
IZUMI-SO 2F：シェアワークスペース 金額表 	

  フリーデスク・固定デスク 	

【賃貸条件／初期費用】	

	

プラン	 金額	 共益費	 登録料	 保険料	

カフェラウンジ&
フリーデスク 	 ¥	11,000	

	
無し	

一ヶ月分	
(返却無し)	

		3,600	/年	
(税込)	
	

 固定デスク(2)	
	ドアあり 201・202	 ￥27,000	 ￥3,000 

 固定デスク(4)	
	ドアなし 203〜206	 ¥	25,000	 ￥3,000 

                                 								税抜表記 	

 

【設備】 

コピー機、プリンター、スキャナー、WI-FI、電子レンジ、 

冷蔵庫、会議スペース、入口セキュリティ用カードキー、 

1Fカフェラウンジ、 屋上ルーフトップテラスは自由にご利用頂けます。 

 

【オプション】 

・専用住所（登記・ポスト）  月額  ¥ 3,240（税込） ・専用ロッカー月額￥3,240 (税込) ・駐輪場￥1,080 (税込) 
※数に限りがありますのでご了承ください 

・会議室は一時間ごとに ¥540（税込）の追加料金となります。 

【利用時間】 

・朝６時〜夜２４時（宿泊はできません） 

２F	

	

共有スペース	

	

会議室/フリーデスク	

	

固定デスク	フリーデスク	
集中ブース	

									 201	

									 202	

								203									204									205										206	

メンバー特約：カフェメニュー 10％OFF ※本人のみ 
	



IZUMI-SO 3F	4F：シェアワークスペース 金額表 	

  	２〜６名 ROOM 個室/４F	SHAWER	ROOM あり 	

【賃貸条件／初期費用】	

部屋番	 金額	
共益費	 登録料/	

	保証金	
保険料	

	301	 ¥	37,000	 ￥5,550	

●登録料	
一ヶ月分	
(返却無し)	
●保証金	

一ヶ月	
（返却有り）	

				4,600		/年	
(税込)	

	
エステ系利用

１１,６００/年	
（税込）	

	302	 ¥	33,000	 ￥4,950	
	303	 ¥	32,000	 ￥4,800	
	304	 ¥	32,000	 ￥4,800	
	305	 ¥	62,000	 ￥9,300	
	306	 ¥	87,000	 ￥13,000	
	401	 ¥	33,000	 ￥4,950	
	402	 ¥	32,000	 ￥4,800	
	403	 ¥	32,000	 ￥4,800	
	404	 ¥	62,000	 ￥9,300	
	405	 ¥	87,000	 ￥13,000	

※３０６号		405 号（キッチン付）水道代別途          		 税抜表記 	

【設備】 

コピー機、プリンター、スキャナー（４Fに設置※３Fメンバーも使用可能） 

WI-FI、専用住所（登記・ポスト）、電子レンジ、 

冷蔵庫、会議スペース、シャワーブース(4F)、共有キッチン(4F)   

入口セキュリティ用カードキーに加え、各オフィスへのキーロックも備えております。 

1Fカフェラウンジ、2F会議室/共有スペース、 屋上ルーフトップテラスは自由にご利用頂けます。 

【オプション】 ・駐輪場￥1,080 (税込)  ※数に限りがありますのでご了承ください 

・会議室は５時間/月まで無料。以降は一時間ごとに ¥540（税込）の追加料金となります。 

 

								301	

 初期費用例 	（Room	303） 	
  保証金        32,000(税抜) 

  登録料        34,560	
  共益費     	  		5,184																						
  月額賃料    	 		34,560	
 		保険料 																							4,600	  		
						合計	 												¥110,904(税込) 
      

	

								306	

３F	

	

								401	

								403	 								402	

								302	

								303									305	

								404	

４F	

	

								304	

								405	

メンバー特約：カフェメニュー 10％OFF ※本人のみ 
	



IZUMI-SO コミュニティメンバー 金額表 	

	
	

                                                     税抜表記 

membership A コミュニティ
メンバー 

B コミュニティ
メンバー企業 

C ショップ 
  オーナー 

利用料金 ￥5,000/月 ￥10,000/月 ￥10,000/2 週 

利用範囲 １Fカフェラウンジ １Fカフェラウンジ １Fショップ 
スペース 

カフェ全品メンバー 
価格 ● ● ● 

ワークショップ割引 ● ●  
レンタルスペース 
半額割引 ● ●  

 

他ロイヤリティ 
・メンバーカード 
・IZUMI-SO コミュニ
ティグループ参加 

メンバー企業紹介 
『マナビヤ』参加 マルシェ出展 

レンタルスペース メンバーの方 
(半額) 定価 内容 

キッチン利用 ¥4,000 ¥8,000 
/１時間ごと 

・調理内容は応相談 
・土日・祝日は 2 割増 

 
 

 

フロア利用 ¥5,000 ¥10,000 
キッチン＋フロア 

利用 ¥8,000 ¥16,000 

撮影一部 ¥8,000 ¥16,000 

全体貸切 ¥10,000 ¥20,000 
サイドテーブル 1本 

ブース ￥1,500 
         

￥3,000  

1Fカフェラウンジ 

フロア	

	

シェアキッチン	

	【設備】 WI-FI 

【レンタル設備】 

プロジェクター、スクリーン、音響（ＣＤ、パソコン） ・
映像（ブルーレイプレイヤー，パソコン） 、マイクワイ
ヤレス	 ２本	

1

	

2

POP-UP ショップ	

	

メンバー特約：カフェメニュー 10％OFF ※本人のみ 
	

＼懇親会セット／	 １７時以降のイベント開催時	

飲食懇親会セットで頼むと会場費無料！！	

Pセット	 ￥４５００／１人	 飲み放題込み	

Bセット	 ￥５５００／１人	 飲み放題込み 

＊１０人以上	 もしくわ最低￥４５，０００以上	


