
    シェアアビリティスペース エニシア F A Q 

 

営業時間について 

Q1：定休日はありますか？ 

通常はありませんが、年末年始のみ休みとさせていただきます。 

  

Q2：営業時間は何時から何時までですか？ 

9:00 から 23:00 です。個室は 24 時間利用可能です。 

なお、入店受付は 22:00、会計は 22:30、電話受付は 9:30 から 20:00 までです。 

終会計時刻を過ぎてからのお会計はご遠慮ください。 

 

施設について 

Q1：店内は禁煙ですか？ 

店内禁煙ですが、店舗によっては喫煙スペースが設置されています。 

各店スタッフまでご確認ください。 

  

Q2：店内での飲食は可能ですか？ 

店内で購入した食べ物は、店内で食べることができます。持ち込みの物は不可です。 

飲み物は持ち込みできます。 

セミナールームに限り持ち込み飲食が可能ですが、事前にお知らせください。 

その場合のゴミは各自で持ち帰っていただくようお願いいたします。 

 

  

Q3:PC の貸し出しはしていただけますか？ 

VAIO を貸し出しています。貸し出し時間は１回２時間までです。 

  

Q4：Wi-Fi は使えますか？ 

無料で利用できます。ネットワーク名とパスワードは店内に掲示されていますのでご確認ください。 

  

Q5：電源は使えますか？ 

無料で利用できます。携帯電話などの充電器の貸し出しも行っています。必要な方は受付にお問い合わ

せください。 

 

Q6：プリンターやコピー機はありますか？ 

各店舗に設置されています。白黒印刷が 5 円。カラー印刷が 30 円です。エニシアの会員カードに付与さ

れている電子マネー「Edy」にチャージしてお支払い頂くのが便利です。 



コンピュータ内のファイルを印刷する場合は、コピー機のドライバをインターネットからダウンロード

し、コンピュータにインストールしてお客様各自で印刷するようお願い致します。 

  

Q7：荷物を預かっていただけますか？ 

受付での手荷物預かりは一切できません。各自で管理していただくか、ロッカーをご利用ください。 

ロッカーは月契約か、日額 200 円でご利用いただけます。 

（注：カギを紛失した場合はシリンダー交換費が 3,000 円かかります。） 

 

 Q8： 店舗の利用年齢に制限はありますか？ 

16 歳未満の方は会員登録及び単独利用ができません。入館される場合は、16 歳以上の方と一緒にご利用

ください。小さなお子様をお連れの方は、店内の危険な箇所に十分注意し他の方のご迷惑とならないよ

う、監督してください。 

  

Q9：文具等は貸していただけますか？ 

基本的な文具を貸し出しています。 

 

Q10：電話やテレビ会議はできますか？ 

フリースペースでは基本ご遠慮ください。回りに迷惑が掛からない程度でスタッフ判断の基、制限させ

てもらいます。 

 

料金について 

Q1：年払いでの割引はありますか？ 

ありません。 

  

Q2：領収書を発行していただけますか？ 

基本的にはレジロールから発行される感熱紙タイプの領収書をお渡しできます。手書きの領収書はご相

談に応じてご用意します。 

ただし、滞納分の月額費を店頭で現金精算された場合に限り、一律で手書きの領収書をお渡ししており

ます。 

 

Q3:会員プランを変更できますか？ 

プランは月に 1 回変更できます。店頭で「プラン・オプション変更申込書」をご記入ください。 

電話及びインターネットからのプラン変更は受け付けておりません。 

プラン変更の開始日を設定することができます。申込当日から、当月中のお好きな日をお選びいただく

ことができます。 

  

Q4: 会員プランの利用時間が超過した場合はどうなりますか？ 

1 日あたり 500 円を店頭でお支払いください。 



 

Q5:月の途中で登録をした場合の料金はどうなりますか？ 

日割り計算となります。 

 

Q6：会員専用 SNS にログインできません。 

料金の未払いが 3 ヶ月以上続く場合はアカウント停止となり、ログインができなくなります。 

この場合、店舗の利用もできません。利用を再開するには、店頭で 1 ヶ月分以上の未精算金額をお支払

い頂く必要があります。 

 

 

サービスについて 

Q1：住所利用とは何ですか？ 

ホームページや名刺、その他プロモーションにエニシアの住所を載せて使う事ができます。 

 

Q2：郵便物や荷物を受け取っていただけますか？ 

個室及び固定席を契約しており、かつ住所利用オプションを追加している方に限り受け取ることができ

ます。 

フリースペース利用のプランを契約の方は、事前に郵便局で郵便転送手続きを行い、届出書（写しでも

可）を店舗へご提出ください。届けられても受け取りはしかねます。 

 

Q3：登記する際、本店所在地に登録することはできますか？ 

「登記」オプション契約していただければ可能です。 

登記オプションをご利用の方は住所利用オプションもセットで契約することが必須となります。 

 

Q4：個別に電話番号を取得することはできますか？ 

個室は、個別に電話番号及び FAX 番号を取得することができます。 

固定席及びフリースペースでは取得することができません。 

 

貸し会議室について 

Q1：貸し会議室はどのようなものがありますか？ 

店舗により規模や内容は異なりますが、ミーティングルーム、サロンブース、セミナールーム、イベン

トスペースがあります。 

ミーティングルーム及びサロンブースは無料でご利用できます。 

  

Q2：貸し会議室はどのように予約できますか？ 

会員専用 SNS から予約ページより予約ができます。 

翌々月までのカレンダーからご希望の日時を選択してご予約ください。 

  



Q3：予約に制限はありますか？ 

エニシア会員が 1 回に予約できるのは 6 時間までです。一般の方は 4 時間までです。 

またで同一事業者及び同一者の予約回数は月 4 回までです。 

利用規約第 14 条に定める通り、第三者への施設利用権の譲渡及び貸与は禁止されています。 

必ず予約者本人が会場にいることを義務付けています。 

  

Q4：セミナールームのキャンセル料は掛かりますか？ 

利用料金に対して、ご利用日の 7 日前から 4 日前までは 50%、3 日前からは 100％がキャンセル料として

かかります。 

 

Q5：予約時間を越えてセミナールームを利用できますか？ 

できません。時間内に原状復帰をして退室をお願いします。 

利用時間終了後に予約がない場合は 1 時間単位で利用できます。必ず受付へお申し出ください。 

  

Q6：ミーティングルームの予約に制限はありますか？ 

予約できるのは、1 日１回２時間までです。 

利用終了後に他の予約がない場合は延長することができます。延長を前提とした予約はお受けしており

ません。 

また同一事業者及び同一者がセミナールームの予約と同時にミーティングルームを予約することはでき

ません。 

キャンセルにつきまして、以下の場合はキャンセル料 500 円が発生します。 

・予約時間内に一切の利用が見られなかったとき 

・当日キャンセルをした 

・当日に時間変更をした  

 

Q7：予約時間より前に会議室に入室できますか？ 

できません。予約時間ちょうどに入室してください。 

 

登録について 

Q1：遠方で見学や説明を受けたり、店頭での登録に行けません。 

エニシア会員の登録はインターネットからのお申し込みで済みます。 

店舗利用以外のサービスは登録が済めば受けられます。 

固定席や個室などを契約希望の方は事前に必ず内覧にお越しください。 

  

固定席と個室の審査について 

Q1：審査基準を教えてください。 

審査基準は開示しておりません。 

  



 

Q2：代表者が審査に来ることができません。 

必要書類を提出いただき、弊社からの電話連絡を受けていただければ問題ありません。 

ただし、申し込みの前に来店し説明を受ける事が必須です。 

  

Q3：申込・審査時に必要な書類にはどんなものがありますか？ 

法人でお申込みの方、個人でお申込みの方にてそれぞれ下記の必要書類となります。 

下記の書類は 1 つでも欠けている場合は、審査を行えません。 

申込みの受付、審査開始は全ての書類が届いてからとなります。 

  

■法人（個人事業主）で申し込み 

・登記簿謄本（発行から 3 ヶ月以内） 

・印鑑登録証明書（発行から 3 ヶ月以内） 

以上から 1 点 

 

・代表者様の身分証明書（免許証・パスポートなど顔写真のあるもの） 

・エニシア会員登録者の身分証明書 

・代表者の名刺 

・エニシア会員登録者の名刺 

・会社概要、ホームページ URL など事業概要のわかるもの 

  

■個人で申し込み 

・身分証明書（免許証・パスポートなど顔写真のあるもの） 

  

Q4：審査を受けられない事業はありますか？ 

利用規約第 15 条や第 17 条により犯罪行為を目的としている事業、犯罪行為と結びつきやすい、もしく

は公序良俗に違反する事業は審査を受け付けません。 

その他、当社がふさわしくないと判断した事業を行う方の審査も受け付けておりません。 

  

契約について 

Q1：契約書がほしいのですが？ 

発行しておりません。利用規約およびＦＡＱを熟読の上、お申し込みください。 

  

Q2：法人設立をするために事務所として利用したいのですが、どうすればよいですか？ 

まずは個人（個人事業主）で「個室／固定席」と「登記」「住所利用」をご契約ください。登記手続き

完了後、名義変更の申請をお願いします。その際、「登記簿謄本」または「印鑑登録証明書」の原本を

当社までお持ちください。 

名義変更の手続きは必ず行うようにしてください。 



  

Q3：契約期間はどれくらいになりますか？ 

契約期間は設けておりません。 

ただし会員登録後 6 カ月の間に退会する場合は、退会手数料 5,000 円(税込)が発生しますのでご注意く

ださい。6 ヶ月が経過してからの制限はありません。 

  

  

登記・会社設立について 

Q1：会社設立（または移転登記）をしたいのですが、代行をお願いできますか？ 

会社設立についてはエニシアの起業コンサルサービスをご活用ください。起業をサポートする仕組みを

多数ご用意しております。 

  

Q2：ｅｎｉｃｉａの店舗住所を会社の所在地としての登記は可能ですか？ 

はい、可能です。ただし、登記をされた会員様が解約を希望される場合は、その登記を移転されるまで

解約となりませんのでご注意ください。 

  

  



イベントについて 

Q1：セミナーのようなイベントは実施しますか？ 

起業家の育成、税務、労務に関するセミナーなどが開催されます。 

  

Q2：会員同士の交流会のようなイベントは実施しますか？ 

毎月 5 日にアビリティマッチング会、毎月 15 日に交流会、毎月 25 日に懇親会を開催しています。 

ユーザー同士のコラボレーションが誘発されるよう積極的な交流の場を設けていますので積極的にご参

加ください。。 

  

決済について 

Q1.引き落としを確認したら、「GMO ペイメントゲートウェイ」と表示されていたのですが？ 

 決済代行を「GMO ペイメントゲートウェイ」と「SMBC ファイナンス」に委託しております。 

 引き落としの際上記の名前が表記される場合がございます。 

   

Q2.支払方法はどういう種類がありますか？ 

  

 ①口座振替依頼書（書面による申込） 

 ②クレジットカードでの決済 

 （VISA/MASTER/JCB/アメリカンエキスプレス/ダイナース） 

 ③しずぎんウェブ口振受付サービス 

  静岡銀行の運営しているウェブサイトを通し、本人確認を行い支払契約を行います。 

 ④オンライン申込（ダイレクトバンキング利用） 

  インターネット上で、Web ブラウザで必要事項を入力し、お申込みいただきます。 

  ※オンライン申込では、一部の金融機関で申込が休止する曜日・時間帯がございます。 

  ※信用金庫には一部利用できないものもあります。 

  ※みずほ銀行は、お申込完了 2 週間後より振替依頼可能となります。 

  

  

 



その他の質問 

Q1: 映像関係の仕事で音の編集作業がありますが作業可能でしょうか？ 

 ヘッドホンなどをつけて周囲に音が漏れないように作業をお願いします。 

  

Q2: 固定席、個室の壁に画鋲を打ってもいいですか？ 

退去時に現状復帰できない場合は、その費用を請求させていただきます。 

 

Q3:会員ではない人を招待できますか？ 

会員様の権利を保護するため制限を設けています。制限の範囲内で招待して頂くことができます。 

・会員１名に対し来客は同時に 3 名まで 

・同一者の来客は週２回まで 

・一度に 4 名以上、または同一者が週３回以上の場合はビジター料金が発生 

・店内では必ず赤色ストラップを着用すること 

・打ち合わせ、商談、共同作業としてのみ可能（勉強目的は不可） 

 

Q4: 会員カードを無くした場合、忘れた場合はどうすればいいですか？ 

受付にお申し付けください。カード紛失の場合は再発行手数料 5,000 円（税込）が掛かります。忘れた

場合はお名前とお電話番号で照合し入館処理をします。 

  

Q5: 駐車場の利用料金はいくらですか？ 

ビオラ田町の駐車場は 30 分 100 円、 大 12 時間 1,000 円です。 

会員に限りビオラ田町パーキングの 100 円チケットを 60 円で販売しております。 

なお、駐車チケットは会員でない方への販売はできませんのでご注意ください。 

  

Q6: 固定席、個室を複数名で利用する場合はどうなりますか？ 

固定席・個室料金に加え、１名あたり 4,980 円/月で１契約につきご契約者様を含む 大 5 名まで追加で

きます。 

 

（2017 年 10 月 24 日修正） 


