
佐倉市スマートオフィスプレイスの利用について 

令和 4年 4 月 22 日改正 

 

この佐倉市スマートオフィスプレイスの利用について（以下「本利用について」という。） は、

佐倉市スマートオフィスプレイス（以下「当施設」という。）の利用にあたり、佐倉市スマートオ

フィスプレイスの設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）や佐倉市スマートオフィス

プレイスの管理及び運営に関する規則（以下「規則」という。）の規定の内容や解釈等を示すもの

です。当施設は、条例、規則及び本利用について（以下「条例等」という。）に同意し、遵守する

方にのみご利用いただけることとなります。 

 

1．目的 

当施設の目的は、コワーキングスペース、シェアオフィス等を提供し、多様な働き方を推進

するとともに、新事業の創出並びに起業者の育成及び支援を促進し、市民生活における仕事

と生活の調和、新たな雇用の創出等に資することとなります。 

 

2．休所日 

当施設の休所日は、年末年始（原則として 12月 29 日～1 月 3 日）となります。ただし、市が

特に必要があると認める場合、臨時に休所日を設けることがあります。 

 

3．開所時間 

当施設の開所時間は、原則として午前 8時 30 分から午後 8時 30 分までとなります。ただし、

市が特に必要があると認める場合、臨時に開所時間を変更することがあります。 

 

4．利用者区分 

当施設は、利用にあたり登録が必要となります。また、利用者について、次の区分を用いま

す。 

（1） 月額利用者（一般）  ⇒ 月額料金で利用する者 

（2） 月額利用者（佐倉市民）⇒ 佐倉市民優待月額料金で利用する者 

（3） ナイトプラン利用者  ⇒ ナイトプラン料金で利用する者（午後 5 時 00 分以降のみ利

用となります。それ以外の時間帯に利用する場合、時間利用者（ドロップイン）の料金が

適用されます。コワーキングスペースのみの設定となります。） 

（4） ウィークエンドプラン利用者 ⇒ ウィークエンドプラン料金で利用する者（土日祝日の

みの利用となります。それ以外の時間帯に利用する場合、時間利用者（ドロップイン）の

料金が適用されます。コワーキングスペースのみの設定となります。） 

（5） 学生優待  ⇒  学生優待月額料金で利用する者 

（6） 時間利用者（ドロップイン） ⇒ 時間あたりの料金で利用する者（コワーキングスペー

スのみの設定となります。） 

 

5．利用方法等 

当施設は、利用にあたり市または市からの指定管理者（以下「市等」という。）の許可が必要

となります。 

（1）利用者は、利用の申込みを行います。 

（2）利用の申込みは、ＷＥＢ上から利用申込ページにて、または施設受付の書面にて行って下さ 

い。なお、申込みにあたり、公的身分証明書の写しをご提出頂きます。 

（3）利用にあたっては、市等において審査を行い、利用者を決定することとなります。 

（4）市等は利用の許可にあたり、当施設の管理運営上必要な条件を付することができます。 

（5）利用者は、申込みの記載内容や事業内容に変更が生じた場合は、速やかにＷＥＢ上からマイ

ページ内において登録の変更を行って下さい。住所の変更においては、改めて公的身分証明

の写しをご提出頂きます。 

（6）個人又は法人での登録となります。法人での登録は、法人格を持つ団体のみ可能です。 



（7）次のいずれかに該当するときは、利用の許可はできません。 

①公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

②当施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

③当施設の管理上支障があると認められるとき。 

④その他市が利用を不適切と認めたとき。 

 

6．利用料等 

（1）当施設の利用料等は、別表 1～別表 3 のとおりとなります。 

（2）利用料等の支払方法は、次のとおりとなります。 

①シェアオフィス：「口座振替」「銀行振込」「現金」でお支払いください。 

②コワーキングスペース：「クレジットカード」でお支払いください。 

③その他の料金：「クレジットカード」でお支払いください。 

（3）当月 25 日に翌月分の利用料をお支払い頂きます。 

  「口座振替」「クレジットカード」は毎月 25日が決済日となります。 

  「銀行振込」は，請求書受領後，毎月 25 日までにお振込み下さい。 

  「現金」は，毎月 25日までに受付にてお支払い下さい。 

（4）月額利用者の利用料は、初回利用の場合、金額が異なります。 

（5）シェアオフィス及び月額利用者において、利用の開始が月の途中となる場合においても、使 

用料の日割り計算は行わず、一か月分をお支払い頂きます。 

（6）市等が指定する期日までに使用料をお支払いいただけない場合、地方自治法の規定により、

使用料に加え、延滞金をお支払いいただくこととなります。 

 

7．利用期間 

当施設の利用期間は、次のとおりとなります。また、利用期間が終了したときは、直ちに利

用場所を原状に回復しなければなりません。 

（1）シェアオフィス 

最長通算 4年間。ただし、市等が特に認める場合この限りではありません。 

（2）コワーキングスペース（月額利用者） 

初回利用月は、料金を支払った月の月末まで利用できます。継続して利用される場合は、

利用する前月末日までに料金を支払う必要があります。（自動更新されます。） 

 

8．利用の中止 

（1）シェアオフィスの利用者は、利用を中止しようとする場合、利用中止日の 1 か月前までに、

市等に利用中止の申出を行う必要があります。 

（2）コワーキングスペースの月額利用者は、利用を中止しようとする場合、利用中止日の 1か月

前までに市等に利用中止の申出を行う必要があります。 

  HP 上マイページ内で利用停止申請を行ってください。 

（3）シェアオフィス及び月額利用者において、利用の中止が月の途中となる場合においても、使

用料の日割計算での返金は行いません。 

 

9．利用プランの変更 

  毎月 20 日までに受付にお申し出ください。翌月から変更後のプランにてご利用頂けます。 

  20 日以降となった場合、翌々月から変更後のプランでのご利用となります。 

 

10．利用者以外の者の利用 

（1）利用者以外の者の利用を原則として禁止します。ただし、利用者（時間利用者を除く）が事

業を行う上で必要がある場合、受付で所定の手続を経て、原則 3 名まで、かつ、1日につき 2

時間まで、利用者が同席の下、利用者以外の者（以下「来客」という。）が当施設を利用する

ことを認めます。この場合、当該来客についても、条例等は適用され、当該来客に関する一

切の責任については招聘した利用者が負うこととなります。 



（2）上記の「来客」が 2時間を超えて利用し続けた場合、超えた時間から、「来客」一人につき、

時間利用者一人分と同等の利用料を、利用者にお支払い頂きます。 

（3）上記の「来客」が入退出する場合は、必ず受付側の出入口からお入りください。 

 ※「来客」とは、あくまで、利用者が業務等を行う上で、打合せ等を目的として招き入れる者の

ことをいい、利用者と共にコワーキングスペースやシェア工房を自身の業務の為に、利用す

る場合は、月額利用契約または時間利用契約を必要とします。 

 

11．会議室・シェア工房の利用 

利用者は、次の施設を利用することができます。 

（1）会議室（4～8名程度利用可能） 

申込みにより有料（１時間あたり 500 円）で利用することができます。利用者（時間利用者

は除く）が同席の下、来客の利用も可能です。 

（2）シェア工房 

無料で利用できますが、レーザー加工機の利用は有料となります。また、利用することがで

きる工具は、別表 2のとおりです。 

（3）シェア工房ご利用時は、怪我をされぬよう十分にご注意頂下さい。万が一、怪我をされても 

責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

12．その他設備等の利用 

利用者は、申込み（コピー機を除く。）により、別表 3 の設備等を利用することができます。

申込みにあたっては、本人確認等、所定の手続が必要となります。 

 

13．駐車場の利用 

利用者は、当施設の利用時間に応じ、次の駐車場を無料で利用できます。 

（1）ワイパーク ユーカリが丘商業 

（2）ワイパーク スカイプラザ・モール 

（3）ワイパーク ウイシュトンホテル 

（4）ワイパーク スカイプラザ 

（5）ワイパーク ユーカリプラザ／ユーカリプラザ第 2 

 

14．権利義務の譲渡等の禁止 

利用者は、条例等により生じる一切の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保に

供することはできません。 

 

15．利用上の禁止事項 

当施設の管理運営上、次に該当する場合、利用をお断りさせていただくことがあります。 

（1）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

（2）当施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（3）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することと認められるとき。 

（4）特定の思想・宗教の勧誘行為、布教行為を目的とした利用と認められるとき。 

（5）ねずみ講、マルチ商法、霊感商法、ネットワークビジネスなどにあたる事業内容であると認

められるとき。 

（6）虚偽の広告・誇大広告を打ち出してのセミナー等の利用と認められるとき。 

（7）その他当施設の管理運営上、支障があると認められるとき。 

 

16．利用上の注意事項 

当施設の管理運営上、次に該当する事項について、ご注意ください。 

（1）当施設内における飲食は、飲み物及び軽食のみ所定の場所にて可能とします。ただし、他の

利用者の迷惑となる可能性のある飲食物（香りの強い食事など）は禁止します。 



（2）当施設内における酒宴を目的とした利用を禁止します。 

（3）施設内は全面禁煙とします。 

（4）施設内で発生したごみは、市等が指定する方法により廃棄してください。また、当施設内で

通常の利用により発生したごみ以外のごみの持ち込み及び廃棄は禁止します。第三者に知ら

れたくない情報が記載された書類等については、各利用者の責任においてシュレッダーで裁

断するなど必要な処理を行った上で廃棄してください。 

（5）利用者は、当施設が複数の者が共同で利用する形態の施設であることを理解し、相互に協力

するとともに、他の利用者の迷惑とならないよう相互に配慮してください。 

（6）当施設の利用にあたっては、市等及び施設管理者からの指示に従ってください。 

（7）起業・創業支援等のイベント開催により、当施設の一部が使えなくなることもありますので、

あらかじめご了承願います。 

（8）貴重品はご自身で管理をお願いします。所持品の受付での預かりはお断りしております。ま

た、盗難・紛失に関して一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

（9）当施設を１時間以上、離席される場合は荷物を一緒にお持ちください。席に荷物を置いた状

態で１時間以上離席された場合、他の利用者が席を使用出来るようにするため、荷物を市等

及び施設管理者が回収することがあります。 

（10）インターネットの接続不良、設置機器の不具合、トラブル等により利用に支障が生じた場

合でも、使用料の返金・損害の賠償等はできませんので、あらかじめご了承ください。 

（11）サポート切れの OS など当施設のネットワークに接続することが望ましくない端末を用い

ての利用はお断りする場合があります。 

（12）当施設内の撮影は可能です。ただし、他の利用者が映り込む場合は、当該利用者本人に許

可を得て撮影をお願いします。また、画像をインターネット上に公開する場合は特に周囲

への配慮と注意をお願いします。 

（13）感染症に罹患している方、他の方への感染のおそれがある健康状態での利用は、ご遠慮く

ださい。 

（14） 施設内の会話は可能です。しかし、他の利用者の迷惑となるような大きな声や笑い声で

の談笑はご遠慮下さい。 

 

17．損害賠償等 

（1）利用者は、当施設内において市等又は他の利用者若しくは第三者に損害を与えた場合、直ち

に管理者にその旨を報告するとともに、損害を与えた者に対し、誠実に対処し、自ら責任を

持って解決することとなります。 

（2）利用者が当施設又は当施設内に設置された設備、備品等を破損・毀損した場合、その原状回

復に必要な費用を負担していただきます。 

 

18．利用の許可の取消し等 

市等は、次のいずれかに該当する場合、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用を

停止すること（以下「取消し等」という。）ができます。この場合において、利用者に損害が

生じても、市等はその賠償責任を負いません。また、スマートオフィスプレイスの管理運営

上やむを得ない事情が生じた場合も、取消し等ができます。なお、取消し等の場合において、

利用者は、直ちに利用場所を原状に回復しなければなりません。 

（1）公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

（2）当施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（3）当施設の管理上支障があると認められるとき。 

（4）条例及び規則の規定に違反したとき。 

（5）虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかであると認められる時。 

（6）条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

 

19．個人情報の取扱い 

お預かりした個人情報は、佐倉市個人情報保護条例、佐倉市情報セキュリティポリシー、個



人情報の保護に関する法令等を遵守し、厳正・適切に取り扱います。 

 

20．市等の免責事項 

（1）当施設の設備や備品の使用によって生じた傷害や損害（インターネット接続による情報漏洩

を含む）に関して、一切責任を負いません。 

（2）利用者同士のトラブルについて、一切関知せず責任を負いません。 

（3）当施設を利用したことによる人的・物的損害について、一切責任を負いません。 

（4）当施設の利用者が販売している物や仕事の内容について、当施設として何ら保証するもので

はありません。 

（5）天災、地変その他市等の責に帰することができない事故により、利用者が被った損害につい

て、一切責任を負いません。 

（6）利用者等の所有物や貴重品等の毀損や盗難等の被害について、一切責任を負いません。なお、

忘れ物の保管期間は最大３か月とします。期間経過後については一切責任を負いません。 

 

21．使用料等の変更 

物価、公租公課、近隣建物賃料の変動により使用料等が不相当となったときは、使用料等を

変更することがあります。 

 

22．本利用についての変更 

本利用については、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 

 
別表 1 使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 2 工具 

工具 料金（税込） 備考 

レーザー加工機 1 台 30 分あたり 660 円 ・利用にあたり申込みが必要です。 

区分 料金（税込、水光熱費を含む）等 

コワーキングスペース (1) 月額利用者  （一般） 

（佐倉市民） 

（ﾅｲﾄﾌﾟﾗﾝ）

（ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾝ）

（学生優待）

(2) 時間利用者 

（利用日当日のみ） 

月額 6,600 円(初回のみ 11,600 円) 

月額 5,500 円(初回のみ 10,500 円) 

月額 3,300 円(初回のみ 8,300 円) 

月額 3,300 円(初回のみ 8,300 円) 

月額 2,200 円(初回のみ 7,200 円) 

1 時間当り 300 円 

以降 30 分毎 150 円増 

4 時間半以降一律 1,500 円 

シェアオフィス 1 利用想定人数 10 名 月額 145,000 円（初回のみ150,000 円） 

シェアオフィス 2 利用想定人数 6 名 月額 95,000 円（初回のみ100,000 円） 

シェアオフィス 3 利用想定人数 4 名 月額 50,000 円（初回のみ 55,000 円） 

シェアオフィス 4～6 利用想定人数 2 名 月額 35,000 円（初回のみ 40,000 円） 

 



   ・初回利用時は、職員の操作説明を受

けていただく必要があります。 

・利用は 4時間以内となります。（他に

利用される方がいない場合、延長可

能です。） 

ドライバードリル 3 台 無料  

バンドソー 1 台 無料  

スライド丸ノコ盤 1 台 無料  

サンダー 2 台 無料  

 

 

 

別表 3 その他設備等 

設備等 料金（税込） 備考 

ロッカー兼メールボックス 

（住所・法人登記利用を含

む。） 

シェアオフィス利

用者：無料 

 

コワーキングスペ

ース月額利用者： 

月 3,000 円 

・月額利用者のみ申込みをすることが

できます。 

・ロッカー兼メールボックスを 1 か所

利用することができます。 

・名刺やホームページに当施設の住所

を記載して、利用することができま

す。 

追加ロッカー兼メールボッ

クス 

月 3,000 円／個 ・上記の申込みをした利用者がロッカ

ー兼メールボックスを１か所追加で

利用することができます。（空きがあ

る場合に限ります。） 

IC カード コワーキングスペ

ース月額利用者・シ

ェアオフィス利用

者：無料 

コワーキングスペ

ース時間利用者： 

１枚あたり 300 円 

・お持ちの Felica カードによる登録

を希望されない方のみの発行となり

ます。 

⑤コピー機 白黒 

１枚あたり 10 円 

カラー 

１枚あたり 30 円 

・申込不要で利用可。 

⑥会議室 1 時間当り 500 円 ・事前予約が必要となります。 

⑦セミナールーム 1時間当り 1,100 円 

1 日利用 5,500 円 

・事前予約が必要となります。 

 


