コワーキングスペース
ご利用案内

ジーエルベース千駄ヶ谷
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-28-8 鳩森ビル 303
電話番号 ０３－６４３４－０５８６

1.

利用時間

ン料金が必要です。

月・火・木・金

9：30～21：00

水・土・日・祝日

9：30～17：30

1.

2.

していない場合は、弊社指定の銀行口座にお

利用受付は利用終了時間の１時間前間まで。

支払いいただきます。
3.

16：30 です。

4.

入会金と、利用開始から 1～2 ヶ月間の利用料
金は、店頭にてクレジットカード決済を行い

土・日・祝日は、予約制です予めご予約くださ

ます。

い。03-6434-0586
4.

前月の当社指定日に、翌月分の利用料金をク
レジットカードで決済させていただきます。

毎週水曜日は、セミナー、イベント開催のため、
17：30 にて営業を終了します。

3.

平日会員の利用料の決済は、原則クレジット
カードで行います。クレジットカードを所持

月・火・木・金は、20：00、水・土・日・祝は

2.

平日会員の土・日・祝のご利用はドロップイ

年末年始の 12 月 29 日～1 月 3 日と夏季
（お盆）

5.

トカード決済、または、現金決済で承ります。

の 8 月 13 日～8 月 16 日、および、当店の定め
6.

た日は休館します。

ドロップイン料金は、店頭での都度クレジッ

オプション料金は、利用月の翌月に、月次集
計の上、請求させていただきます。利用の都
度、お支払いいただく必要はありません。

利用料金

7.

平日会員（平日の利用時間制限なし）

クレジットカードを所持していない場合は、
弊社指定の銀行口座にお支払いいただきます。

入会金

20,000 円（税別）

この場合の振込手数料は、お客様のご負担に

利用料

20,000 円/月（税別）

なります。弊社では、口座振替は取り扱って
いません。

ドロップイン（平日と土・日・祝のビジター利用）
午前中（13:00 まで）
１日利用

500 円（税別）
1,000 円（税別）

オプション料金
PC レンタル料
白黒のコピーと出力
カラーのコピーと出力
A4 サイズまでの
スキャン
FAX の受信・送信

無料

利用条件
1.

50 枚/月まで無料
51 枚以上は 20 円/枚
60 円/枚
無料

会員の登録には本人確認書類の提出と当社の定
めるフォームに個人情報のご登録が必要です。

2.

実名登録した Facebook のアカウントが必要で
す。お持ちでない場合はアカウントをご用意の
上お申し込み下さい。

10 枚/月まで無料
11 枚以上は 20 円/枚

複合機

ロッカー利用料

無料

郵便受取代行

無料

A4 サイズまでの、カラーと白黒のプリント、コピー、

法人登記

無料

スキャンが利用できます。また、以下の機能もご利

その他の有償サポート

3,000 円～（税別）

用いただけます。

3 万円を請求させていただきます。また、盗難、

キャノン MG3530

プリント

 Wi-Fi 接続

災害などによりロッカー内に保管した物が紛失、

 両面プリント

故障した場合の一切の責任を負いません。

 最高 4800dpi & 最小 2pl
コピー
スキャン

 L 判フチなしコピー
 1200dpi の CIS フラットベッド
スキャナー

郵便物等の取り扱い
1.

当スペースにて、提供住所に届いた会員宛の郵
便物、小口荷物、宅配物の受取代行を行います。

2.

Wi-Fi

受取代行した郵便物等は最大 1 ヶ月間、保管し
ます。コワーキングスペース利用者は、その期

以下のアクセスポイントをご利用いただけます。
SSID1 [2.4GHz]

AirPort52280

SSID2 [5GMHz]

Stream52280

暗号キー（パスワード）は、毎月、変更します。初
めて利用する場合は、係りまで暗号キーをご確認く

間内に店頭にてお受け取りください。
3.

行は行いません。
4.

受取代行は一切、行いません。

レンタルパソコン

5.

にて保管することが困難と判断したものは、受
取代行を拒む場合があります。

けます。
 HP EliteBook Folio 9470m

6.

ン

スペースにて故意又は重大な過失があった場合

 Windows 7 Professional 64 ビット

を除いて一切の責任を負いません。

 Office Professional 2013 搭載（Word
/ Excel / Outlook / PowerPoint /
OneNote / Publisher）

User ID

受取代行した郵便物等が損壊、紛失及び、転送
した郵便物の損壊、紛失、遅配については、当

 Intel Core i5-3427U CPU 1.80GHz

リケーショ

縦、横、高さの合計が 100 センチメートル以上
の荷物、生もの、生き物、危険物、当スペース

以下のスペックのレンタルパソコンをご利用いただ

OS / ア プ

本人限定受取郵便、内容証明郵便、特別送達郵
便等の特殊取扱い郵便物、現金書留及び金品の

ださい。

PC

原則、着払い、代金引換、クール便の、受取代

避難所

 Geek003PC¥GLBase-User

パスワードは、毎月、変更します。初めて利用する

災害発生時は、係員の指示、誘導に従ってください。

場合は、係りまでパスワードをご確認ください。

一時 （いっとき）
集合場所

貸しロッカー
1.

営業時間外のロッカーの利用はできません。

2.

ロッカーの鍵は、利用者ご自身で管理していた

広域避難場所

だきます。万が一鍵を紛失した場合は、違約金
3

千駄谷小学校（千駄ヶ谷 2-4-1）
明治神宮・代々木公園一帯

個人情報取り扱い
1.

6.

ナーを守っていただきますようお願いします。
7.

設置してあるゴミ箱に当スペース内で出たゴミ
以外を捨てることは厳禁です。また、ゴミの分

法令に基づく場合は除きます。

別回収にご協力ください。
8.

当スペース内は禁煙です。

9.

忘れ物の保管期間は 1 ヶ月までとします。所有
者不明で問い合わせもなく保管期間を過ぎた場

当社が当スペースに適さないと判断した方及び、

合、処分をいたします。

18 歳未満の方（イベントによって例外あり）、
反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構

2.

飲食は周りの方の迷惑にならないよう節度とマ

はありません。尚、ご本人の同意がある場合、

注意事項
1.

慮ください。（イベントによっては例外あり）

ご本人の同意された範囲での利用と提供をし、
無断で個人情報を第三者に提供・開示すること

飲み物、食べ物の持ち込みは自由です。ただし、
飲酒および酒気を帯びた状態でのご利用はご遠

お預かりした個人情報は「個人情報保護法第 23
条」を厳守し、厳正に管理します。

2.

5.

10. セクシャルハラスメント・パワーハラスメン

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

ト・ストーカー等の他人への迷惑行為をした場

標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等）に関係す

合、当社の判断で退店・出入り禁止にさせて頂

る方のご利用はお断り致します。

く場合があります。

貴重品はご自身で管理をお願いします。荷物の

11. 設置されたパソコンをご利用した場合、入力し

お預かりはトラブルを避けるためお断りしてお

たデータやパスワードなどの個人情報はお客様

ります。盗難・紛失に関して責任は負いかねま

ご自身で管理・消去をお願いいたします。万が

すのでご了承ください。

一のデータ消失やトラブルに関しまして、当社

3.

設備、備品等の破損は損害を賠償して頂きます。

4.

当スペース内の撮影は可能です。ただし他の利

で一切の責任を負いかねます。
12. インターネットの接続不良、設置機器不具合、
トラブル等により利用できない場合でもご返金

用者が写ってしまう場合は利用者本人に許可を

はできかねますので予めご了承ください。

得て撮影をお願いします。またインターネット
上に公開する場合は特に周りへの配慮と注意を

13. 天災、地変、その他の不可抗力により、当スペ
ースの建物、施設の全部または一部が減失また

お願いします。

は毀損し、利用が不可能になった場合、当スペ
ースの営業は当然に終了します。

運営者
ギークラス株式会社
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-28-8 鳩森ビル 302
電話番号 ０３－６４３４－０５８６
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