


貸し会議室の課題

これまで、貸し会議室を借りる場合、

最適なスペースを見つけた後、請求書をやり取りし、

社内稟議を取得。と非常に煩雑な手続きがありました。

料金も利用毎に時間に応じて支払う必要がありました。

キャンセルしようとなるとキャンセル料も発生。

決して使い勝手がよいとは言えませんでした。

Office Ticket のソリューション

Office Ticketはそのような問題を全て解決。

業界初のサブスクリプションモデルを採用。

料金は月額固定で、前月20日までに一括払い。（初回入金のみ申込み時に定めた期日まで）

１年先の予約から、当日の予約までいつでも電話１本で予約が可能で、

キャンセル料も不要。時間単位の予約よりも大幅なコスト削減が可能です。

Office Ticket

それは “サブスク”で約200種類の会議室を

好きな時に好きなだけ使えるサービスです

安心の

定額制
全国で

200箇所

キャンセル料

無料
1年先まで

予約可能
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新しい働き方 従来の働き方

出社場所

勤務形態

完全テレワーク 隔日出社・テレワーク フレキシブルオフィス 本社・事務所

価格 ◎ 〇 × △

機能性 × △ 〇 〇

代表サービス ー（自宅・カフェ） Office Ticket WeWork・regus etc… ―

基本的に出社はしない
個人で仕事をするため
オフィスに依存しない

固定オフィスでなく
カスタマイズ可能な
レンタルオフィス

基本的にテレワーク
週に数回従業員同士
が集まるという働き方

出社することが前提
本社・事務所に依存したコ

ロナ前の働き方

新しい働き方を取り巻く様々なお悩みを当社で解決できます
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テレワーク導入中の企業の皆様、こんな現状ではございませんか？



Office Ticketなら、そんな課題が解決できます
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たまに会う、という働き方。

テレワークの課題は全て、「会わない」ことによるものです。

テレワークのいいところを取りながら、課題も解決する。

そのために、「たまに会う」という働き方をしてみませんか？

基本テレワーク、たまにみんなでリアル会議。

ウィズコロナ時代の新しい働き方です。

たまに会う、場所として。

Office Ticketは、週1回の会議の場所としてぴったりです。

持ち時間を消化していく仕組みのため、都度の社内稟議や精算は必要ありません。

また、全国200箇所のスペースから選び放題なので、

その時必要な場所で、その時必要な大きさのスペースをおさえることが可能です。



御社のオフィスコスト、適正ですか？

テレワーク中のオフィス

テレワーク中のオフィス、がらんとしていませんか？

今後、テレワークを中心とするならば、これまでのように人数毎のデスクは必要ありません。

必ず社内にいなければいけない最低限の人数に合わせ、オフィススペースを縮小し、

たまに皆で集まるときは、Office Ticketで外部のスペースを使う。

これまでかかっていたオフィスコストを大幅に削減することができます。
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既存オフィス
100万円/月

縮小オフィス
30万円/月

50万円/月
コスト削減

ex）渋谷周辺で40坪のオフィスと比較した場合

Office Ticket
20万円/月

サテライトオフィスとして

本社はそのままという選択をしても、Office Ticketをご活用ください。

Office Ticketで全国200箇所のスペースを自由にサテライトオフィスとして利用可能です。

また、現状、会議室も三密を避けなければいけません。

Office Ticketで、少し広めの会議室を予約し、三密を避けた広々とした空間で会議すると、

ウィズコロナ時代も安心です。



当日空いているスペースは、「ワークスペース」として利用可能

アプリで簡単１席予約の新サービス「Bizplace」始動

Office Ticket会員様は無料でご利用可能です

リモートワーク場所の新常識 当日空いているスペースを無料で開放しています

Withコロナの時代、リモートワークが主流になりつつあります。

でも、自宅だと子供もいるし、集中できない。

zoom会議の背景が気になる。

そんな問題ありませんか？

そんな方には新サービス「Bizplace」が便利です。

当日空いているレンタルスペース、貸し会議室の「１席」をアプリで簡単予約。

ワークスペースとしてご利用ください。

現在、キャンペーン期間中で「Office Ticket」会員様は無料でご利用頂けます。
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利用料金

¥0
※１．無料キャンペーンは予告なく、終了する場合がございます。
※２．一社につき、最大１０アカウント迄、登録可能です。
※３．Bizplaceは当社の関連会社が運営するサービスです。Office Ticket会員規約とは別の会員規約に同意頂く必要がございます。



料金は使い方に合わせて４つのプラン×３つのパック

従来通りの方法で予約するよりも圧倒的にお得

ライトプラン ¥27,500

（1時間あたり￥1,375）

２０時間パック

月額利用料金
利用可能スペース（目安）

20名以下のスペースまで

スタンダードプラン ¥55,000

（1時間あたり￥2,750）

40名以下のスペースまで

プレミアムプラン ¥110,000

（1時間あたり￥5,500）

80名以下のスペースまで

プラチナムプラン ¥275,000

（1時間あたり￥13,750）

全てのスペースを利用可

初期費用

¥0
※１０時間パックは月間１０時間まで、２０時間パックは月間２０時間まで、５０時間パックは月間５０時間までご利用可能です。
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※税込

※利用可能スペースはあくまで目安です。実際の利用可能スペースは専用のwebサイトでご確認下さい

¥55,000

（1時間あたり￥1,100）

５０時間パック

月額利用料金

¥110,000

（1時間あたり￥2,200）

¥220,000

（1時間あたり￥4,400）

¥550,000

（1時間あたり￥11,000）

※プランの掛け持ちはできません。（例：スタンダードプランとプレミアムプランを同時に購入は不可。但し、同じプランを２口購入することは可能です。）

※パックの掛け持ちは可能です。（例：同じスタンダードプランで、２０時間パックと５０時間パックを２口購入することは可能です。）

¥22,000

（1時間あたり￥2,200）

１０時間パック

月額利用料金

¥44,000

（1時間あたり￥4,400）

¥880,000

（1時間あたり￥8,800）

¥220,000

（1時間あたり￥22,000）



１０時間,２０時間,５０時間パックは毎月の変更が可能

休眠も可能で利用頻度に合わせて無駄なくご利用いただけます

利用頻度により最適なプランを選択・変更が可能です

使う時間が月によってバラバラ・・・

そんな方もご安心ください。

その月の利用時間に合わせて 10、20、50時間パックを選択頂けます。

全く使わない月は休眠も可能 休眠中は一切費用はかかりません。

年間の利用頻度に応じて最適なプランを選ぶことで

無駄なく時間を使うことが可能です。

※下位プランへの変更は前月20日まで、休眠は前々月末までに告知して頂く必要がございます。
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月間使用時間（予定） 最適プラン

5時間以上～10時間以内 １０時間パック

※数字は目安です。スペースのドロップイン価格によって異なる場合がございます。

10時間以上～20時間以内

20時間以上～30時間以内

30時間以上～50時間以内

50時間以上～60時間以内

60時間以上～70時間以内

70時間以上

２０時間パック

２０時間パック＋１０時間パック

５０時間パック

５０時間パック＋１０時間パック

５０時間パック＋２０時間パック

５０時間パック × 2

5時間以内 休眠（ドロップイン予約）



使いきれなかった利用可能時間は

パーティースペースでの懇親会や個室でのテレワークに

利用可能時間を最大限活用することができます

今月は少し利用時間を余してしまった・・・

そんな時は、せっかくなので社内の懇親会は如何でしょうか？

使用可能スペースの中には懇親会に最適な「パーティースペース」もございます。

中には、カラオケやダーツのあるスペースも。

また最近では、リモートワークの場所にお困りではありませんか？

使用可能なスペースの中にはリモートワークに最適な１人用のスペースや

ちょっとした会議の際に便利な１０名以下の会議室もたくさんございます。

どうせ料金は変わらないのですからぜひ無駄なく時間を使い切ってください。
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スペースの予約に係るキャンセル料は無料

急な予定変更でも別途費用は発生しません

予約の変更・キャンセルが追加の費用負担がゼロで可能に

セミナーを予定していたが急遽登壇者の予定が変わってしまった・・・

営業セミナーを開催予定だったがお客さんが集まらなかった・・・

過去にそんな経験はありませんでしたか？

通常貸し会議室のご予約キャンセルにはキャンセル料が発生してしまいます。

直前の予約キャンセルともなるとキャンセル料は利用金額の100％（全額）。

Office Ticketのキャンセルの場合は期間に応じた時間消化のみ。

別途費用が発生することは一切ないため急な予定変更でも安心です。
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キャンセル時の別途費用

¥0
■キャンセルポリシー
予約完了～３１日前：時間消化なし
３０日前～１５日前：予約時間の５０％を消化
１４日前～当日 ：予約時間の１００％を消化



利用期間と予約可能時間

予約受付可能時間 予約受付・利用可能時間

1ヶ月 12ヶ月

例えば、利用開始月を12月1日とした場合、10月末日までにご入金。

11月1日より、12月1日〜翌年11月30日までの予約を取ることが可能になります。

初
回
ご
入
金
日

利
用
開
始
日
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解約について

解約について

解約告知後、1ヶ月後の月末で解約が可能です。

既にご予約いただいている場合、正規料金でそのままご利用いただくか、キャンセルするかをご選択できます。

（キャンセルの場合、解約日から1ヵ月先までの予約については、時間消化分のキャンセル料が発生します。）

翌月末

予約

例えば、10月15日に解約予告をした場合は11月30日のご解約となります。

既にご予約済の12月30日の予約は、キャンセルの場合「利用料金 ×（利用時間 / 50時間）」で計算されたキャンセル料が発生します。

解
約
予
告

解
約
日

10/15 11/30 12/30
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都内だけでも

約120スペースで利用可能

渋谷・恵比寿エリア 40スペース

新宿・代々木エリア 22スペース

青山・六本木エリア 10スペース

品川・五反田エリア 14スペース

神田・秋葉原エリア 11スペース

池袋エリア 4スペース

※エリア詳細については専用検索サイトにてご確認下さい。

東京・銀座エリア 22スペース

都内で

約120スペース
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各カテゴリ物件の一例

【渋谷】14名様まで（会議） 【高田馬場】20名様まで（会議） 【渋谷】30名様まで（会議・ワークショップ） 【品川】38名様まで（会議・セミナー）

【六本木】40名様まで(パーティー・会議) 【五反田】54名様まで（会議・セミナー） 【恵比寿】130名様まで(パーティー・会議) 【新宿】144名様まで(会議・パーティー)

ライトプラン（～２０名程度） スタンダードプラン（～４０名程度）

プラチナムプラン（１００名～程度）プレミアムプラン（～８０名程度）
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1 2 3

電話１本でかんたん予約

予約は5分前まで受付可能

使いたいスペースを検索 空きを確認 電話で予約
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O f f i c e  T i c k e t


