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一般社団法人ACTO日吉

まちのワークスペース
利用ガイド



まちのワークスペースとは

「まちのワークスペース」には、仕事や勉強、趣味にも使えるオープンスペース、鍵
付きでオフィス利用可能なブーススペース、会議に使えるクリエイティブラボと多様
な空間を配置。
新しいことや刺激的な出会いも期待できる、そんな場所です。
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こんな設備がそろっています！



営業日 平日 8:00～20:00、土日祝 10:00～18:00 ※時間帯により遠隔監視システム作動

休館日 毎月第3土曜日、夏季休業・年末年始

緊急連絡先（コールセンター）： 0120-533-090

オープンスペースメンバー会員の登録

会員は、月額制のオープンスペースメンバーへの登録が可能となります。
ご利用にあたっては、下記登録方法をご確認ください。

登録方法 ①Be ACTOの会員登録
②メールにて「オープンスペースメンバー会員希望」の連絡
③申込書及び必要書類の提出
※審査のため、1週間から10日間程お時間をいただく場合があります。

④オープンスペースメンバー会員登録の承認
⑤お支払い手続き

利用料金 月額10,000円

利用イメージ

【 Be ACTO会員かつオープンスペースメンバー会員】

以下のスペースを利用できます。

■オープンスペース

■クリエイティブラボ：別途有料 ※事前予約制

【 Be ACTO会員かつ非オープンスペースメンバー会員】

1日スポット利用料金をお支払いいただくことで

以下のスペースを利用できます。

1日スポット利用料金 1,500円

※1日スポット利用は、当日まちのリビング受付にて10時以降に

お手続きが可能となります。

まちのリビングの施設開業時間内にお申し付けください。

※火曜日・第３土曜日についてはまちのリビングが定休日のため

１日スポット利用はご利用できません。

■オープンスペース

■クリエイティブラボ：別途有料 ※事前予約制

【 Be ACTO非会員】

■まちのワークスペースはご利用できません。
※ただしクリエイティブラボ利用者の同伴である場合は入室可能です。

概要
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※利用料金の詳細は、4ページの「利用料金」をご覧ください。

オープンスペース

クリエイティブラボ



会員は事前に予約することで一部スペースを「占用利用」として貸し切ること
も可能となります。

■オープンスペース（占用利用不可）

定 員：14名（座席数：16席）

オープンスペースメンバーまたは1日スポット利用の場合、自由に利用する
ことができます。

■クリエイティブラボ（会議室）※占用利用は1時間から利用可能。

定員：6人部屋（座席数：6席）／8人部屋（座席数：8席）

ブースメンバー及びオープンスペースメンバー以外の会員は、別途「オープ
ンスペース1日利用料金（1,500円）」をお支払い頂きます。

※現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、定員・座席数を減らして運用しております。
詳しくは事務局へお問合せください。

■ブーススペース（個室・月額制）

ブーススペースの契約をしている会員のみが利用できるスぺースです。
※3部屋あり

※契約者は個室ブースを常時占用利用可能となります。

施設紹介

オープンスペース

クリエイティブラボ

ブーススペース
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バルコニーデッキ

ブーススペース

オープンスペース



利用料金

※表記の金額はすべて税込み価格です。

※上記利用時間については一般社団法人ACTO日吉主催及び共催のイベント時を除きます。

※利用時間は変更となる場合があります。

※1日スポット利用は、当日まちのリビング受付にて10時以降にお手続きが可能となります。

まちのリビングの施設開業時間内にお申し付けください。

※火曜日・第３土曜日についてはまちのリビングが定休日のため１日スポット利用はご利用できません。

利用の料金については、以下のとおりです。
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会員種別 金額※税込
クリエイティブラボ

（会議室）

Be ACTO

会員

オープンスペース
メンバー会員
（月額制）

メンバー 10,000円／月

※平日 8:00～20:00 利用可能
※土日祝 10:00～18:00 利用可能

1部屋あたり
500円／時間

※6人部屋・8人部屋の
2部屋あり

※要事前予約

非オープンスペース
メンバー会員

1日スポット利用 1,500円／日

※1人あたりの料金

※平日 10:00～19:00 利用可能
※土日祝 10:00～18:00 利用可能

（まちのリビング施設開業時間内
のみ利用可能）

ブーススペース

（個室・月額制）

１部屋あたり 35,000円／月

※３部屋あり

※利用者は個室ブースを常時
占用利用可能となります。

Be ACTO

非会員
まちのワークスペースはご利用できません。



占用利用の申請手続き・実施

占用利用のキャンセル手続き

本施設の占用利用のキャンセル手続きについて、占用利用当日の3営業日前までに
必ず運営事務局へご連絡をお願いします。
※当日キャンセルや無断キャンセルが複数回発生する場合には、利用の制限をさせ
ていただきます。
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■お申込みの流れ

STEP１：お問合せ＆事前相談【随時】

占用利用に関するお問合せや事前相談は、随時受付しております。

お問い合わせ先：一般社団法人 ACTO 日吉 運営事務局

E-mail ： info-hiyoshi@acto-nreg.jp 

STEP２：占用利用のお申込み【３か月前～2週間前まで受付可能】

Be ACTO会員システムから申請できます。

占用利用当日の3ヶ月前の月初めから受付を開始し、占用利用当日の
2週間前で受付を終了します。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
原則、先着順とします。

STEP３：予約完了【２週間前まで】

ご予約完了メールをもって予約完了となります。

STEP４：占用利用【占用利用当日】

占用利用後は、原状復帰、清掃、消毒をお願いいたします。

STEP５：お支払い

料金のお支払いは、ご登録いただいているクレジットカードより月末締めで決済させて
いただきます。
ただし、領収書の発行を希望される場合は、本施設の受付にて、当日クレジットカード、
交通系 IC カード、キャッシュレス等にてお支払いください。

▼占用利用の詳細



利用制限・遵守事項

1．利用制限

次の事項に該当する場合又は該当するおそれがあると認められた場合は、利用を制限し、不承認とします。

また、当法人はこのために生じた損害賠償の責任を一切追わないものとします。

１ 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合

２ 政治、思想、宗教、ネットワークビジネス、マルチビジネスもしくはその活動等に関係すると認められた

場合

３ 指定日までに入金がない場合

４ 本施設内の備品や壁、家具等が汚損又は破損のおそれがある場合

５ 利用権の全部又は一部を第三者に譲渡又は転貸した場合

６ 発火又は引火性の物品や危険物を持ち込んだ場合

７ その他、本施設の管理・運営上支障があると認められる場合

２．利用上の遵守事項

次の事項に掲げるものを遵守し、ご利用ください。

１ 利用権の全部又は一部を第三者に譲渡又は転貸しないこと。

２ 本施設内の備品や壁、家具等が汚損又は破損があった場合、速やかに当法人運営事務局へ報告すること。

３ 前項の損害対する賠償金については、利用者にて全額負担するものとする。また利用者が現状復旧の義務

を負うこととする。

４ 関係法令（道路法、道路交通法、消防法、建築基準法、食品衛生法等）に基づき利用すること。

５ 本施設内でお弁当、インスタント麺などの食事などを行わないこと。

６ クリエイティブラボ、バルコニーデッキを除く本施設内で携帯電話の長時間の通話、オンラインミーティ

ング等の実施をしないこと。

利用の取消し、利用の中止

次の事項に掲げるものに該当すると判断した場合、運営事務局は利用者に対し、利用の取消し及び利用の中止を

することができます。

１ 利用制限に掲げる内容に該当する場合

２ 利用上の遵守事項に掲げる内容に反した場合

３ 公益上やむを得ない事由が発生した場合

４ 指定日までに利用料の支払いがない場合

５ 災害や事故、その他非常事態の事由が発生した場合

６ 施設の修理、改修等の緊急を要する事象が発生した場合

７ 関係諸官庁から中止命令が出た場合

８ 利用時間を厳守していない場合

９ 運営事務局の許可なく対象者以外の者の利用を発見した場合
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次の事項に掲げるものに注意し、ご利用ください。

１ 利用中は、事故防止など十分な安全を確保し行うこと。

２ 利用者は、利用にかかる一切についての責任を持つこと。

３ 騒音や暴力行為等の迷惑行為を行わないよう、周辺に対して十分に配慮すること。

４ 周辺住民や他の施設の利用者に迷惑をかけたり、プライバシーを侵害したりしないよう十分配慮する。

５ 他の施設の業務に支障を与えないこと。

６ 利用後の原状回復と清掃については、利用者が責任を持って実施すること。

７ 火気及び危険物を利用しないこと。

８ 臭い及び煙の発生するおそれのある設備等を利用しないこと。

９ 宿泊並びに寝位での仮眠をすること。

10 通路等及び廊下、外壁、他の施設等許可されていない場所に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等

や営業活動を行うこと。

11 ブーススペース以外の共用部分を占用すること並びに不在時に物品を置くこと。

12 本施設内及び他の施設等にて、無断で物販等の営業活動をすること。ただし、事前に当法人運営事務局

に申請し、承認を得ている場合は、この限りではない。

13 本施設利用者に関係する事故及び備品等の盗難等のすべての事故等が生じた場合、速やかに運営事務局

へ報告すること。

14 本施設及び本施設の利用者もしくは来館者の個人が特定される情報、写真等をWEBサイトやSNS等に投

稿すること。ただし、事前に当法人運営事務局及び該当者に許可を得ている場合は、この限りではない。

15 万が一トラブルが発生した際は、利用者は速やかに当法人運営事務局に報告する義務を負う。またトラ

ブルの解決については利用者の責任において行うものとする。

16 本施設内は、禁煙とする。

注意事項
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一般社団法人 ACTO 日吉運営事務局

E-mail   ： info-hiyoshi@acto-nreg.jp 

営 業 日 ：平日 8:00～20:00、土日祝 10:00～18:00

※毎月第3土曜日、夏季休業・年末年始を除く

緊急連絡先

コールセンター ： 0120-533-090

お問い合わせ先

更新：20221023


