コワーキングスペースのご利用案内
CO-WORKING SPACE
す

1. コワーキングスペースとは
パレット柏コワーキングスペースは、柏駅南口から徒歩 3 分、Day One タワー3 階に誕生しました。柏二番街商店会
奥のドン・キホーテの向かい側に建つ、ライオンズタワー柏のあるビルにあります。年末年始以外の毎日、9 時から
21 時までご利用できます。無料 WiFi、複合機(有料)、電源等が自由にお使いいただけます。またパレット柏は、各種
ミーティングルームやピアノや料理のできる多目的スペース、自由に交流できるオープンスペース等を備えた施設で
す。

コミュニケーションの場所として
コワーキングスペースは、各個人が独立して働きながら、相互にアイディアや情報を交換し、オフィス環境を共有す
ることで生まれる相乗効果を目指すコミュニティスペースです。また、施設内にはオープンスペースがあり、そこで
も会議やイベントを行うことも可能です。スペース利用は、個々人でありながらも、利用者同士がコミュニケーショ
ンをとることで、新たな仕事や活動、プロジェクトが生まれてくる場所です。ただ黙々と作業するだけでなく、利用
者同士でコミュニケーションを図れるのが特徴です。
年間（Year）利用、月間（Month）利用、１日（１Day）利用の 3 種類の利用方法があります。年間利用のサービスと
して、NPO 法人登記、郵便物受け取り、固定ロッカー等のサービスを設けています。

交流や情報交換の場としても
このコワーキングスペースでは、隣の人との議論もあります。自分が持っていないスキルを持った人と協力して新た
なものを作り上げることもあります。日頃、接点がない人どうしの交流の場になってほしいと思います。
ここは、様々なジャンルの方が集まり、場所を共有するだけではなく、コミュニケーションやコラボレーションを行
いながら、それぞれのチャレンジを実践していく場所になってほしい、自分を成長できる場所であるとともに、コミ
ュニケーションの場所でもあってほしいと思います。
そのため、ご利用の皆様には、他のご利用者の迷惑にならないご利用をお願いします。

電源

WiFi

利用可能時間

電源コンセントをご用意しておりますの
で、お持ちの PC やタブレット、スマート
フォンの充電にご利用していただけます。

インターネット回線（無線 LAN）をご用意
しております。受付でパスワードをお渡し
しますので、お持ちの PC、タブレット、ス
マートフォンなどでご利用いただけます。

年末・年始の休館日を除き、9：00～21：
00 いつでもご自由に利用できます。

大判プリンター等サービス

イベント・勉強会

フリーアドレス制

施設内作業室には、裁断機、紙折機、コピ
ー機、大判印刷機(最大 106cm 幅)、などを
用意しています。
チラシやパンフレット、大型ポスター等の
作成をすることができます。

ミーティングルームやオープンスペースは
イベントや勉強会等にもご利用いただけま
す。プロジェクターやディスプレイ等もご
用意しております。詳細は パレット柏総合
受付でご確認ください。

室内の座席は、固定ではなく、フリーアド
レスとなっております。お好きな席にお座
りください。ちょっとお昼にでかけたり、
コンビニに行ったり、ご利用時間内であれ
ば外出も可能です。その場合の荷物の管理
はご自身でお願いします。

2. 利用の申込み
パレット柏コワーキングスペースは、まず市民公益活動団体を対象に、年度末に抽選を行い、年間利用者 24
団体を決定します。年間利用者に空きがあった場合、月間利用、次いで１日利用が可能となります。

ご利用時間

9：00～21：00

年間利用（Year）

月間利用（Monthly）

1 日利用（１Day）

利用できる人
市外及び営利団体以外の当施
設に登録済みの方。

利用できる人
市外及び営利団体以外の当施
設に登録済みの方。

利用できる人
16 歳以上ならどなたでも。

利用の申込み方法
利用の申込み方法
年間（4 月～3 月）の利用申込みは
3 月に抽選を行います。
空きがある場合、途中からでも申
込みは可能となります。

利用の申込み方法

最大 24 団体から年間利用団体を
除いた数を先着順で貸し出しま
す。申し込みが多い場合には抽選
となります。
申込みは 1 か月前の初日から
使用希望期間の初日まで。
※1 月は 4 日から
総合受付で「使用許可申請書」を
ご記入後、ご利用いただけます。

空き状況をご確認の上、使用許可
申請を行ってください。
・1 団体 1 スペース
先着順
総合受付で「使用許可申請書」を
ご記入後、ご利用できます。
ご利用の際は、空き状況をご確認
ください。

※パレット柏の住所で特定非営利法人（NPO）登記をされる団体は、総合受付にお知らせください。
以下の書類の提出をお願いします。
登記事項証明書の写し

3. 利用料金

施設

単位

市内利用料金

市外利用
営利団体
利用料金
（円）

※キャビネット及びメール

コワーキングスペース（年）

年間利用（Year）
コワーキングスペース（月）

月間利用（Monthly）
コワーキングスペース（日）

1 日利用（１Day）

概要

1年

5,500 円×12 月

ボックスを含む
※NPO 法人登記可能

1 か月単位で
最大 12 か月
1日

※キャビネット及びメール

5,500 円×利用月数

550 円

ボックスを含む
1,980 円

4．利用料金の支払い
① 年間利用の方は、抽選後の利用が確定した段階で、パレット柏総合受付で 1 年分をお支払ください。
② 月間利用の方は、使用開始前に、パレット柏総合受付で利用月数分をお支払ください。
③ １日利用の方は、利用の前に、パレット柏総合受付で 1 日分をお支払いください。（時間ではなく 1 日単位と
なります）

5. 利用上の注意
(ア) 「使用許可決定通知書」をお受け取りの上、ご利用ください。
(イ) ご利用後は備品の整理、お忘れ物のないよう、ご確認ください。
(ウ) コワーキングスペースへの入室は１団体１名とさせていただきます。
(エ) オープンスペースでイベント等音を伴う催し物を開催する場合がございますのでご了承ください。
(オ) ごみはお持ち帰りください。

FAQ
Q1.
Q２.
Q３.

Q４.
Q.５.

よくある質問

Question
飲食は持ち込んでも
いい？
見学できますか？
資格のための勉強ス
ペースとして利用
できる？
パソコンを使わない作
業でも利用できるの？
1 日の利用時間に制
限があるの？

FAQ よくある質問
Answer
A１. はい、なおご飲食の際は、他のご利用者様のご迷惑にならないようご
配慮お願いいたします。
A２. はい、総合受付にお申込みください。
A３. ぜひ、ご利用ください。本や参考書などお持込自由です。
A４. はい、他の利用者にご迷惑をおかけしないものであれば自由です。
A５. ご利用は 1 日単位、月単位、年単位となっています。

Q６. インターネットはどう
やればつながるの？

A６. WiFi 無線通信の利用が可能です。

Q7. 料金の支払い方法は？
Q８. 大人数でも使える？

A７. 総合受付で現金でのお支払いとなります。
A８. ご利用は一人単位となります。
A９. はい、自由な交流ができるのがコワーキングスペースの魅力の一つです。ご注
意いただきたいのは、仕事の場ですので、集中して作業されている方
に話しかけたりすることはご配慮下さい。商品販売、政治、宗教など
の勧誘は禁止させていただきます。
A10. NPO 法人なら可能です。ただし、年間利用者のみとさせていただきます。
A11. ぜひ、ご利用ください。小さなお子様連れの場合は、託児サービスが
ございませんので、ご了承ください。

Q９.

内部にいる人には話
しかけてもいい？

Q10.
Q11.

登記はできる？
主婦ですが、使えま
すか？
Q12． ネットサーフィンし
たいだけでも使って
いい？
Q13． 荷物は預かってもら
える？

A12. どうぞご利用ください。
A13. ご利用中はご利用者で管理をお願いいたします。特に貴重品は必ず身
に付けてご利用をお願いします。
月間利用、年間利用の申込みをされた方には、内部にあるロッカーを
ご利用いただけます。

パレット柏の館内施設のご紹介
パレット柏には、18 名～最大 78 名の集まりに対応できるミーティングルーム、キッチンやピアノのある多目的ルーム、
どなたでも利用でき占用利用もできるオープンスペース、ポスターも印刷できる大判プリンター等のある作業室等があ
ります。

オープンスペース

キッズスペース

コワーキングスペース内
キャビネット及び
メールボックス

多目的スペース A

コワーキングスペース申込み先

柏市民交流センター（パレット柏内）
住所：〒277-0005
柏市柏一丁目７番 1-301 号
Day One タワー3 階
TEL：04-7157-0280
FAX：04-7165-7320
URL：palettekashiwa.jp

ミーティングルーム

多目的スペース B

作業室

