HUB GUJO
郡上クリエイティブテレワークセンター
利用ルール

平成29年3月 作成
※本ルールは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

特定非営利活動法人HUB GUJO

◆総務省「ふるさとテレワーク」 郡上クリエイティブテレワークセンター 創設プロジェクト 概要

◆重要◆HUB GUJO 郡上クリエイティブテレワークセンター利用にあたっての前提
【郡上クリエイティブテレワークセンターの範囲】
・コワーキングスペース
・シェアオフィス （3部屋）
・会議室
・プライベートボックス
・「ふるさとテレワーク」事業によって整備された設備一式
【利用対象者】
以下の、「ふるさとテレワーク」の４類型のいずれかに該当する人が利用できます。
A：地方のオフィスに、都市部の企業が社員を派遣し、本社機能の一部をテレワークで行う
B：子育てや親の介護を理由に地方への移住を希望する社員が、テレワークで勤務を継続する
C：クラウドソーシング等を利用し、自営業、個人事業主、又は起業により、
都市部の仕事をテレワー クで受注する
D：都心部の企業が、テレワークで働く人材を、新規に地方で採用する
AおよびBは、都市部から地方への人の移動を伴う必要があります。
※郡上市内在住の方にとって…
・C または D に該当する方のみ、利用可能。
※都市部の方にとって…
・本社そのものが移転してしまう場合は不可
・フリーランスの方は、Cであれば、該当します。

◆HUB GUJO （郡上クリエイティブテレワークセンター 及び コミュニティスペース） 利用区分
シェアオフィス
利用（共益費別）

概要

よりセキュリティの高い個室を
占有することのできるプランで
す。
個室のみではなく、コワーキン
グスペース、会議室、V-CUBE
MEETING などもご利用いただ
けます。

コワーク利用

ドロップイン利用

セキュリティが確保され、開放
的なコワーキングスペースを利
用することのできるプランです。
会議室、V-CUBE MEETING
などもご利用いただけます。

1日単位で利用をお申込みいた
だくプランです。
セキュリティが確保され、開放
的なコワーキングスペースを利
用することができます。
会議室、V-CUBE MEETING
は利用できません。

ドロップイン利用の方が

コミュニティスペース

会議室を利用する場合

（イベント利用）

ドロップイン利用の方が、会議
室を利用する場合は、以下の
追加料金が発生します。

コミュニティスペースを、イベント／
ワークショップなどに利用すること
のできるプランです。
コワーキングスペース利用に支障
がないよう、平日昼間は音の出な
いイベントに限定させていただきま
す。

※会議室単体での利用を希望
される方は、「ドロップイン利用
＋会議室」でお申込み下さい。

ドロップイン利用料金に加え、

月50,000円

ふるさとテレワークとは無関係

ご相談ください
（別紙イベント利用資料参
照）

利用料金

（カード追加発行の場合：
1人あたり月5,000円）

月10,000円

1日2,000円

半日（4h）+1,000円
1日+2,000円
（13人以上の場合2倍）

契約期間

年単位

月単位

日単位

半日または日単位

時間または日単位

契約形態

利用人数に関わらず、部屋
単位での契約

1名

1名

1名
（会議相手の入室は
合計12名まで可）

利用人数に関わらず、
1イベントごとのお申込み

利用可能
時間

利用可能な
部屋・設備

HUB GUJO
会員区分

お申込み
関連書類

平日午前9時～午後6時
（お盆・年末年始は休業。また、イベント開催時は、利用できない場合があります）
・シェアオフィス（1室）
・コワーキングスペース
・会議室
・プライベートBOX
・コミュニティスペース
・V-CUBE BOX
（会議室内／移動用）

・コワーキングスペース
・会議室
・プライベートBOX
・コミュニティスペース
・V-CUBE BOX
（会議室内）

・コワーキングスペース
・プライベートBOX
・コミュニティスペース

・会議室

平日午前9時～午後9時
土日祝日のイベントについて
は、ご相談ください。
・コミュニティスペース

※ご利用にあたっては、NPO法人HUB GUJO の会員となっていただく必要があります。
現在、会員ではない方は、下記に示す年会費が必要です。※例：利用会員1,000円から（1年間有効）
正会員 または 賛助会員
• シェアオフィス利用契約書
• 利用規約
• 利用ルール
※現在会員ではない場合
• 正会員・賛助会員申込書

正会員 または 賛助会員
• コワーキングスペース
利用申込書
• 利用規約
• 利用ルール
※現在会員ではない場合
• 正会員・賛助会員申込書

正会員／賛助会員／利用会員
のいずれか

正会員／賛助会員／利用会員
のいずれか

• ドロップイン申込書（兼 利用会員申込書）
https://goo.gl/forms/cAyIWzK0VAOHQKXy2
• 利用規約
• 利用ルール
※正会員・賛助会員加入を希望される場合
• 正会員・賛助会員申込書

正会員／賛助会員／利用会員
のいずれか
• ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ利用申込書
• 利用規約
• 利用ルール
※正会員・賛助会員加入の場合
• 正会員・賛助会員申込書

◆HUB GUJO 会員区分
会員種別

入会金

年会費

年度更新

5,000円

1口5,000円

毎年、5月末に更新

賛助会員(個人)

無し

1口3,000円

毎年、5月末に更新

賛助会員(団体)

無し

1口5,000円

毎年、5月末に更新

正会員

申込日から1年間有効
利用会員

1,000円

なし

※HUB GUJO より、年度更新のご案内は
いたしません。1年間の期間満了後は、再
度入会手続きが必要となります。

HUB GUJO 正会員特典
・月1回1日のドロップイン利用無料
・コミュニティスペースでの打合せ利用可能

◆利用契約をしていない同伴者の、セキュリティエリア内の入室について

シェアオフィス
エリア

コワーキング
スペース
会議室
（定員12名）

シェアオフィス
利用

コワーク利用

ドロップイン利用

ドロップイン利用の方が
会議室を利用する場合

• 同伴者の入室は可能です。
• コワーキングスペースを通過
する際は、コワーキングス
ペース利用者の邪魔になら
ないよう、配慮をお願いいた
します。

―

―

―

• 同伴者の入室は、原則的に不可とします。
• 利用を希望されている方・視察の方などを、事務局が一時的にご案内する場合がありますので、予めご了承下さい。
• 同伴者の入室は、可能です。利用者名簿へ記入が必要です。
（打合せの相手方の入室などを想定しています。
会議を伴わないPC作業のための同伴者入室はご遠慮下さい）

―

左記に同じ

◆イベント利用料金（※予約制／NPO法人HUBGUJOの会員のみ利用可能です。利用会員／年会費1,000円～）

平日
（利用時間あた
りの料金）

土日祝
（時間帯ごとの
料金）

備考

利用時間

コワーキングスペース

大会議室

コミュニティスペース

9:00～12:00

―

―

2,000円/時間

12:00～18:00

―

―

2,000円/時間

18:00～21:00

―

―

2,500円/時間

9:00～
18:00
4時間以内

4,000円

10,000円

10,000円

9:00～
21:00
４時間以上8時間以内

6,000円

18,000円

18,000円

18:00～
21:00

4,000円

10,000円

10,000円

コワーキングスペースのみの
単独利用は不可

―

―

