
 

東村山市市民ステーション『サンパルネ』施設概要 

 

 

≪名称≫ 

 正式名称 東村山駅西口公益施設 

 愛称   東村山市市民ステーション『サンパルネ』 

 愛称は公募にて決定。 

 意味は、サンは輝く太陽・美しい山並み、パルは友達・仲間、ルネは再生（再開発）

を意味するルネッサンスからの造語。 

 

≪施設概要≫ 

 

２階 地域サービス窓口、産業・観光案内コーナー、コンベンションホール、会議

室、印刷室 

３階 マシンジム、スタジオ、キッズルーム、市民ギャラリー、フリーマーケット

ボックス、カフェレストラン、リラクゼーションサロン 

 

面積 

 ２階   ６５６．７０㎡ 

 ３階 １，４７７．６９㎡ 

 合計 ２，１３４．３９㎡ 

 

場所 

東村山市野口町１丁目４６番地 

ワンズタワー２・３階 

 

ワンズタワー 

建設敷地 4,284.73㎡ 

建設面積 3,073.09㎡ 

規模 地下１階、地上２６階（住宅棟） 

   地下１階、地上６階（駐車場棟） 

高さ 約９６．４ｍ（住宅棟） 

  約２５ｍ（駐車場棟） 

用途 １階～４階  店舗、公益施設 愛称：ワンズプラザ 

   ５階～２５階 住宅（１８２戸） 

 

 

 

  



≪交通≫ 

 東村山駅直結 徒歩１分 

 

 駐車場 

 ワンズタワー南側駐車場棟  

 ８時～２２時 ２０分間 １００円（最大１，０００円） 

 ２２時～８時 ６０分間 １００円（最大５００円） 

 収容台数 ５８台 

 

 駐輪場 

 東村山駅西口地下駐輪場 

 開場時間 午前４時３０分～翌日午前２時 

 ２４時間 １００円（最初の１時間無料） 

 サンパルネ施設利用者には２時間サービス券（合計３時間まで無料）を発行します。 

 

 

≪担当≫ 

 地域サービス窓口     市民課 

 産業・観光案内コーナー  産業振興課 

 それ以外の運営      指定管理者 東京ドームグループ 

 全体担当         健康課 

 

 

指定管理者制度 

指定管理者制度とは、平成１５年の地方自治法の改正で公

の施設の管理に関して創造された制度です。 

これまで公の施設の管理は公共的団体に限られていました

が、この改正により、法人やその他の団体にも委ねられるよ

うになりました。また、これまでの管理委託と違い、使用許

可のような管理権限も代行することが可能になりました。 

 サンパルネの指定管理者は東京ドームグループがおこなっ

ています。サンパルネでは利用料金制度をとり、使用者が支

払う料金と、市が支払う指定管理料が、指定管理者の収入と

なっています。 

 

 

 



≪サービス内容≫ 

１．東村山駅地域サービス窓口   担当 市民課 

 開設時間：８時３０分～１９時３０分 

 休日：土・日・祝日 

 内容： 

 

NO 取扱う事務の範囲 

開設時間帯 

8時 30分～ 

17時 00分 

17 時 00 分～ 

19 時 30分 

１ 
住民票・除住民票・記載事項証明・現況

届・地番変更証明・印鑑登録証明書 
交付 

予約受付 

（翌日交付） 

２ 

全部事項証明（戸籍謄本）・個人事項証

明（戸籍抄本）・除籍謄本・除籍抄本・

戸籍の附票・受理証明 

交付 交付 

３ 戸籍届出（死亡届・死産届を除く） 受付・預かり 受付・預かり 

４ 印鑑登録、廃止届 受付・預かり - - - - 

５ 
課税証明・非課税証明・評価証明・納税

証明 
交付 - - - - 

６ 

国民年金（申出・喪失届）・国保（高額

療養費・出産育児一時金支給申請・葬祭

費支給申請・国保指定保養施設申込）・

後期高齢者医療関係 

受付・預かり 受付・預かり 

７ 税金関係（市税・国保税） 受領 
受領 

（現年納期限内） 

８ 
保育料・児童クラブ費・市営住宅使用

料・ごみ収集手数料・し尿処理手数料 
受領 受領 

９ 母子健康手帳 交付 交付 

10 犬の登録（鑑札）・狂犬病予防注射済証 交付 交付 

11 交通災害共済加入申込 交付・受領 交付・受領 

  （転入・転出・転居等の住民異動届はお取扱いしておりません。） 



２．産業・観光案内コーナー   担当 産業振興課 

開設時間：９時３０分～１８時 

休日：月曜日（祝日の場合は翌日） 

内容： 

東村山のまちで生まれ育った産品、見どころを紹介しています。里に八国ブランド

品、地場農産物、市内の歴史文化財、緑の散歩コース、北山公園の菖蒲や野鳥、映像

で見る市内めぐりなど、知って・歩いて・得する・おいしい情報を発信しています。

また、公共予約情報端末も設置しています。 

 

 

３．コンベンションホール・会議室  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 ６時～２３時 

     土日・休日 ８時～２３時 

休日：年中無休 

内容： 

貸し会場、コンベンションホールは１６２席、会議室３０席。 

 

コンベンションホール 

 時間 料金 

① ６：００～ ８：００ ２，０００円 

② ８：００～１３：００ ５，０００円 

③ １３：００～１８：００ ５，０００円 

④ １８：００～２３：００ ５，０００円 

 

会議室 

 時間 料金 

① ６：００～ ８：００ ６００円 

② ８：００～１０：３０ ７５０円 

③ １０：３０～１３：００ ７５０円 

④ １３：００～１５：３０ ７５０円 

⑤ １５：３０～１８：００ ７５０円 

⑥ １８：００～２０：３０ ７５０円 

⑦ １８：００～２３：００ ７５０円 

 ①の枠は平日のみ 

 

 

４．印刷室  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：９時～２１時 

休日：年中無休 

内容： 

用紙をお持ちいただければ、原紙代、インク代のご負担で輪転機が使用できます。 

 



５．マシンジム・スタジオ 担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 ６時～２３時 

     土日・休日 ８時～２３時 

休日：年中無休 

内容： 

スタジオのキッズ・ジュニアコースを除いて１６歳以上。 

１回券 マシンジム 300 円 スタジオ 400 円 共通券 600 円 

 

利用定期券 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 

マシンジム 
一般 3,000円 8,000円 15,000円 

シルバー 1,000円 2,700円 5,000円 

スタジオ 
一般 4,000円 10,500円 20,000円 

シルバー 1,300円 3,500円 6,700円 

マシンジム 一般 6,000円 15,600円 30,000円 

&スタジオ シルバー 2,000円 5,200円 10,000円 

共通定期券 法人 8,000円 21,000円 40,000円 

*シルバー割引 65歳以上の方と、心身障害者の手帳をお持ちの方 

 

 

６．キッズルーム  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：託児室 平日 ８時～２２時 

     プレイルーム 土・日・休日 ８時～２２時３０分 

休日：年中無休 

内容： 

託児室 専門の有資格者がお子さんをお預かりします 

対象 ２歳～未就学児 

①８時～１２時 ②１３時～１７時 ③１８時～２２時の３区分 

各区分 １，５００円（サンパルネ利用者は各区分５００円） 

 

プレイルーム 保護者同伴の方に無料開放しています 

対象 小学校低学年まで 

 

 

７．市民ギャラリー  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 ６時～２３時 

     土日・休日 ８時～２３時 

休日：年中無休 

内容： 

 市民より寄せられた作品を無料で展示できるコーナーです。１週間から１ヶ月まで



の単位でお貸しします。 

 

 

８．フリーマーケットボックス  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 ６時～２３時 

     土日・休日 ８時～２３時 

休日：年中無休 

内容： 

 １ヶ月５００円で作品展示・販売に使用できるボックスをお貸しします。 

 

 

９．カフェラレストラン イルソーレ  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 ８時～２２時３０分 

     ラストオーダー ２２時 

休日：年中無休 

内容： 

飲み物、軽食を提供しています 

 

 

１０．市民交流スペース  担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 ８時～２２時３０分 

休日：年中無休 

内容： 

東村山市の情報発信や市民の皆様の意見交換の場としてご利用ください 

 

 

１１．リラクゼーションサロン Sasara ササラ  

担当 指定管理者 東京ドームグループ 

開設時間：平日 １０時～２３時 

     ラストオーダー ２２時 

休日：年中無休 

内容： 

有料のリラクゼーションサロン 

 


