
会員種別 プレミアム フルタイム 平日オールナイト
&ホリデー モーニング

月額利用料 ¥55,000 ¥47,300 ¥23,100 ¥8,800

入会金 ¥110,000 ¥94,600 ¥46,200 ¥17,600

初期費用合計 ¥165,000 ¥141,900 ¥69,300 ¥26,400

法人追加メンバー（入会金） ¥55,000 ¥47,300 ¥23,100 ¥8,800

法人追加メンバー（月額利用料） ¥27,500 ¥23,650 ¥11,550 ¥4,400

利用可能拠点数 松濤・青山・白金・学大

利用可能エリア 全拠点フリーデスクエリア B1～９F B1～９F B1～６F

施設利用可能時間帯 各施設全時間帯 24時間365日
平日18時～翌9時

土日祝24時間
全日5時～11時

会議室／1時間（会員） 4時間まで無料／月

住所利用・登記
松濤のみで可

月額利用料に含む。
月額利用料に含む。

ロッカー 1台分は月額利用料に含む。
2台以降は\3,300

1台分は月額利用料に含む。
2台以降は\3,300

ゲスト

延長料金

郵便転送 週1回/ 月

※法人追加メンバーは契約代表者１名に対して４名までとする。

月額利用料

入会金

初期費用合計
バーチャルオフィス

サービス内容（料金内）
バーチャルオフィス

サービス内容（料金外）

会議室（ビジター）

1DAY利用（有人受付時間帯）

表示価格は全て税込です。

WORK COURT 渋谷松濤

会員プラン詳細

渋谷松濤

4名会議室　\2,200～

¥5,500

¥3,300

¥3,300

\1,100／4時間まで　\2,200／4時間以上    （有人受付時間帯のみ）

\550/時間（18時～翌6時）　　\1,100/時間（6時～18時）　MAX\2,200

¥4,400

バーチャルオフィスプラン
¥12,100

¥24,200

¥36,300

・住所利用、法人登記可・郵便物転送　毎週1回

・施設利用（1DAY\1,650）・会議室利用(会員価格適用)

4名会議室　\3,300～



会員種別 フリーアクセス フルタイム 平日ナイト＆ホリデー

月額利用料 ¥38,500 ¥30,800 ¥15,400

入会金 ¥38,500 ¥30,800 ¥15,400

初期費用合計 ¥77,000 ¥61,600 ¥30,800

法人追加メンバー（入会金） ¥19,250 ¥15,400 ¥7,700

法人追加メンバー（月額利用料） ¥19,250 ¥15,400 ¥7,700

利用可能拠点数 白金・青山・学大

利用可能エリア 全拠点フリーデスクエリア

施設利用可能時間帯 各施設全時間帯 全日 8時30分～22時
平日 18時～22時

土日祝 8時30分～22時

会議室／1時間（会員） 各拠点に準ずる

有料フォンブース／30分（会員） 各拠点に準ずる

住所利用・登記 白金のみで可　￥5,500

ロッカー 各拠点に準ずる

ゲスト

郵便転送 週1回/ 月

※法人追加メンバーは契約代表者１名に対して４名までとする。

月額利用料

入会金

初期費用合計
バーチャルオフィス

サービス内容（料金内）
バーチャルオフィス

サービス内容（料金外）

会議室／1時間（非会員）

有料フォンブース（非会員）

1DAY利用（有人受付時間帯）

時間単位利用（有人受付時間帯）

表示価格は全て税込です。

¥9,900

WORK COURT 白金

会員プラン詳細

白金

白金

4名会議室　\2,200～

¥165

¥5,500

¥3,300

\1,100／4時間まで　\2,200／4時間以上    （有人受付時間帯のみ）

¥4,400

バーチャルオフィスプラン

¥3,300
￥550／30分

¥9,900

¥19,800

・住所利用、法人登記可・郵便物転送　毎週1回

・施設利用（1DAY\1,650）・会議室利用(会員価格適用)

4名会議室　\3,300～

１DAYもしくは時間利用料＋有料フォンブース利用料 \550/30分



会員種別 フリーアクセス フルタイム 平日ナイト＆ホリデー

月額利用料 ¥38,500 ¥25,300 ¥13,200

入会金 ¥38,500 ¥25,300 ¥13,200

初期費用合計 ¥77,000 ¥50,600 ¥26,400

法人追加メンバー（入会金） ¥19,250 ¥12,650 ¥6,600

法人追加メンバー（月額利用料） ¥19,250 ¥12,650 ¥6,600

利用可能拠点数 学大・青山・白金

利用可能エリア 全拠点フリーデスクエリア

施設利用可能時間帯 各施設全時間帯 全日 8時30分～22時
平日 18時～22時

土日祝 8時30分～22時

会議室／1時間（会員） 各拠点に準ずる

有料フォンブース／30分（会員） 各拠点に準ずる

住所利用・登記 学大のみで可　￥5,500

ロッカー 各拠点に準ずる

ゲスト

郵便転送 週1回/ 月

※法人追加メンバーは契約代表者１名に対して４名までとする。

月額利用料

入会金

初期費用合計

バーチャルオフィス
サービス内容（料金内）

バーチャルオフィス
サービス内容（料金外）

会議室／1時間（非会員）

有料フォンブース（非会員）

1DAY利用（有人受付時間帯）

時間単位利用（有人受付時間帯）

表示価格は全て税込です。

¥8,800

WORK COURT 学芸大学

会員プラン詳細

学大

学大

4名会議室　\2,200～

¥165

¥5,500

¥3,300

\1,100／4時間まで　\2,200／4時間以上    （有人受付時間帯のみ）

¥4,400

バーチャルオフィスプラン

¥2,200

￥550／30分

¥8,800

¥17,600

・住所利用、法人登記可・郵便物転送　毎週1回

・施設利用（1DAY\1,100）・会議室利用(会員価格適用)

4名会議室　\3,300～

１DAYもしくは時間利用料＋有料フォンブース利用料 \550/30分



会員種別 フリーアクセス フリーデスク 会員種別 1名部屋 2名部屋 3名部屋 4名部屋

月額利用料 ¥38,500 ¥33,000 月額利用料 ¥87,450 ¥201,300 ¥324,500 ¥429,000

入会金 ¥38,500 ¥33,000 入会金 ¥87,450 ¥201,300 ¥324,500 ¥429,000

保証金 ¥0 ¥0 保証金 ¥159,000 ¥366,000 ¥590,000 ¥780,000

初期費用合計 ¥77,000 ¥66,000 初期費用合計 ¥333,900 ¥768,600 ¥1,239,000 ¥1,638,000

法人追加メンバー（入会金） ¥19,250 ¥16,500 法人追加メンバー（入会金）

法人追加メンバー（月額利用料） ¥19,250 ¥16,500 法人追加メンバー（月額利用料）

利用可能拠点数 青山・白金・学大 青山 利用可能拠点数

利用可能エリア 全拠点フリーデスクエリア 青山フリーデスクエリア 利用可能エリア

施設利用可能時間帯 各施設全時間帯 平日9時～22時
土9時～18時

施設利用可能時間帯

会議室／1時間（会員） 各拠点に準ずる 8名会議室　\4,400
16名会議室　￥8,800

会議室／1時間（会員）

ゲスト ゲスト

住所利用・登記 青山のみで可　￥5,500 ¥5,500 住所利用・登記

03番号付与 青山のみで可　￥11,000 ¥11,000 03番号付与

ロッカー 各拠点に準ずる ¥5,500 ロッカー

社名プレート 青山のみで可　￥5,500 ¥5,500 社名プレート

郵便転送 週1回/ 月 郵便転送 週1回/ 月

※法人追加メンバーは契約代表者１名に対して４名までとする。
フリーアクセスオプション

（青山・白金・学大利用可）

※法人追加メンバーは契約代表者１名に対して４名までとする。

月額利用料 表示価格は全て税込です。

入会金

初期費用合計

バーチャルオフィス
サービス内容（料金内）

バーチャルオフィス
サービス内容（料金外）

会議室／1時間（非会員）

1DAY利用（有人受付時間帯）

表示価格は全て税込です。

契約拠点のみ

青山アラマンダワークコート

フリーデスク会員　プラン詳細 メインオフィス会員　プラン詳細

¥33,000

¥33,000

¥5,500

契約個室／メインオフィス共用部／青山フリーデスクエリア

メインオフィス24時間365日／ フリーデスクエリア平日9時～22時　土9時～18時

8名会議室　\4,400　16名会議室　￥8,800

\1,100／4時間まで　\2,200／4時間以上    （有人受付時間帯のみ） 無料／4時間まで　\2,200 ／4時間以上    （有人受付時間帯のみ）

月額利用料に含む

月額利用料に含む

¥5,500

¥5,500

¥4,400 ¥4,400

8名会議室　\6,600／16名会議室　￥13,200

¥4,400

バーチャルオフィスプラン

¥16,500

¥16,500

¥33,000

・住所利用、法人登記可・郵便物転送　毎週1回

・施設利用（1DAY特別料金￥2,200）・会議室利用(会員価格適用)
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