
設備サービス

メンバー種別 利⽤可能時間 設備 共⽤設備 共通サービス ゲスト利⽤

ルーム
平日･土日24時間

（年末年始等の休業日を除く）
(ラウンジは平日9:00〜22:00)

有線LAN

無線LAN(無料)
複合機(有料)

シュレッダー(無料)

ラウンジ利⽤

(イベント利⽤は有料)

会議室利⽤(有料)
メンター・

アライアンス
パートナーのご紹介

(無料)

ラウンジにおける
ゲスト利⽤は

メンバー同席の上
1グループゲスト3名
1時間/回まで無料

上記を越える場合
500円/名・時間

有線LANブース

コワーキング 平日9:00〜22:00

フリーアドレス

マスター
【霞が関】平日9:00〜22:00

【京橋・※六本⽊】平日9:00〜22:00
※六本⽊は2019年5月末開設予定

SENQ KASUMIGASEKI

プランと料⾦

メンバー種別 ⽉額料⾦ ⼊会⾦
(契約⾦)

預託⾦
(敷⾦)

セキュリティー
カード発⾏料⾦ 契約種別 契約期間 契約終了時期

ルーム 130,000円〜
(光熱費別途)

月額料⾦
の1ヶ月分

月額料⾦
の2ヶ月分

＊
3,000円/枚

(紛失時の再発⾏⼿数料
は10,000円/枚)

定期建物
賃貸借契約 1年

契約期間満了時(更新なし)
(契約終了日の３ヶ月前までに

通知の上、両者合意にて再契約可)

ブース 60,000円〜

入会契約 3ヶ月
⾃動更新

契約期間終了月の
前月15日までに書面にて

終了意思表⽰
コワーキング 20,000円/名 月額料⾦

の1ヶ月分
＊マスター 30,000円/名

オプション

メンバー種別 ロッカー利⽤ 住所利⽤ 法人登記 会議室 無料枠を超える
ゲスト利⽤ 複合機

ルーム

＋5,000円/月
無料

無料 6人⽤
2,000円/30分

10人⽤
2,500円/30分

1名につき
500円/時

⽩⿊10円/枚
カラー50円/枚

ブース +10,000円/月

コワーキング +10,000円/月
(ポスト利⽤含む)マスター

お支払い方法

会員契約タイプ 契約開始時 ⼊会⽉翌々⽉以降支払方法
(⽉末〆)

法人
請求書発⾏

請求書発⾏
個人 クレジットカード決済

 価格表はすべて税抜き価格です。
 会議室は事前予約制、予約WEBサイトからお申込ください。

WEBでのキャンセル・変更は前日まで可能。当日の予約・キャンセル・変更は、
受付までお電話でご連絡ください。

 会議室のご予約時間は30分単位です。
 ご予約時間に遅れた場合、早期に終了された場合でも、ご予約時間分の利⽤料⾦を頂きます。
 当日のキャンセルの場合は100％の利⽤料⾦を頂きます。

 請求書発⾏時のお⽀払い⽅法は請求書記載内容に準じます。

• 個人のお荷物は貴重品も含め、ご⾃⾝で管理をお願い致します。
• 当ビル並びに当施設には喫煙所はございません。
• 秘密情報はご⾃⾝で管理をお願い致します。情報漏洩に関しまして、当施設は責任を負いかねます。

受付対応時間

休業日

平日 9︓00〜20︓00

年末年始及びビル電気設備停電検査等実施日
(会員様には別途ご案内)

2019年4月1日現在

＊預託⾦は課税対象外のためそれぞれの税別⾦額にてのお預かり

料⾦表

価格表

 価格表はすべて税抜き価格です。

会員区分 価格(税別月額) 面積(坪) 人数
コワーキング 20,000円/名 － －

マスター 30,000円/名 － －
ブース A 70,000円 1.24 1〜2名
ブース B 1.24 1〜2名
ブース C 1.24 1〜2名
ブース D 1.24 1〜2名
ブース E 1.24 1〜2名
ブース F 1.24 1〜2名
ブース G 1.24 1〜2名
ブース H 2.48 2〜4名
ブース I 2.21 2〜4名
ブース J 2.21 2〜4名
ブース K 2.21 2〜4名
ブース L 2.21 2〜4名
ブース M 1.15 1〜2名
ブース N 1.12 1〜2名
ブース O 2.24 2〜4名
ブース P 2.03 2〜3名
ブース Q 2.03 2〜3名

サービス 価格 単位
ブース登記 ＋10,000円 月額
ロッカー ＋5,000円 月額
住所利⽤（登記含む） ＋10,000円 月額
出⼒︓⽩⿊ 10円 枚
出⼒︓カラー 50円 枚
スキャン 無料貸出
プロジェクター 無料貸出
掃除機 無料貸出
移動式ホワイトボード 無料貸出
PCディスプレイ 無料貸出
各種コネクター 無料貸出

 レンタル機器は全て施設内での利⽤に限ります。

会員区分 価格(税別月額) 面積(坪)
ルーム 1 3.21
ルーム 2 3.24
ルーム 3 3.27
ルーム 4 3.27
ルーム 5 3.24
ルーム 6 11.98
ルーム 7 9.38
ルーム 8 4.57
ルーム 9 4.63
ルーム 10 4.63
ルーム 11 4.60
ルーム 12 4.57
ルーム 13 4.60
ルーム 14 4.63
ルーム 15 4.60
ルーム 16 4.54
ルーム 17 4.54
ルーム 18 7.99

入居済み

入居済み




