサウンドシステム、テレビ、iPod ドック付目覚まし時計、 
  ボイスメール付き電話、セーフティボックス、バス、全自動洗濯乾燥機等 
用途  地下 1Ｆレジデント・ラウンジ、1Ｆメインエントランス/ロビー、3Ｆ～12Ｆ住居、12～21Ｆ宿泊施設 
提供サービス シャトルバス、朝食、ハウスキーピング、ランドリー＆ドライクリーニング等 

 

※ フレイザーズ・ホスピタリティ社会社概要 

【本社所在地】 491B River Valley Road #08-03 Valley Point, Singapore 248373 

【設立】   1998 年 

【代表者】  チョウ・ペン・サム(Choe Peng Sum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Fraser Place howff Shinjuku」 客室イメージ：左上/リビングルーム 右上/ベッドルーム 左下/キッチン 右下/バスルーム 
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【howff CREATE Shinjuku （ホフ・クリエイト新宿）概要】 

 

 サービスオフィス「ホフ・クリエイト新宿」が HUNDRED CIRCUS East Tower 地下 1 階に平成 20 年 3 月 10 日（月） 

オープンいたします。 「ホフ・クリエイト」は当社の連結子会社であるリプラス・ホスピタリティ株式会社が運営するサー 

ビスオフィスの名称であり、同社はすでに元麻布、南青山、紀尾井町の 3 箇所でサービスオフィス 

の展開を行っております。オフィスコンシェルジュによるサービス、立地に合わせたクリエイティビティを刺激する空間 

デザイン、充実した設備や会員同士の交流会開催等を通して、今後もハード・ソフトの両面から起業家をサポートして 

いきます。 

 
※ サービスオフィスとは： 都心一等地にて、ビジネスに必要な上質なサービスと空間を提供する、少人数から利用できるオフィ

スです。 

 

■ メンバーシステム・料金設定 

ラボメンバー： 個室「クリエイティブラボ（3.3～22.5 ㎡）」1 室と、会議室や会員専用ラウンジなど共有スペースを 

  ご利用いただけます。 

   入会金   105,000 円 

   会費（月）  57,750 円～493,500 円 

   施設維持費（月）  21,000 円/31,500 円 

 

コックピットメンバー： 

  オープンスペース内の専用ブース「コックピット」1 つと、会議室や会員専用ラウンジなど 

  共有スペースをご利用いただけます。 

   入会金   105,000 円 

   会費（月）  52,500 円 

   施設維持費（月）  月会費に含む 

 

バーチャルメンバー： 

  会議室や会員専用ラウンジなど共有スペースをご利用いただけます。会社登記可能です。 

   入会金（月）  52,500 円 

   会費（月）  31,500 円 

   施設維持費（月）  月会費に含む 

 

■設備  貸会議室（3 室、予約制） / 会員専用ラウンジ / セキュリティカード（24 時間入退館可能） 

  電話機・高速インターネット完備 / コピー・ファックス・プリンター / ドリンクバー 

 

■サービス レセプションサービス（平日 9:00-18:00） / 各種ビジネスサポート 

   

ご内覧受付中です。お問合せ先：Tel.03-6734-9000（ホフ・クリエイト新宿受付 9:00～18:00）  

詳しくはホフ・クリエイト web サイトまで： www.howff.jp/create/ 

 

「howff CREATE Shinjuku」平面図 / HUNDRED CIRCUS  B1F 
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【HUNDRED CIRCUS 今後の予定】 

 

 その他テナントも随時オープンの予定です。また本年夏には HUNDRED CIRCUS に West Tower がオープン 

し、サービスアパートメント及び一部商業が入る予定です。サービスアパートメントに関しては今回オープンする 175 

室に加え 200 室がオープン致します。詳細につきましては別途お知らせいたします。 

 

 

 
本リリースに関する問合せ先： 

リプラス・アドバイザーズ株式会社  

企画本部 担当 ： 山根 美穂子・吉田聡子・福地 美寿穂・田中 めぐみ 

Tel. 03-5425-5534 / e-mail:howffinquiry@howff.jp 

   この他にも数多くのプロジェクト、コンバージョン物件を手掛けております。詳細はお問合せ下さい。www.howff.jp 

 

以上 


