
1名用から37名用まで全部屋完全個室でご用意
しております。

※表示価格は税抜価格です。

区画料金表

210
209
208
207
206

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
規模：地上6階地下3階
竣工：1989年11月
耐震基準：新耐震
空調：各室個別空調（一部ゾーン空調）
EV：3基

コーヒーサーバーやナッツバーがご利用可能
です。（無料）

WEB会議専用ブースがご利用可能です。

（無料）

6名用会議室を2部屋、8名用会議室を1部屋ご
用意しております。6名用会議室は2部屋合わ
せて12名でのご利用も可能です

コワーキング会員、オフィス会員にかかわらず
24時間いつでもご利用可能です。

マルチ周波数測定の体組成計がご利用可能です。
（有料）

有資格者によるネイルケア＆各種ボディケアが
ご利用可能です。（有料）

2022年12月末までの営業

フィンランド式のプライベートサウナのご利用
が可能です。（有料）

※女性専用のプライベートサウナもございます。

バルコニーに設置のグランピングワーキングス
ペースをご利用可能です。（無料）

美容家電完備のパウダールームがご利用可能で
す。（女性専用・無料）

※セキュリティカードは席数分お渡しいたします。

席数を超えての貸与をご希望の場合は1人当たり月額20,000円が発生致します。

完全個室

カフェスペース

WEB会議専用ブース

健康食の提供 ネイル・ボディケア

マルチ周波数体組成計

24時間利用可

会議室

ネイル・ボディケア

パウダールーム

グランピングエリア

プライベートサウナ（フィンランド式）

区画料金表

※表示価格は税抜価格です。個室入居者の方に健康食を提供しております。
（無料）

全入居者向けにスムージー、ベーグルの販売
があります。

部屋番号 201 202 203 204 205 206 207 208 209

利用料 契約済み 契約済み 募集中 契約済み 募集中 契約済み 募集中 募集中 募集中

席数 9席 14席 5席 3席 35席 1席 1席 1席 1席

部屋番号 210 211 212 213 214 215 216 217

利用料 契約済み 契約済み 募集中 契約済み 契約済み 契約済み 募集中 契約済み

席数 1席 11席 3席 4～5席 5席 2席 3席 4席

部屋番号 401 402 403 404 405 406 407 408

利用料 契約済み 募集中 募集中 募集中 募集中 募集中 募集中 募集中

席数 10席 37席 33～35席 33～35席 33～35席 33～35席 33～35席 33～35席

部屋番号 301 302 303 304 305 306 307 308 309

利用料 契約済み 契約済み 募集中 募集中 契約済み 契約済み 募集中 募集中 契約済み

席数 14席 11席 36席 24～25席 22～25席 6～7席 6～7席 2席 2席



SERVICE サービス一覧

OVERVIEW 契約条件

会員種別 オフィス会員 コワーキング会員

利用可能時間 24時間利用可能 (スタッフ常駐時間：平日8:30～18:00)

利用可能エリア 全エリア(＋ご契約個室) 1・2階コワーキングスペース

契約形態 施設利用契約 施設利用契約

契約期間
1年

(その後1年ごと自動更新)
1ヶ月

(その後1ヶ月ごと自動更新)

解約予告 3ヶ月前 1ヶ月前

月額基本利用料 区画料金表参照 30,000円

初期費用 事務手数料：2ヶ月分 事務手数料：1ヶ月分

支払い方法 請求書 クレジットカード

●施設利用料に含まれるサービス 〇有料または制限のあるサービス

オフィス
会員

コワーキング
会員

利用可能時間 料金等

カフェスペース ● ● 平日8:30～18:00 コーヒー、カフェラテ、紅茶等のドリンク、ナッツバー等

WEB会議・電話ブース ● ● 24時間

会議室 ○ ○ 24時間
01（6名用）：2,000円/時
02（6名用）：2,000円/時 ※01、02連結可能（4,000円/時）
03（8名用）：3,000円/時

Wi-Fi・電源 ● ● －

社名プレート掲示 ● ○ － コワーキング会員は別途オプション利用（月額2,000円）

宅配ボックス ● ○ － コワーキング会員は登記・住所利用オプション利用者のみ

複合機・シュレッダー ○ ○ －
コピー・プリント：白黒10円/枚、カラー30円/枚
※スキャン・シュレッダーは無料でご利用いただけます

ロッカー利用 ○ ○ ー
大：5,000円/月
中：3,000円/月
小：2,000円/月

イベントスペース利用 ○ ○ ー 要相談

駐輪場 ○ ○ ー
自転車：月額2,000円
原動機付自転車：月額4000円

レンタサイクル ● ● 平日8:30～18:00 無料貸出※予約制

登記・住所利用 ● ○ － コワーキング会員は別途オプション利用（15,000円/月）

ゲスト利用 ○ ○ 平日8:30～18:00
2時間まで無料
※超過時1名につき1,000円/時
※1回の打ち合わせが会員含め4名を超える場合は会議室をご利用ください

郵便発送代行 ● ● 平日8:30～18:00
切手などを貼り付けた郵便物を代理で発送
※一部お取り扱いできないものもございます

アメニティ貸出 ● ● 平日8:30～18:00 文房具、ブランケット等

インターネット利用（有線） ○ ー － 別途ご契約が必要

電話回線 ○ ー － 別途ご契約が必要

個室清掃 ● ー －
ご契約個室内の床清掃（週1回）
※土日祝日を除きます

健康食の提供 ● ー 平日8:30～18:00 オフィス会員無料

バルコニー（グランピング仕様） ● ● 平日8:30～18:00

個室サウナ ○ ○ 平日8:30～18:00
1,000円/人（70分）※タオルレンタル料込
予約制

マルチ周波数体組成計 ○ ○ 平日8:30～18:00 500円/回

ネイルケア(2022年12月末まで) ○ ○ 平日8:30～18:00 有料・予約制

ボディケア(2022年12月末まで) ○ ○ 平日8:30～18:00 有料・予約制

※表示価格は税抜価格です。

※表示価格は税抜価格です。

〒107-0062
東京都港区南青山3丁目3-3

外苑前駅（1a出口）から徒歩4分
表参道駅（A3A4出口）から徒歩8分

03-6447-1103


