
設備サービス

メンバータイプ 設備 利用可能時間 共用設備 共通サービス ゲスト利用 住所利用

ルーム会員
（専用個室）

自社専有回線引込可
個別空調（有料）

【各専用部】
24時間365日

（ビル停電日を除く）

【ラウンジ】
平日のみ

9:00～22:00

wifi（無料）
複合機（有料）

その他

ラウンジ（無料）
会議室（有料）

シェアキッチン（有料）
の利用

メンター・アライアンス
パートナーのご紹介

（無料）

【要予約】
来訪から1時間まで
ラウンジ利用無料

上記を越える場合
550円/人・時間

無料
ブース会員

（専用ブース）
自社専有回線引込可

専用有線・wifi（無料）

コワーキング会員 京橋のラウンジ利用可 +11,000円/月

マスター会員 京橋・霞が関・六本木の
ラウンジが利用可

京橋以外での会議室等は
利用不可

京橋以外での
ゲスト利用不可

（京橋のみ利用可）
+11,000円/月

SENQ KYOBASHI

プランと料金（価格は全て税込表記）

メンバータイプ 月額料金 入会金
（契約金）

保証金
（敷金）

セキュリティー
カード発行料金 契約種別 契約期間 契約解除時期

ルーム会員 451,000円～
（光熱費別途）

月額料金
の1ヶ月分

月額料金
の2ヶ月分

3,300円
×人数分

紛失時は
再発行料として
11,000円/枚

定期建物
賃貸借契約 1年 1年毎の契約終了時期

（再契約されない場合は終了）

ブース会員 99,000円～

入会契約 3ヶ月
自動更新

3ヶ月に1度到来する
契約終了月の前月15日

までに書面通知
コワーキング会員 22,000円／名

月額料金
の1ヶ月分マスター会員 33,000円／名

オプション（価格は全て税込表記）

お支払い方法

契約タイプ 契約時 入会月以降

法人 請求書発行
お振込

請求書・クレジットカード可

個人 クレジットカード決済のみ

価格表

 会議室・シェアキッチンは、会員以外への貸し出しはしておりません。ご利用の際は会員専用WEBページから事前予約をお願い致します。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。

 月額料金とオプション固定費は前月末払い、オプション変動費は翌月末払いとなります。
 ご契約時のお支払いのみ、以下の通りご請求致します。

・入会金（契約金）・保証金（敷金）・セキュリティカード発行料金
・初月・次月分の月額料金（初回のみ2か月分）・オプション固定費

• 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。
• カードの使いまわしは禁止としております。確認された場合、契約を解除する場合がございます。

受付営業時間

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）

2022年9月7日現在

会員区分 月額料金（税込） 定員 面積（㎡／坪）

ルーム A 応相談 11名 36.20㎡／10.95坪

ルーム B 9名 29.11㎡／8.80坪

ルーム C 640,000円 10名 31.02㎡／9.38坪

ルーム D 6名 19.32㎡／5.84坪

ルーム E 応相談 9名 27.48㎡／8.31坪

ルーム F 応相談 30名 102.07㎡／30.87坪

ルーム G 550,000円 8名 26.22㎡／7.93坪

ブース 1 応相談 3名 5.98㎡／1.81坪

ブース 2 170,000円 3名 7.25㎡／2.19坪

ブース 3 応相談 4名 9.51㎡／2.87坪

ブース 4 応相談 4名 8.02㎡／2.42坪

ブース 5 4名 8.00㎡／2.42坪

ブース 6 2名 3.51㎡／1.06坪

ブース 7 95,000円 2名 3.56㎡／1.07坪

ブース 8 95,000円 2名 3.56㎡／1.07坪

ブース 9 応相談 2名 3.51㎡／1.06坪

ブース 10 応相談 4名 7.69㎡／2.32坪

ブース 11 応相談 3名 6.39㎡／1.93坪

その他サービス 価格 備考

複合機スキャン 無料 USBメモリ対応

イベント用
プロジェクター 無料 最大画面サイズ285インチの

大規模プロジェクター

調理器具各種 無料
包丁・フライパン・食器類に加え、

炊飯器・低温調理器具ANOVA
・BALMUDAトースターなど

各種ご用意

掃除機 無料

一眼レフ 無料 Canon EosKissX7

ラウンジでの
イベント開催

お問い合わせ
ください

・施設テーマに沿ったもの、勉強会
・会員優遇 等を推奨

内容等は都度ご相談ください

内覧可能時間 平日11:00～16:00まで受付（終了時間17:00）

 備品の貸し出しは施設内での利用に限ります。

メンバータイプ 住所利用 ポスト付
ロッカー 商業本店登記 会議室 シェアキッチン 無料枠を超える

ゲスト利用 複合機

ルーム会員 無料 ー 無料
会議室1:1,100円/30分

会議室2:1,650円/30分
2,750円/30分 1人につき

550円/時
サイズ問わず
白黒10円/面

カラー等50円/面
ブース会員 無料

+5,500円/月
+11,000円/月

コワーキング会員 +11,000円/月 住所利用料に含む

※サッシ改修により、面積が変更となりました

入居済み

会員区分 月額料金（税込） 定員 面積（㎡／坪）

コワーキング会員 22,000円／名 － －

マスター会員 33,000円／名 － －

 最新の空室状況と今後の予定、お値段については、直接施設宛にお問い合わせください。

入居済み入居済み

入居済み

入居済み


