サテライトシェアオフィス利用規則
東急株式会社（以下「東急」という。
）は、サテライトシェアオフィス利用契約（以下「利用契約」
という。
）にもとづきライセンスカード（以下「ライセンスカード」という。
）を貸与された利用者
（以下「利用者」という。
）に対し、サテライトシェアオフィスの各施設（別紙 1 記載、以下「各施
設」という。）においてサービス（別紙 3 記載、以下「本サービス」という。
）を提供するにあたり
必要な運営上の規約並びにルールについて、下記の通り利用規則（以下「本利用規則」という。
）を
定める。

第1条 施設の利用目的
利用者は、各施設を、執務スペースとしてのみ使用することができる。
第2条 運営管理者
各施設の運営管理は、東急又は東急が業務委託した者（以下、東急と総称して「運営管理者」とい
う。）が行う。
第3条 利用者資格
1. 利用者の資格は、東急と利用契約を締結した法人等（以下「契約者」という。）から、ライセ
ンスカードを貸与された当該契約者の従業員のみが有するものとする。
2. 利用者は、利用契約の種別に応じて、別紙3記載の各施設利用料対象サービス及び各種付帯サー
ビスの提供を受ける権利を有するものとする。
3. 契約者は、運営管理者が別途認める場合を除き、利用契約の締結と同時に、東急と業務提携す
る東急カード株式会社との間で契約を締結し、東急カード株式会社が発行するクレジットカー
ドに加入しなければならない。
第4条 各施設の利用
1. 利用者は、各施設を別紙1記載の営業時間内に限り利用することができる。
2. 利用者は、各施設を利用する際はライセンスカードを携帯しなければならない。
3. 各施設の入退室の際は、ライセンスカードを出入口にあるカードリーダーにかざし、入室及び
退室しなければならない。なお、運営管理者が当該入退室の管理に際して、利用者の入室時の
記録を確認することができない場合、その直後の退室記録がある施設の開店時間又はその直前
の退室記録の時間を当該施設の入室時間とみなし、退室時の記録を確認することができない場
合、その直前の入室記録がある施設の閉店時間又はその直後の入室記録の時間を当該施設の退
室時間とみなすこととする。
4. 利用者は、別紙1記載の営業時間内に限り、運営管理者が定める方法により事前に利用予約をす
ることで、別紙3記載の会議室を別紙3記載の条件で利用することができる。なお、別紙3記載の
会議室定員以下の人数に限り、利用者のゲスト（以下「ゲスト」という。）として、利用者同
伴のうえ、利用者でない者を各施設に入室させることができる。ただしゲストは、各施設の会
議室以外を利用することはできない。
5. 前項の会議室の利用料は、利用の有無にかかわらず、予約時間に応じて、利用契約第8条記載の
利用料と合わせて利用者に対し、請求するものとする。
6. 前五項に反して、各施設を利用した場合、利用者は、違約金として金20,000円を運営管理者に
支払わなければならない。
7. 利用者は、各施設に付帯する設備（以下「付帯設備」という。）を本利用規則に従い使用する

ことができる。
8. 利用者は、各施設及び付帯設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはで
きず、付帯設備の移動等原状変更は一切認められない。
9. 電話、テレビ会議、打ち合わせ等は各施設内に設置されている電話ブース内、会議室内及び別
途運営管理者が指定する場所でのみ可能とする。
10. 利用者は、各施設において、利用者が所有又は占有する動産等（以下「私物等」という。）の
管理を自己責任で行わなければならず、利用者の私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害
が生じても、運営管理者は一切その責任を負わない。
11. 利用者は、各施設利用時において、運営管理者から身分証明書の提示を求められた場合には、
これに応じなければならない。
第5条 ライセンスカード
1. 利用者は、別紙2に定める以外に、ライセンスカードの複製及び第三者へのライセンスカードの
貸与・譲渡等をしてはならない。
2. ライセンスカードの貸与・紛失・盗難その他理由の如何を問わず、利用者の故意又は過失によ
り運営管理者が利用を認めていない第三者が当該ライセンスカードにより各施設を利用した事
実が発覚した場合には、利用者は、金30,000円を違約金として運営管理者に支払わなければな
らない。
3. 利用者は、利用契約が終了した場合、直ちにライセンスカードを契約者の責任と負担において
破棄しなければならない。
4. ライセンスカードの紛失、盗難又は破損等が生じた場合、利用者は直ちに運営管理者に届け出
なければならない。この場合、利用者は、運営管理者にライセンスカードカード抹消手数料及
びカード再発行代金として金4,000円（別途消費税等。）を支払うことで、ライセンスカードの
再発行を請求することができる。
第6条 営業時間及び休館日
1. 各施設の営業時間及び休館日は別紙1記載の通りとする。
2. 前項にかかわらず、運営管理者は、各施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由によ
り本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時休館日又は
営業時間の短縮を設定することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとす
る。かかる場合、運営管理者は、利用者に対し、速やかに臨時休館日を告知するものとする。
3. 前項の告知の方法は、運営管理者の指定するホームページへの掲載あるいは各施設内の所定の
掲示板に書面を掲示する等の方法により行う。
第7条 提携店
1. 別途運営管理者が認める利用者（以下「指定利用者」という。）は、利用契約の契約期間内に
限り、別紙4記載の提携店を利用できるものとする。
2. 指定利用者は、提携店を利用する際は、ライセンスカードを携帯し、利用開始時及び利用終了
時には提携店に設置したカードリーダーにライセンスカードをかざすことで入退室処理をしな
ければならない。
3. 指定利用者は、提携店を利用する際は、各提携店が定める、利用規則等に従わなければならな
い。
第8条 善管注意義務及び各建物内規則の遵守
1. 利用者は、東急が定める本利用規則を遵守し、各施設及び各施設が所在する建物（別紙1記載、
以下「本建物」という。）の共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。

2. 利用者は、本利用規則の他、本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守し
なければならない。
3. 利用者は、ゲストに対しても、前二項の義務を遵守させなければならない。
第9条 費用負担
1. 次の各号に掲げる費用に関しては、利用者の負担とする。
(1) 利用者が、故意又は過失により、各施設内に設置された什器等を破損、毀損した場合の修理・
交換等にかかる費用。
(2) 利用者が、別紙3記載の各種付帯サービス一覧表記載の有料サービスを利用した場合の費用。
第10条 イベント等の開催
1. 各施設の全部もしくは一部又は運営管理者が指定するスペースにおいて、運営管理者又は運営
管理者の承諾を得た者がイベント、セミナー等（以下「イベント等」という。）を実施する場
合、運営管理者はイベント等の準備又は実施のため、利用者による各施設の利用を一時的に制
限することができ、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
2. 運営管理者は、利用者に対し、イベント等の開催スケジュールを予め告知する。
第11条 禁止事項
運営管理者は、利用者が、以下の各号の行為又はこれに類似する行為を禁止し、利用者が仮に当該
禁止行為を行った場合には、直ちに各施設の利用を中止させる等の処置をとることができる。
(1) 本建物及び各施設の立入禁止箇所に進入すること。
(2) 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手
続をすること。
(3) 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を、利用者の業務の本拠として
名刺を含むすべての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
(4) 運営管理者の事前の書面による許可なく各施設の住所及び名称を郵便物の宛先とすること。
(5) 本建物及び各施設を利用する他の利用者及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気
等を発する行為。
(6) 別紙3記載のシェアデスクエリアに設置された机・椅子等に私物等を置くことで、長時間占有（場
所取り等）すること。
(7) 本建物及び各施設内の指定場所以外で食事、飲酒又は喫煙をすること。
(8) 本建物及び各施設内において寝位による仮眠をとること。
(9) 運営管理者の許可なく本建物の乗用エスカレーター又は乗用エレベーターを利用して手荷物以
外の物の搬出入を行うこと。
(10)本建物及び各施設内に動物を持ち込み又は飼育する行為。但し、運営管理者の事前の書面によ
る許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
(11)運営管理者の事前の書面による許可なく本建物及び各施設の通路や階段、廊下、外壁等に看板、
ポスター等の広告物を貼ること。
(12)運営管理者の事前の書面による許可なく各施設内にて物販等の営業活動、宗教活動又は政治活
動を行うこと。
(13)本建物及び各施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
(14)本建物及び各施設内に二輪車等を持ち込むこと。
(15)他の利用者に嫌悪感を与える服装で各施設を利用すること。
(16)運営管理者の事前の書面による許可なく各施設内において、商品の販売、物品の修理その他金
員の授受を伴う取引を行うこと。
(17)本建物及び各施設内において、法令等に違反する行為を行うこと。

(18)公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
第12条 私物等の管理
1. 第11条第6号に定める、長時間放置された私物等（以下「放置物」という。）については、これ
が他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、当該放置物を他の場
所に移動させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄
りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。
2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、運営管理者はこれらを即日処分す
るものとする。
3. 利用者は前二項の処置について異議なく承諾するものとする。
第13条 秘密保持
1. 本利用規則において「秘密情報」とは、利用者自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、
利用者が各施設を利用することに伴い知り得た運営管理者又は他の利用者に関する有形無形の
技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
2. 各施設は、利用契約及び本利用規則に基づき、多数の利用者が共用する施設であり、その特性
に鑑み、利用者は、自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が一、利用者の秘密情
報が漏洩した場合でも、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
3. 利用者が各施設を利用することに伴い、他の利用者の秘密情報を知得した場合、利用者は、善
良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無く
ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）や、自身のホームページやブログなど、一切のネ
ット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用しては
ならない。万が一、利用者が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、運
営管理者はその責任を負わないものとする。
第14条 利用規則の変更
東急は、各施設の運営上必要な範囲で本利用規則を変更できるものとし、利用者はこれを異議なく
承諾するものとする。なお、本利用規則を変更する場合には、東急所定の方法によりその旨を告知
又は通知するものとする。
第15条 準拠法、裁判管轄
各施設の利用に関して、運営管理者及び利用者との間で紛争が生じたときは、準拠法は日本法とし、
訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものと
する。
以 上
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【別紙 1】
サテライトシェアオフィス一覧
名称
所在地
NewWork自由
東京都目黒区自由が丘
が丘
2-10-12
NewWork横浜
神奈川県横浜市神奈川区
金港町3-1
NewWork吉祥
東京都武蔵野市吉祥寺本
寺
町1-23-1
NewWork
神奈川県横浜市青葉区新
たまプラーザ
石川2-4-12
NewWork
東京都世田谷区玉川
二子玉川
3-13-8
NewWork
東京都渋谷区渋谷3-6-1
渋谷ｲｰｽﾄ９F
NewWork新横
神奈川県横浜市港北区新
浜
横浜3-7-3
NewWork錦糸
東京都墨田区江東橋
町
3-7-8
NewWork新宿
東京都新宿区西新宿
1-17-1
NewWork東京
東京都中央区八重洲
八重洲
2-4-1
NewWork川崎
神奈川県川崎市川崎区駅
前本町5-2
NewWork調布
東京都調布市布田4-20-2
NewWork立川
東京都立川市曙町
1-27-10
NewWork品川
東京都港区港南2-16-1
NewWork池袋
NewWork町田
NewWork藤沢
NewWork大宮
NewWork梅田
NewWork北千
住
NewWork京都
駅前

東京都豊島区東池袋
1-21-11
東京都町田市原町田
6-8-1
神奈川県藤沢市南藤沢
4-3
埼玉県さいたま市大宮区
仲町3-13-1
大阪府大阪市北区芝田
1-1-4
東京都足立区千住仲町
19-8
京都府京都市下京区塩小
路通西洞院東入東塩小路
町843-2

建物
SEED-M

所在階数
地下1階

営業時間
8:00～21:00

休館日
土日祝日

コンカード横
浜
KS-23

16階

8:00～21:00

土日祝日

10階

8:00～21:00

土日祝日

フォーラムた
まプラーザ
七のはなビル

3階

8:00～21:00

土日祝日

3階

8:00～21:00

土日祝日

イースト渋谷
ビル
リーフスクエ
ア新横浜ビル
日本生命錦糸
町ビル
日本生命新宿
西口ビル
ユニゾ八重洲
ビル
大星川崎ビル

9階

8:00～21:00

土日祝日

6階

8:00～21:00

土日祝日

6階

8:00～20:00

土日祝日

9階

8:00～20:00

土日祝日

5階

8:00～20:00

土日祝日

6階

8:00～21:00

土日祝日

調布NKビル
読売立川ビル

3階
5階

8:00～21:00
8:00～21:00

土日祝日
土日祝日

品川イースト
ワンタワー
オーク池袋ビ
ルディング
レミィ町田

3階

8:00～21:00

土日祝日

7階

8:00～20:00

土日祝日

5階

8:00～21:00

土日祝日

日本生命南藤
沢ビル
住友生命大宮
第2ビル
阪急ターミナ
ルビル
太陽生命千住
ビル
日本生命京都
ヤサカビル

4階

8:00～21:00

土日祝日

3階

8:00～20:00

土日祝日

9階

8:00～21:00

土日祝日

5階

8:00～20:00

土日祝日

6階

8:00～20:00

土日祝日

NewWork日吉
NewWorkなん
ば
NewWork千葉
NewWork東京
八重洲2nd
NewWork赤羽
NewWork長津
田
NewWork札幌
NewWork五反
田
NewWork博多
NewWork
渋谷ｲｰｽﾄ3F
NewWork日本
橋

神奈川県横浜市港北区日
吉本町1-21-10
大阪府大阪市中央区難波
4-4-1
千葉県千葉市中央区新町
18-10
東京都中央区八重洲
2-4-13
東京都北区赤羽西1-7-1
神奈川県横浜市緑区長津
田5-3-7
北海道札幌市中央区北2
条西4丁目1
東京都品川区西五反田
1-3-8
福岡県福岡市博多区博多
駅前2-20-1
東京都渋谷区渋谷3-6-1

三陽ビル

4階

8:00～21:00

土日祝日

ヒューリック
難波ビル
千葉第一生命
ビルディング
ユニゾ八重洲
二丁目ビル
パルロード3
ソルタス長津
田
北海道ビル

13階

8:00～20:00

土日祝日

2階

8:00～20:00

土日祝日

7階

8:00～20:00

土日祝日

8階
2階

8:00～21:00
8:00～21:00

土日祝日
土日祝日

9階

8:00～21:00

土日祝日

五反田PLACE

9階

8:00～21:00

土日祝日

大博多ビル

5階

8:00～21:00

土日祝日

3階

8:00～21:00

土日祝日

6階

8:00～20:00

土日祝日

5階

8:00～21:00

土日祝日

6階

8:00～21:00

土日祝日

NewWork八王
子
NewWork鷺沼

東京都八王子市旭町12-4
神奈川県川崎市宮前区鷺
沼3-2-9

イースト渋谷
ビル
太陽生命ひま
わり日本橋ビ
ル
日本生命八王
子ビル
鷺沼センター
ビル

NewWork松戸

千葉県松戸市松戸1307-1

松戸ビル

2階

8:00～21:00

土日祝日

NewWork赤坂
見附
NewWork大泉
学園
NewWork都立
大学

東京都千代田区永田町
2-13-1
東京都練馬区東大泉
1-29-1
東京都目黒区中根1-5-2

9階

8:00～21:00

土日祝日

3階

8:00～21:00

土日祝日

1階

8:00～21:00

土日祝日

NewWork中野
NewWork仙台

東京都中野区中野5-65-3
宮城県仙台市青葉区花京
院1-1-5
神奈川県横浜市青葉区青
葉台1-6-12
東京都世田谷区北沢
2-2-7
東京都千代田区飯田橋
3-11-13

オカムラ赤坂
ビル
大泉学園ゆめ
りあ1
東横線都立大
学駅高架下店
舗Ｂ棟
A-01ビル
タカノボル第
25ビル
カンゼームビ
ル
N.F.ビル

3階
5階

8:00～21:00
8:00～21:00

土日祝日
土日祝日

5階

8:00～21:00

土日祝日

3階

8:00～21:00

土日祝日

飯田橋i-MARK
ANNEX

9階

8:00～20:00

土日祝日

NewWork青葉
台
NewWork下北
沢
NewWork飯田
橋

東京都中央区日本橋
2-8-6

【別紙 2】 利用契約の種別について
契約種別
シェアデスク利用ライセ
ンス

利用者種別
定額制
従量制

カード発行手数料
1ライセンス1,000円
（別途消費税等）
1ライセンス1,000円
（別途消費税等）

ライセンスカード共有
不可
可
ただし、同一企業の従業
員に限る。

【別紙3】サテライトシェアオフィスサービス
サービス
利用可能契約種別
各施設利用料
シェアデスク 全利用者
対象サービス
ブース
付帯サービス
会議室
全利用者
ロッカー

全利用者

利用実績閲覧

利用契約における管理者

従業員証登録

利用契約内で東急が認めた者

利用条件等
利用時は1人につき1枚のライ
センスカードを携帯すること
各会議室の定員を上限として、
15分500円（別途消費税等）
1箇所あたり、
月額2,000円（別途消費税等）
kintoneを利用した、利用実績
及び請求金額の確認サービス
無料
※サービス提供者の料金変更
により変更する可能性あり
登録数に関わらず、
月額10,000円（別途消費税等）

【別紙4】提携店
名称
コワーキングスペース茅場
町Co-Edo
CASE Shinjuku
コワーキングスペース
Open Office FOREST
海老名コワーキングスペー
ス ROLE
コワーキングスペース「7F」
SHI TSU RAI コワーキング
Noblesse Oblige
ドリノキ
尼崎創業支援オフィス
ビーズ
bizBEACH CoWorking

ア

Connecting The Dots 代々木
katanaオフィス淀屋橋
katanaオフィス大阪谷町
katanaオフィス渋谷
katanaオフィス汐留
katanaオフィス六本木
katanaオフィス船橋
naedoco
勉強カフェ

新宿スタジオ

勉強カフェ

田町スタジオ

勉強カフェ
ジオ

横浜関内スタ

所在地
東京都中央区新川1-3-4
PAビル5階
東京都新宿区高田馬場1-28-10
三慶ビル4階
東京都豊島区東池袋3-7-9
AS ONE 東池袋ビル3階
神奈川県海老名市扇町5-7

運営者
株式会社ダイレクトサーチ
ジャパン
株式会社まちづくり高田馬
場
株式会社ワイエムユーシー
ネット
株式会社リコー

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5
銀座ビル7階
千葉県千葉市美浜区高洲3-14-1
和紅ビル302
千葉県柏市東上町2-28
第1水戸屋ビル3階
北海道札幌市中央区南1条西4丁目
日之出ビル9階
兵庫県尼崎市昭和通2-6-68
尼崎市中小企業センター3階
東京都大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザPiO2階
東京都渋谷区代々木1-29-5
YKビル4階
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-9
淀屋橋東洋ビル3階
大阪府大阪市中央区谷町2-3-1
第2ターネンビルディング5階
東京都渋谷区渋谷3-5-16
渋谷3丁目スクエアビル2階
東京都港区東新橋2-10-10
東新橋ビル2階
東京都港区六本木2-2-6
福吉町ビル6階
千葉県船橋市湊町2-12-24
湊町日本橋ビル6階
静岡県熱海市銀座町6-6
サトウ椿ビル2階
東京都渋谷区代々木2-14-1
新宿松本ビル6階
東京都港区芝浦3-15-6
島倉田町ビル6階
神奈川県横浜市中区尾上町3-35
横浜第一有楽ビルB1階

株式会社コミュニティコム
株式会社パクチー
合同会社EDGE HAUS
札幌大通まちづくり株式会
社
公益財団法人尼崎地域産業
活性化機構
株式会社金羊社
株式会社インクルード
株式会社あきない総合研究
所
株式会社あきない総合研究
所
株式会社あきない総合研究
所
株式会社あきない総合研究
所
株式会社あきない総合研究
所
株式会社あきない総合研究
所
株式会社machimori
株式会社ベースポイント
株式会社ブックマークス
株式会社ブックマークス

勉強カフェ
オ
勉強カフェ
オ
勉強カフェ

秋葉原スタジ

勉強カフェ
オ
勉強カフェ
スタジオ
勉強カフェ
タジオ
勉強カフェ

国分寺スタジ

勉強カフェ

大阪本町

勉強カフェ
ジオ
勉強カフェ

神戸三宮スタ

飯田橋スタジ
池袋スタジオ

日本橋茅場町
仙台一番町ス
大阪うめだ

渋谷スタジオ

生駒市テレワーク＆インキ
ュベーションセンター イコ
マド
ヨカラボ天神
勉強カフェ

博多プレース

WAVE市ヶ谷
勉強カフェ 西宮北口スタ
ジオ
エニシア 岐阜店
mocco
勉強カフェ 名古屋グロー
バルゲートスタジオ

MUSASHI imaizumi BASE
GrinSpace
コトコトコワーキングスペ
ース

東京都千代田区外神田6-14-1
日興ビル2階
東京都千代田区飯田橋4-4-6
SJビル2階
東京都豊島区南池袋2-19-4
南池袋ビル2階
東京都国分寺市南町3-19-8
第3浜仲ビル6階
東京都中央区日本橋茅場町2-17-9
日本橋イヅミビル5階
宮城県仙台市青葉区一番町2-5-5
一番町中央ビル7階
大阪府大阪市北区梅田2-4-41
桜橋キタハチ2階
大阪府大阪市西区阿波座1-3-18
エッグビル本町5階
兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-5
マキビル7階
東京都渋谷区宇田川町3-1
渋谷東武ホテル内 地下1階
奈良県生駒市谷田町1615
アコール生駒もやい館3階4階

株式会社NKBクリエイト

福岡県福岡市中央区大名2-9-35
トウセン天神ビル9階
福岡県福岡市博多区博多駅東1-37-17
松岡ビル8階
東京都千代田区五番町12-6
五番町マンション地下1階
兵庫県西宮市甲風園1-5-15
ディアーナビル4階
岐阜県岐阜市金園町1-3-3
クリスタルビル1階
兵庫県姫路市南町76
姫路城陽ビル4F
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート5F
レインボーツリー名古屋グローバル
ゲート内
栃木県宇都宮市今泉町3020-1
東京都千代田区外神田2-2-18
東信お茶の水ビル1階
千葉県千葉市中央区新町1001
そごう千葉店JUNNU3階

株式会社オリノス

B-win株式会社
株式会社第一プランニング
株式会社ヒューマングリッ
ド
株式会社Poltel
株式会社第一プランニング
株式会社Aria
株式会社Aria
株式会社リジカーズ
株式会社りんく
株式会社ワイズスタッフ

勉強カフェ博多プレース
株式会社ウェイビー
株式会社リジカーズ
株式会社TeamPresso
合同会社mocco
株式会社ブックマークス

株式会社武蔵工務店
株式会社グリンリープ
株式会社パクチー

コモンルーム梅田
ビステーション新橋
勉強カフェ

岡山スタジオ

コワーキングスペース
ShakeHands
幕張ビジネスポート
横浜ビジネスポート
ビジネスポート竹の塚
ビジネスポート長野
勉強カフェアライアンス宮
崎
NEKTON FUJISAWA
仙台国際空港
ウンジ
fabbit大手町

ビジネスラ

fabbit青山
fabbit京橋
fabbit栄
fabbit八王子
fabbit広島駅前
T-LABO
Knower(s)
ToStart
fabbit北九州
CoworkingCafeCC
森永ヴィレッジ

大阪府大阪市北区芝田2-8-11
共栄ビル3階
東京都港区新橋2-20-15
新橋駅前ビル1号館6階
岡山県岡山市北区駅元町22-13
西口駅前ビル2階
広島県広島市中区紙屋町1-4-5
ウィニーズ紙屋町3階
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンCB棟3階
横浜市中区日本大通7
合人社日本大通7ビル4階
東京都足立区竹の塚1-40-15
庄栄ビル5階
長野県長野市鶴賀上千歳町1137-23
長野1137ビル2階
宮崎県宮崎市柳丸町153-1
パティオ柳丸B-1-4
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-11
順天ビル4階
宮城県名取市下増田字南原
仙台空港内
東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル3階
東京都港区赤坂8-4-14
青山タワープレイス8階
東京都中央区京橋 1-1-5
セントラルビル2階
愛知県名古屋市中区栄三丁目15-27
いちご栄ビル9階
東京都八王子市明神町3-20-5
エイトビル3階
広島県広島市南区京橋町1−7
アスティ広島京橋ビルディング1,2F
和歌山県和歌山市美園町5-4-2
長野県松本市大手1-3-29
丸今ビル1F
長崎県佐世保市高砂町4-11
松田司法書士ビル2F
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-3
あるあるCity2号館3階
三重県津市栄町2-420
オフィス5-1F
東京都港区芝浦1-13-16
森永芝浦ビル2F

共栄商事株式会社
株式会社長谷工コミュニテ
ィ
合同会社志育ラボ
株式会社3CO
株式会社Buil-netフロンテ
ィア
株式会社Buil-netフロンテ
ィア
株式会社Buil-netフロンテ
ィア
株式会社Buil-netフロンテ
ィア
勉強カフェアライアンス宮
崎
株式会社フジマニパブリッ
シング
仙台国際空港株式会社
fabbit株式会社
fabbit株式会社
fabbit株式会社
fabbit株式会社
株式会社エスエストラスト
fabbit株式会社
社会福祉法人つわぶき会
クラウドット株式会社
株式会社トゥスタート
株式会社あるあるCity
株式会社Team.Y
森永製菓株式会社

所沢ノード
起業プラザひょうご
120 WORKPLACE KOBE
NEKTON OFUNA
未来会議室
トライアルビレッジ
fabbit Global Gateway
"ACROS Fukuoka"
fabbit Global Gateway
"Osaka Honmachi"
コワーキングスペース
sankaku
さかい新事業創造センター
S-Cube
NEKTON SHONAN

ビステーション福岡天神
BOOK＆CO.TENJIN
VacationOffice伊豆高原駅
fabbit神戸三宮
HUB STATION KENTO
COMSYOKU
TREE高崎
美しが丘ワーキングスペー
ス
勉強カフェ 新宿ベースポ
イントスタジオ
C-WORK
パセラのコワーク東新宿店

埼玉県所沢市日吉町4-2
所沢サンプラザ3F
兵庫県神戸市中央区雲井通5-3-1
サンパル6F
兵庫県神戸市中央区磯上通4-1-14
三宮スカイビル
神奈川県鎌倉市大船1-12-10
湘南第5ビル4F
熊本県熊本市中央区下通1-12-27
CORE21下通ビル5F
愛知県豊橋市広小路1-18
ユメックスビル5F
福岡県福岡市中央区天神1-1-1

盈和産業株式会社

大阪府大阪市西区西本町1-4-1
オリックス本町ビル4F
福井県福井市中央1-10-22

fabbit株式会社

大阪府堺市北区長曽根町130-42

株式会社さかい新事業創造
センター
株式会社フジマニパブリッ
シング

神奈川県藤沢市南藤沢21-1
小田急湘南GATE 7F 湘南小田急住ま
いのプラザ内
福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-33
長谷工天神ビル4F-7F
福岡県福岡市中央区天神4-4-11
天神ショッパーズ福岡2F
静岡県伊東市八幡野1183番地
伊豆高原やまもプラザ内
兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12
カサベラFRⅡビル10F
新潟県新潟市中央区天神1-1
プラーカ3 2F
富山県高岡市戸出町4-3-28
大阪屋ショップ戸出店2F
群馬県高崎市連雀町104
スズメビルヂング2F・3F
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-8-1
CO-NIWAたまプラーザ
東京都新宿区西新宿7-18-18
新宿税理士ビル1F
東京都千代田区麹町2-2-4
麹町セントラルビル4F
東京都新宿区新宿7-26-7
ビクセル新宿1F

特定非営利活動法人コミュ
ニティリンク
株式会社神戸新聞社
株式会社ネスパ
一般社団法人未来会議室
トライアルビレッジ
fabbit株式会社

一般社団法人 EKIMAE MALL

株式会社長谷工コミュニテ
ィ九州
株式会社九州TSUTAYA
伊豆急行株式会社
塩屋土地株式会社
株式会社けんと放送
株式会社コンショク
ララハウス株式会社
東急株式会社
株式会社ベースポイント
シティコンピュータ株式会
社
株式会社ニュートン

パセラのコワークサテライ
ト池袋店
パセラのコワーク東神田店
カラオケパセラ池袋本店
カラオケパセラ新宿靖国通
店
カラオケパセラ新宿歌舞伎
町店
カラオケパセラ渋谷店
カラオケパセラ銀座店
カラオケパセラ横浜ハマボ
ールイアス店
カラオケパセラ横浜関内店
カラオケパセラ 上野公園
前店
カラオケパセラ上野御徒町
店
カラオケパセラAKIBAマルチ
エンターテイメント
カラオケパセラ六本木店
カラオケパセラ秋葉原電気
街店
カラオケパセラ天王寺店
カラオケパセラなんば道頓
堀店
神戸元町東急REIホテル
博多東急REIホテル
那覇東急REIホテル
EAST DOCK
anyplace.work 富士吉田
work and place芦屋
fabbit銀座
howlive 那覇 久茂地・タイ
ムスビル店
howlive イオンモール沖縄
ライカム店
スペースアルファ三宮 コワ
ーキングスペース
Workmedi

東京都豊島区西池袋1-21-9

株式会社ニュートン

東京都千代田区東神田1-15-9
東京都豊島区西池袋1-21-9
東京都新宿区歌舞伎町1-16-2

株式会社ニュートン
株式会社ニュートン
株式会社ニュートン

東京都新宿区 歌舞伎町1-6-6

株式会社ニュートン

東京都渋谷区神南1-22-9
東京都中央区銀座6-13-16
神奈川県横浜市西区北幸2-2-1

株式会社ニュートン
株式会社ニュートン
株式会社ニュートン

神奈川県横浜市中区末広町3-95
東京都台東区上野2-14-30

株式会社ニュートン
株式会社ニュートン

東京都台東区上野1-20-9

株式会社ニュートン

東京都千代田区外神田1-1-10

株式会社ニュートン

東京都港区六本木5-16-3
東京都千代田区1-13-2

株式会社ニュートン
株式会社ニュートン

大阪市天王寺区悲田院町8-1
大阪府大阪市中央区道頓堀ベニスビ
ル1
兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-35
福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-23
沖縄県那覇市旭町116-37
（カフーナ旭橋内）
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取895

株式会社サンザ
株式会社サンザ

山梨県富士吉田市新西原1-7-12
新西原ビル3F
兵庫県芦屋市船戸町5-26
東京都中央区銀座1-15-4
銀座一丁目ビル 7F
沖縄県那覇市久茂地2-2-2
タイムスビル2F
沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1
イオンモール沖縄ライカム5F
兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1
三宮センタービル東館6F
東京都新宿区西新宿7-7-26
ワコーレ新宿第一ビル

株式会社東急ホテルズ
株式会社東急ホテルズ
株式会社東急ホテルズ
NPO法人ローカルデザイン
ネットワーク
キャップクラウド株式会社
株式会社mapB
fabbit株式会社
株式会社マッシグラ沖縄タ
イムス
株式会社マッシグラ沖縄タ
イムス
パーソルラーニング株式会
社
ユニオン・メディエイト株
式会社

ビステーション新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-12
アルファスペース新横浜2F-4F
勉強カフェ 両国スタジオ
東京都墨田区両国3-26-11
東和ビル3F
セミナープラス南町田
東京都町田市鶴間3-10-2
営業日及び営業時間は各店舗の定めによる。

株式会社長谷工コミュニテ
ィ
株式会社ブックマークス
東急株式会社

