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京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：紅村 康、以下「京王電鉄」とい

う。）と独立行政法人都市再生機構（本部：東京都新宿区、本部長：田島 満信、以下「Ｕ

Ｒ都市機構」という。）は、１２月１日（火）から「京王線・井の頭線沿線のＵＲに住ん

で京王キッズプラッツ多摩センターの保育所ポイントゲット！」を実施します。 
 
この取り組みは、京王電鉄とＵＲ都市機構が京王電鉄沿線およびその周辺地域において

地域の持続可能な住まい・まちづくりを実現することを目的として、２０１８年６月１４

日付で締結した連携協定に基づき実施する施策です。この施策は、子育て世代を対象とし

て京王線・井の頭線沿線のＵＲ賃貸住宅にお住まいの方、または、契約手続きが完了され

た方に、京王相模原線京王多摩センター駅から徒歩３分の企業主導型保育所「京王キッズ

プラッツ多摩センター」の入園応募にあたって、優先して抽選を行うためにポイントを進

呈するものです。 
 
２０１９年２月から３月および２０１９年１１月から２０２０年３月に実施した「多摩

ニュータウンのＵＲに住んで保育所ポイントゲット！」キャンペーンに続く施策となり、

今回からキャンペーン期間を設けず実施します。 
 
詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１日（火）から 

「京王線・井の頭線沿線のＵＲに住んで 

京王キッズプラッツ多摩センターの保育所ポイントゲット！」 

を実施します 

２０２０年１１月２６日                     

京 王 電 鉄 株 式 会 社 

東日本賃貸住宅本部  



 

「京王線・井の頭線沿線のＵＲに住んで京王キッズプラッツ多摩センターの保育所ポイン

トゲット！」について 

 

１．期  間 

２０２０年１２月１日（火）～ 

※今回からキャンペーン期間を設けず実施します。 

 

２．対象者 

（１）ＵＲ賃貸住宅の入居条件※１を満たす方で、京王線・井の頭線沿線のＵＲ賃貸住宅※２ 

にお住まいの方、または、契約手続きが完了された方。 

（２）保育所の募集条件を満たし※３、新年度４月１日の入園を希望する方。 

※１：申込者本人の平均月収額が基準月収額以上あることなど所定の条件がございます。 

詳しくはＵＲ賃貸住宅のホームページ等でご確認ください。 

※２：対象となるＵＲ賃貸住宅については【参考３】をご確認ください。 

※３：詳細は、京王キッズプラッツのホームページをご確認ください。 

 

３．特 典 

上記２の対象者に抽選を優先するポイントを１ポイント※４進呈致します。 
 ※４：本ポイントの他、以下のポイントがあり、合計ポイントの高い順から抽選となります。 

京王グループにお勤めの方 １ポイント 

京王電鉄と提携している企業にお勤めの方 １ポイント 

ＫＥＩＯ ＢＩＺ ＰＬＡＺＡ会員の方 １ポイント 

京王キッズプラッツ単願の方 １ポイント 

 

４．「京王線・井の頭線沿線のＵＲに住んで京王キッズプラッツ多摩センターの保育所ポイントゲ

ット！」申し込み方法 

京王キッズプラッツ多摩センターエントリーシート内「エントリー情報」のＵＲ利用

枠に〇をつけ、都市機構賃貸住宅賃貸借契約書（写）とともにご提出ください。エントリ

ーシートは、京王キッズプラッツ多摩センターホームページにございます。 

 

５．主なスケジュールとご入居・ご入園までの主な流れ 

ＵＲ賃貸住宅のお申し込みからご入居、保育所のお申し込みからご入園までの流れの

詳細や、お申し込み等に必要な書類については、各社のホームページをご確認ください。 

 

ＵＲ賃貸住宅：お部屋探し https://www.ur-net.go.jp/chintai/ 

ご入居までの流れ： https://www.ur-net.go.jp/chintai/rent/ 

保育所：https://www.keiokosodate.net/tamacenter.html 

    

            以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 【参考１】京王電鉄とＵＲ都市機構との連携協力に関する協定の概要について 

１．協定締結の経緯 

    京王電鉄とＵＲ都市機構は、京王電鉄沿線およびその周辺地域において地域の持

続可能な住まい・まちづくりを実現することを目的として、これまで都市機能の充

実、住宅ストックの活用・再生、地域活力の向上等の各種取り組みを連携して実施

してきました。昨今の人口減少・少子化、本格的な高齢化の進展といった社会構造

の変化を背景に、さらなる連携強化を図るに当たり、２０１８年６月１４日付で連

携協定を締結し、２者で協働した取り組みを本格的に開始することとしました。 

 

２．連携協力事項 

（１）京王電鉄沿線の駅及びその周辺地域における魅力ある生活拠点の形成に向けたま 

ちづくりに関すること 

（２）地域資源を活かした住まい・まちの魅力づくりや安全で暮らしやすい生活サービ 

スに関すること 

（３）地域との協働によるコミュニティの発展や地域の担い手の発掘・育成に関すること 

（４）京王電鉄沿線の魅力向上に向けた情報発信及び沿線地域における入居促進に関す 

ること 

 

【参考２】京王キッズプラッツ多摩センターについて 

（１） 種別：企業主導型保育所 

（２） 開設年月日：２０１９年６月１日 

（３） 設置者：京王電鉄株式会社 

（４） 保育事業委託者：株式会社京王子育てサポート 

（５） 所在地：多摩市落合１丁目１２番地７ 

（６） 保育所定員：５０名 

（０歳児：６名、１～５歳児：４４名／企業枠・地域枠※５合計） 
※５：企業枠：京王電鉄と提携している企業にお勤めの従業員のお子様 

       地域枠：就労している保護者のお子様、保育認定［２、３号］を受けたお子様 

（７） 入所年齢：生後５７日～就学前 

（８） 入園に関するお客様のお問い合わせ先 

京王電鉄株式会社 戦略推進本部 沿線価値創造部 

ＴＥＬ.０４２－３３７－３０９５ 

（平日１０：００～１８：００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【参考３】 対象となるＵＲ賃貸住宅について

最寄駅 物件名 所在地

笹塚 笹塚駅前 渋谷区

フレール西経堂 世田谷区

希望ヶ丘 世田谷区

エステート千歳希望ヶ丘 世田谷区

芦花公園 世田谷区

アクティ芦花公園 世田谷区

シティハイツ烏山 世田谷区

シティコート世田谷給田 世田谷区

仙川 新川・島屋敷通り 三鷹市

神代 調布市・狛江市

神代（59号棟） 調布市

ココスクエア国領 調布市

ライフタウン国領 調布市

シティハイツ調布小島町 調布市

深大寺町 調布市

車返 府中市

グリーンハイツ車返南 府中市

府中 府中グリーンハイツ 府中市

聖蹟桜ヶ丘ビュータワー 多摩市

百草 日野市・多摩市

高幡台 日野市

八王子パークヒル宇津木台 八王子市

ビュータワー八王子 八王子市

渋谷 コラム南青山 港区

三鷹台 三鷹台 三鷹市

シティコート下連雀 三鷹市

シティハイツ吉祥寺通り 三鷹市

牟礼 三鷹市

武蔵野緑町パークタウン 武蔵野市

新柳沢 西東京市

多摩ニュータウン ファインヒルいなぎリベレ向陽台 稲城市

多摩ニュータウン ファインヒルいなぎビスタノーレ向陽台 稲城市

多摩ニュータウン ファインヒルいなぎビュープラザ向陽台 稲城市

多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ長峰・杜の一番街 稲城市

多摩ニュータウン ファインヒルいなぎビューコート若葉台 稲城市

多摩ニュータウン 諏訪 （グリーンメゾン諏訪-2） 多摩市

多摩ニュータウン 永山（永山二丁目） 多摩市

京王八王子

京王線

八幡山

芦花公園

千歳烏山

つつじヶ丘

国領

調布

武蔵野台

聖蹟桜ヶ丘

高幡不動

京王永山

京王井の頭線

吉祥寺

京王相模原線

稲城

若葉台



 

 

多摩ニュータウン エステート貝取-1 多摩市

多摩ニュータウン エステート聖ヶ丘-2 多摩市

多摩ニュータウン 諏訪一丁目ハイツ 多摩市

多摩ニュータウン メゾン聖ヶ丘-1 多摩市

多摩ニュータウン プラザ永山 多摩市

多摩ニュータウン ステラ聖ヶ丘 多摩市

多摩ニュータウン エステート鶴牧-5 多摩市

多摩ニュータウン 貝取 多摩市

多摩ニュータウン 豊ヶ丘（グリーンメゾン豊ヶ丘-6） 多摩市

多摩ニュータウン 落合六丁目ハイツ 多摩市

多摩ニュータウン グリーンヒル豊ヶ丘-1・2 多摩市

多摩ニュータウン エステート愛宕 多摩市

多摩ニュータウン ライフステージ豊ヶ丘-1 多摩市

多摩ニュータウン 松が谷 八王子市

多摩ニュータウン ライブ長池 コリナス長池 八王子市

多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り北 八王子市

多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り南 八王子市

多摩ニュータウン ライブ長池 蓮生寺公園通り二番街 八王子市

多摩ニュータウン シティハイツ南大沢 八王子市

多摩ニュータウン ベルコリーヌ南大沢 八王子市

多摩ニュータウン 南大沢学園二番街 八王子市

多摩ニュータウン 南大沢学園四番街 八王子市

多摩ニュータウン グランピア南大沢 八王子市

多摩ニュータウン 南大沢絹の道一番街 八王子市

多摩ニュータウン ライブ長池 ビューコート別所 八王子市

コンフォール菅仙谷 川崎市 多摩区

星が丘パークランド つぐみ台 川崎市 多摩区

星が丘パークランド ひよどり台 川崎市 多摩区

星が丘パークランド ほおじろ台 川崎市 多摩区

橋本 橋本四丁目 相模原市 緑区

京王片倉 グリーンヒル八王子南 八王子市

めじろ台 グリーンヒル寺田 八王子市

高尾 館ヶ丘 八王子市

京王永山

京王相模原線

京王多摩センター

京王堀之内

南大沢

京王稲田堤

京王高尾線


