「G.L.base」会員規約
本規約は、ギークラス株式会社（以下、当社）が運

支払い

営するバーチャルオフィスとコワーキングスペース
の「G.L.base」（以下、当スペース）のご利用につ

1.

平日会員の月額利用料は、前月の当社指定日に、

いて定めるものです。

翌月分の利用料金をクレジットカードで決済さ

入会及び当スペースのご利用に際しては、本規約を

せていただきます。

確認の上同意し、ご利用をお願いいたします。

2.

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ます。

会員規約

3.

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。こ
の場合の振込手数料は、お客様のご負担になり

入会
1.

ます。弊社では、口座振替は取り扱っていませ
ん。

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

4.

す。
2.

3.

決済後の入会金、利用料金の返済は致しかねま
す。

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

退会

意の上お申し込み下さい。

1.

退会のお申し出は前月の 1 日までにお願いいた
します。

ドロップイン利用以外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

2.

持していない場合は、弊社指定の銀行口座に

退会をお申し出いただいた翌月より退会となり
ます。

お支払いいただきます。
3.
4.

5.

登録された内容に変更がある場合は速やかに

用されなくなった場合でも利用料金の返金は致

届け出て下さい。

しかねます。

届出に虚偽の内容を確認した場合、登録を無

4.

効とさせていただきます。
6.

月単位でのお手続きとなります。月途中でご利

退会された月をもって会員登録のデータを抹消
いたします。

当社が当スペースに適さないと判断した方及

休止

び、18 歳未満の方、反社会的勢力（暴力団、
暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

1.

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知

休止のお申し出は前月 1 日までにお願いいたし
ます。

能暴力集団等）に関係する方の入会はお断り
2.

いたします。

休止をお申し出いただいた翌月より休止となり
ます。

3.

月単位でのお手続きとなります。月途中でご利
用されなくなった場合でも利用料金の返金は致
しかねます。
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4.

休止の有効期限は 1 年間です。

1.

営業時間外のロッカーの利用はできません。

5.

1 年以内に利用再開をされる場合、登録データ

2.

ロッカーの鍵は、利用者ご自身で管理していた
だきます。万が一鍵を紛失した場合は、罰金 3

を引き継ぐ事が可能です。
6.

万円を請求させていただきます。また、盗難、

お支払いの方法については再度ご登録が必要で

災害などによりロッカー内に保管した物が紛失、

す。

故障した場合の一切の責任を負いません。
7.

1 年を経過した場合、自動退会となり、登録デ
ータの引き継ぎはできません。

登録の取り消し

3.

ロッカーの使用料金は月額利用料に含まれます。

バーチャルオフィスについて

以下の場合、会員の登録を抹消させて頂く場合があ
ります。

コワーキングスペース平日会員（1 日ドロップイン
利用を除く）及び、バーチャルオフィス利用者向け

1.

本規約に違反をした場合。

2.

登録に虚偽の内容があった場合。

3.

違反、迷惑行為があった場合。

のサービスです。

提供住所の利用
1.

利用時間
1.

会員は当スペースが提供する住所（以下、「提
供住所」）を、ビジネス上の住所として、ホー
ムページ、名刺、会社案内、パンフレット等の

当スペースの利用時間は、原則、平日 9：30～

資料に記載できます。その際は、法令に従って

21：00（水曜日は 17:30 まで）、土・日・祝 9：

ご利用してください。ただし、提供住所をイン

30～17：30 です。

ターネット上に表示する場合は、原則、画像に
2.

利用受付は平日 20：00 まで、土・日・祝は 16：
30 までです。

3.

年末年始の 12 月 29 日～1 月 3 日と夏季（お盆）
の 8 月 13 日～8 月 16 日、および、当店の定め

て表示してください。
2.

会員は提供住所に法人登記する事ができます。

3.

会員が提供住所の利用により自ら損害を被り、
または第三者に損害を与えた場合、当スペース

た日は休館します。

は一切その損害を補償する責任を負いません。

注意事項

4.

会員は提供住所を以下に定める用途に用いては
いけません。

イベント、セミナー、勉強会を開催する際は、ご利
(ア) 住民票、パスポート、免許証等の公的申請

用できない場合があります（参加する場合を除く）。

に利用すること。

予めご了承お願いします。

(イ) アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ
商法、ネットワークビジネス、ギャンブル・

貸しロッカーについて

情報販売等に利用すること。

コワーキングスペース平日会員（1 日ドロップイン

(ウ) 政治活動、宗教活動、暴力団活動に利用す

利用を除く）の方のみのレンタルサービスです。

ること。
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(エ) 投資、融資等金融に関わる事業に利用する

5.

行は行いません。

こと。
(オ) 当社が不適当と判断した利用行為。
5.

6.

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

提供住所の使用料金は、バーチャルオフィスと

受取代行は一切、行いません。

コワーキングスペースの月額利用料に含まれま
す。

原則、着払い、代金引換、クール便の、受取代

7.

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

退会後の提供住所の表記
1.

取代行を拒む場合があります。

会員は退会までに、ホームページ、名刺、会社
案内、パンフレット、その他一切の資料に記載

2.

にて保管することが困難と判断したものは、受

8.

受取代行した郵便物等が損壊、紛失及び、転送

された提供住所を、変更、削除、廃棄してくだ

した郵便物の損壊、紛失、遅配については、当

さい。

スペースにて故意又は重大な過失があった場合
を除いて一切の責任を負いません。

退会後もこれ等に提供住所の記載がある場合、
会員は当スペースに違約金として、1 日あたり 1
万円をお支払いいただきます。

個人情報取り扱いについて
1.

郵便物等の取り扱いについて
コワーキングスペース平日会員（1 日ドロップイン

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.

ご本人の同意された範囲での利用と提供をし、

利用を除く）及び、バーチャルオフィスの郵便物転

無断で個人情報を第三者に提供・開示すること

送オプション利用者向けのサービスです。

はありません。尚、ご本人の同意がある場合、

1.

法令に基づく場合は除きます。

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.

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平日会員は、その
期間内に店頭にてお受け取りください。

3.

注意事項
1.

18 歳未満の方（イベントによって例外あり）、

郵便物転送オプション利用者には、毎週金曜日

反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構

（金曜日が休日の場合は前営業日）に、会員が

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

指定した送付先（以下、「指定送付先」）に、

標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等）に関係す

宅配便等にて転送します。ただし、指定送付先

る方のご利用はお断り致します。

に届かない等の場合、受取後 1 ヶ月間保管し、
その保管期間が過ぎたら、会員に通知した上で

2.

ります。盗難・紛失に関して責任は負いかねま

指定送付先への転送実費は、郵便物転送オプシ
ョン利用料金とは別に申し受けます。

貴重品はご自身で管理をお願いします。荷物の
お預かりはトラブルを避けるためお断りしてお

郵便物等を廃棄します。
4.

当社が当スペースに適さないと判断した方及び、

すのでご了承ください。
3.
3

設備、備品等の破損は損害を賠償して頂きます。

4.

5.

6.

当スペース内の撮影は可能です。ただし他の利
用者が写ってしまう場合は利用者本人に許可を

公租公課の増加、近隣土地建物の賃料相場、管

得て撮影をお願いします。またインターネット

理費の上昇、その他の経済情勢の変化等を考慮

上に公開する場合は特に周りへの配慮と注意を

して、改定することがあります。その場合は、

お願いします。

３ヶ月前までに周知します。

飲み物、食べ物の持ち込みは自由です。ただし、

14. 天災、地変、その他の不可抗力により、当スペ

飲酒および酒気を帯びた状態でのご利用はご遠

ースの建物、施設の全部または一部が減失また

慮ください。（イベントによっては例外あり）

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。

飲食は周りの方の迷惑にならないよう節度とマ
ナーを守っていただきますようお願いします。

7.

13. 当スペースの入会金と利用料金は、物価の上昇、

15. 当スペースに関する訴訟については、訴訟に応
じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第

設置してあるゴミ箱に当スペース内で出たゴミ

一審の管轄裁判所とします。

以外を捨てることは厳禁です。また、ゴミの分
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

規約の変更
本規約は予告なく変更される場合があります。予め
ご了承下さい。

合、処分をいたします。
10. セクシャルハラスメント・パワーハラスメン
ト・ストーカー等の他人への迷惑行為をした場

制定

合、当社の判断で退店・出入り禁止にさせて頂
く場合があります。
11. 設置されたパソコンをご利用した場合、入力し
たデータやパスワードなどの個人情報はお客様
ご自身で管理・消去をお願いいたします。万が
一のデータ消失やトラブルに関しまして、当社
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
はできかねますので予めご了承ください。

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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