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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。



シェアオフィス
利用（共益費別）

コワーク利用
ドロップイン利用
＊予約制＊

コミュニティスペース
（イベント利用）

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。

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。

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。

利用料金
月50,000円

（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 ご相談ください
（別紙イベント利用資料参照）

契約期間 年単位 月単位 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 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

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。

利用可能な

部屋・設備

・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

・コミュニティスペース

・ホワイトボードレンタル(小) 1日1,000円
(大) 1日2,000円

*エアコンは整備されていません

HUB GUJO
会員区分 正会員 または 賛助会員 正会員 または 賛助会員 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

お申込み

関連書類

• 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

• 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

• ドロップイン申込書（兼 利用
会員申込書）

https://goo.gl/forms/cAyIWz
K0VAOHQKXy2

• 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

• ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ利用申込書（兼 利用会員
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 （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 ふるさとテレワークとは無関係



会員種別 入会金 年会費 年度更新

正会員 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

利用会員 1,000円 なし

申込日から1年間有効
※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 会員区分

HUB GUJO 正会員特典
・月1回1日のドロップイン利用無料（要予約）
・コミュニティスペースでの打合せ利用可能
・イベント利用料割引

◆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
利用

コワーク利用 ドロップイン利用

シェアオフィス

エリア

• 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。

― ―

コワーキング

スペース

• 同伴者の入室は不可。
• 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。

会議室

（定員12名）

• 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禁止）
―



◆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～）

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

平日

（利用時間あた
りの料金）

9:00～
18:00

4時間以内
― 10,000円 2,000円/時間

9:00～
21:00

４時間以上8時間以内

― 18,000円 2,000円/時間

18:00～
21:00 4,000円 10,000円 10,000円

土日祝
（時間帯ごとの
料金）

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

備考 コワーキングスペースのみの
単独利用は不可

― ―



◆イベント利用について◆

【施錠・火元管理について】

イベント主催者・責任者がHUBGUJO正会員の場合
・セキュリティキー・・・受け取りは前日までの指定日（予約時に決定）、返却は翌営業日。

・火元管理、施錠は正会員の責任において行ってください。

・火元管理者は必ず事前に講習を受けてください。

イベント主催者・責任者が正会員でない場合

・セキュリティーキー・・・受け取り・返却ともに当日中にHUBGUJOにて行います。
・火元管理、施錠は当日HUBGUJO事務局が行います。

【提出物について】

・利用申込書

・チラシや主旨のわかる要綱など

・予定参加人数、参加者の名簿録か芳名帳 (消防法を遵守するためご了承ください)

【備品利用について】

・必ず事前に利用する備品を申請してください。

・イベント利用可能備品：プロジェクター・スクリーン・イス(木製ベンチ×12)・テーブル
・有償（500円）利用可能備品：マイク・スタンド・パワーアンプ（正会員の方は無料）
＊コワーキングスペースの備品は移動禁止（移動したい場合はあらかじめ申請してください）

・機器破損の場合は修理費の実費負担か弁償していただきます。

【コワーキングスペース・会議室のイベント利用について】

・会議室・コワーキングスペースは、テレワークを推進する「郡上クリエイティブテレワークセンター」の一室です。

「郡上クリエイティブテレワークセンター利用ルール」に則った趣旨でのご利用をお願いします。

例：サテライトオフィス利用を目的としたイベント

テレワークを目的とした利用会員のコミュニティ交流活性化

・SNSなどでイベントを紹介する際、利用趣旨を記載していただきますようご協力をお願いいたします。


