
▶▶　ご契約内容

入会金 \11,000(税抜\10,000)+メンバーカード発行料 \660(税抜\600)+入会月の月額会費(日割り)+入会翌月の月額会費

契約期間

入会月の翌々月15日までに口座登録用紙の提出がない場合、並びに引落不可が2カ月連続、また通算3回あった場合には退会となります。
上記の理由で退会になった場合も未払い分はお支払いが必要です。
お客様側の理由で引落不可となった場合は原則、後日指定口座に振込(手数料は自己負担)となります。

営業時間 9時～22時　 休業日 年末年始

都度利用のお支払

▶▶　ラウンジ利用

会話・電話

ラウンジ月額メンバー　利用案内

初期費用
ご利用開始当日に、以下の料金をお支払いただきます。

ご契約月は、契約日からその月の末日まで、翌月以降は1日～末日までが契約期間となります。

会費のお支払

入会月の翌月から翌々月分会費の銀行引落が始まります。引落日は毎月27日。休/祝日の場合は金融機関の翌営業日となります。

電話・打合せなど、基本的にはどちらのエリアでも会話可能です。中央にある「10Pit」は声が反響しやすいため、会話はお控えください。

利用時間
ご契約いただくプランに準じます(下記参照)。時間外のご利用は、1時間あたり\550(税抜\500)が発生します。
□【フルタイム】全日：9:00-22:00 / □【モーニング】全日：9:00-12:00 / □【ナイト&ホリデー】平日：18:00-22:00, 土日・祝日：9:00-22:00

ゲスト利用

ご契約者がラウンジにいらっしゃる場合に限りゲストをおよびいただけます。受付までお出迎えの上、ご記帳ください。
同時に1名まで、下記時間内であれば無料でご利用いただけます。滞在時間の管理はご自身でお願いします。
【平日の場合】　9:00-12:00、または18:00-22:00にチェックイン → 1時間無料にて滞在可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　12:00-18:00にチェックイン → ゲスト1名につき1時間あたり\550(税抜\500)
【土日・祝日の場合】　チェックイン時刻にかかわらず、3時間無料にて滞在可能
※混雑時はゲストのラウンジ利用をお断りすることがございます。またこのサービスは流動的で、今後変更の可能性もございます。
※人数の超過、無料滞在時間の超過、また同じ方が同日2度来店された場合1名につき1時間あたり\550(税抜\500)が発生します。

飲食
飲料(ソフトドリンク)はどのエリアでもお飲みいただけます。アルコール類はお控えください。(イベントやパーティー時をのぞく)
お食事できるエリアはユーティリティ、または貸し会議室内(別途有料)です。コーヒーテーブル、もしくはモニター前のお席は、
お菓子や匂いの出ない軽食であればお召し上がりいただけます。その他のエリアではお菓子も含め食事はご遠慮ください。

撮影

ラウンジ内は撮影禁止です。
【公的媒体用の撮影/取材について】
事前に申請書(2種)をご提出の上、貸し会議室内でお願いします。フラッシュ/音等がラウンジに漏れないようご配慮ください。
【個人的な撮影について】　ラウンジ内の指定エリアのみ撮影可能です。（公的な媒体への掲載は不可）

現金・クレジットカード・売掛にてお支払いいただけます。売掛は10日締め、同月のお引落日に合算して清算となります。



団体利用について

お手洗い・喫煙所

なお、承諾の取消し、ご退会となった場合、お支払いいただいた金銭につきましては、ご返金いたしかねます。

▶▶　メンバー専用サイト『 MOV village 』
明細書

同口座の方であっても、登録者ご本人のマイページより申請をお願いします。

信用照会に対応する目的として当該賃貸人に開示する場合を除き、ご本人の承諾なく第三者に開示・提示することはありません。
また、フォームにてご記入いただきました内容は統計目的で利用するほか、MOVより個別にご連絡・ご案内をお送りさせていただく際に利用いたします。

住所・施設名
の利用

法人登記、名刺を含む印刷物やWEBサイトに、MOVの住所や施設名をご利用いただくことはできません。
※イベント告知用など、住所記載が必要な場合には、受付までご相談ください。

イベント
ラウンジでは、メンバー交流会や、その他のイベント(不定期)が開催されます。日程は、店頭/WEBサイト/SNS/メールマガジンにて事前告知いたします。
ラウンジを通常通りご利用いただけない場合もございますのでご注意ください。
原則として、イベント時には貸し会議室を無料開放いたします。(占有ではございませんので、あらかじめご了承ください。）

貴重品・秘密情報
の管理

貴重品を含む私物/秘密情報は、ご自身で管理をお願いします。盗難や情報漏洩に関して、当施設は一切の責任を負いかねます。
尚、当日のみ(2～3時間程度)ご利用いただける無料のロッカーもご用意しています。ご希望の方は受付までお申し出ください。
1時間以上ご本人がお戻りにならない場合、スタッフがお荷物を移動させていただくこともございますので予めご了承ください。

④　規約違反行為・違法行為・公序良俗に反する行為・政治活動・宗教活動・並びに弊社が不適当と判断する行為を行った場合。

貸し会議室の予約
別途有料となります。翌日以降の事前予約はMOVのWEBサイトから、当日のご予約は店頭/お電話からご予約ください。
ご利用日の2日前からキャンセル料が発生いたします。※月額メンバーの方には特別価格にてご提供しています。詳細は別紙をご確認ください。

お席の予約
ラウンジ席のご予約はレジデンスメンバーの方のみ可能です。ラウンジメンバーはご予約いただけません。
『RESERVED』という予約札のあるお席は、札に明記された時間以外はご利用いただけます。

マイページより引落明細書をご確認いただけます。毎月15日頃に更新され、保存期間は3カ月分です。

同じ企業・団体・組織・組合等、メンバーが同じグループを組織又は構成している場合、1グループ当り、メンバーとして入会できる人数は5名を上限とします。

個人情報の取扱に
ついて

メンバーの個人情報に関してはMOVにて厳重に管理し、法令により求められた場合及びMOVがある建物の賃貸人からの

施設内にお手洗いはございません。また施設内は全面禁煙となっております。それぞれ8階共用部をご利用ください。

休会
毎月末までに、「休会申請」のお手続きをしていただき、店頭 or お振込みにて手数料をお支払ください。
届出の翌々月より、最長6カ月の休会が可能です。(休会期限切れについてはこちらからお知らせいたしませんのでご注意ください。)

退会
毎月末までに、「退会申請」のお手続きをしてください。届出月の翌月の末日をもって退会となります。

禁止事項

以下に該当する場合、ご契約の申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾を取消し、ご退会いただきます。
①　業種や職種、業務内容が不明瞭な場合や、申込書への記入内容に虚偽の申告があった場合。
②　ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・保険・情報教材等の、販売・勧誘・斡旋等を、当施設内にて行った場合。
③　運営者・当施設の会員・当施設を利用する第三者に、迷惑となる行為や損害を与える恐れのある行為を行った場合。



2019/10/1

28日間の月 29日間の月 30日間の月 31日間の月 初回お支払の29日間の月 30日間の月 31日間の月
1日 ¥23,400 ¥23,400 ¥23,400 ¥23,400 ¥58,460 ¥58,460 ¥58,460 ¥58,460
2日 ¥22,564 ¥22,593 ¥22,620 ¥22,645 ¥57,624 ¥57,653 ¥57,680 ¥57,705
3日 ¥21,728 ¥21,786 ¥21,840 ¥21,890 ¥56,788 ¥56,846 ¥56,900 ¥56,950
4日 ¥20,892 ¥20,979 ¥21,060 ¥21,135 ¥55,952 ¥56,039 ¥56,120 ¥56,195
5日 ¥20,057 ¥20,172 ¥20,280 ¥20,380 ¥55,117 ¥55,232 ¥55,340 ¥55,440
6日 ¥19,221 ¥19,365 ¥19,500 ¥19,625 ¥54,281 ¥54,425 ¥54,560 ¥54,685
7日 ¥18,385 ¥18,558 ¥18,720 ¥18,870 ¥53,445 ¥53,618 ¥53,780 ¥53,930
8日 ¥17,550 ¥17,751 ¥17,940 ¥18,116 ¥52,610 ¥52,811 ¥53,000 ¥53,176
9日 ¥16,714 ¥16,944 ¥17,160 ¥17,361 ¥51,774 ¥52,004 ¥52,220 ¥52,421
10日 ¥15,878 ¥16,137 ¥16,380 ¥16,606 ¥50,938 ¥51,197 ¥51,440 ¥51,666
11日 ¥15,042 ¥15,331 ¥15,600 ¥15,851 ¥50,102 ¥50,391 ¥50,660 ¥50,911
12日 ¥14,207 ¥14,524 ¥14,820 ¥15,096 ¥49,267 ¥49,584 ¥49,880 ¥50,156
13日 ¥13,371 ¥13,717 ¥14,040 ¥14,341 ¥48,431 ¥48,777 ¥49,100 ¥49,401
14日 ¥12,535 ¥12,910 ¥13,260 ¥13,587 ¥47,595 ¥47,970 ¥48,320 ¥48,647
15日 ¥11,700 ¥12,103 ¥12,480 ¥12,832 ¥46,760 ¥47,163 ¥47,540 ¥47,892
16日 ¥10,864 ¥11,296 ¥11,700 ¥12,077 ¥45,924 ¥46,356 ¥46,760 ¥47,137
17日 ¥10,028 ¥10,489 ¥10,920 ¥11,322 ¥45,088 ¥45,549 ¥45,980 ¥46,382
18日 ¥9,192 ¥9,682 ¥10,140 ¥10,567 ¥44,252 ¥44,742 ¥45,200 ¥45,627
19日 ¥8,357 ¥8,875 ¥9,360 ¥9,812 ¥43,417 ¥43,935 ¥44,420 ¥44,872
20日 ¥7,521 ¥8,068 ¥8,580 ¥9,058 ¥42,581 ¥43,128 ¥43,640 ¥44,118
21日 ¥6,685 ¥7,262 ¥7,800 ¥8,303 ¥41,745 ¥42,322 ¥42,860 ¥43,363
22日 ¥5,850 ¥6,455 ¥7,020 ¥7,548 ¥40,910 ¥41,515 ¥42,080 ¥42,608
23日 ¥5,014 ¥5,648 ¥6,240 ¥6,793 ¥40,074 ¥40,708 ¥41,300 ¥41,853
24日 ¥4,178 ¥4,841 ¥5,460 ¥6,038 ¥39,238 ¥39,901 ¥40,520 ¥41,098
25日 ¥3,342 ¥4,034 ¥4,680 ¥5,283 ¥38,402 ¥39,094 ¥39,740 ¥40,343
26日 ¥2,507 ¥3,227 ¥3,900 ¥4,529 ¥37,567 ¥38,287 ¥38,960 ¥39,589
27日 ¥1,671 ¥2,420 ¥3,120 ¥3,774 ¥36,731 ¥37,480 ¥38,180 ¥38,834
28日 ¥835 ¥1,613 ¥2,340 ¥3,019 ¥35,895 ¥36,673 ¥37,400 ¥38,079
29日 ¥806 ¥1,560 ¥2,264 ¥35,866 ¥36,620 ¥37,324
30日 ¥780 ¥1,509 ¥35,840 ¥36,569
31日 ¥754 ¥35,814

¥660 ¥11,000 ¥23,400

フルタイムメンバー

メンバーカード
発行料

入会金
入会月の会費（日割計算額） 入会翌月

の会費
初回お支払の合計額



2022/5/11

28日間の月 29日間の月 30日間の月 31日間の月 初回お支払の29日間の月 30日間の月 31日間の月
1日 ¥14,100 ¥14,100 ¥14,100 ¥14,100 ¥39,860 ¥39,860 ¥39,860 ¥39,860
2日 ¥13,596 ¥13,613 ¥13,630 ¥13,645 ¥39,356 ¥39,373 ¥39,390 ¥39,405
3日 ¥13,092 ¥13,127 ¥13,160 ¥13,190 ¥38,852 ¥38,887 ¥38,920 ¥38,950
4日 ¥12,589 ¥12,641 ¥12,690 ¥12,735 ¥38,349 ¥38,401 ¥38,450 ¥38,495
5日 ¥12,085 ¥12,155 ¥12,220 ¥12,280 ¥37,845 ¥37,915 ¥37,980 ¥38,040
6日 ¥11,582 ¥11,668 ¥11,750 ¥11,825 ¥37,342 ¥37,428 ¥37,510 ¥37,585
7日 ¥11,078 ¥11,182 ¥11,280 ¥11,370 ¥36,838 ¥36,942 ¥37,040 ¥37,130
8日 ¥10,575 ¥10,696 ¥10,810 ¥10,916 ¥36,335 ¥36,456 ¥36,570 ¥36,676
9日 ¥10,071 ¥10,210 ¥10,340 ¥10,461 ¥35,831 ¥35,970 ¥36,100 ¥36,221

10日 ¥9,567 ¥9,724 ¥9,870 ¥10,006 ¥35,327 ¥35,484 ¥35,630 ¥35,766
11日 ¥9,064 ¥9,237 ¥9,400 ¥9,551 ¥34,824 ¥34,997 ¥35,160 ¥35,311
12日 ¥8,560 ¥8,751 ¥8,930 ¥9,096 ¥34,320 ¥34,511 ¥34,690 ¥34,856
13日 ¥8,057 ¥8,265 ¥8,460 ¥8,641 ¥33,817 ¥34,025 ¥34,220 ¥34,401
14日 ¥7,553 ¥7,779 ¥7,990 ¥8,187 ¥33,313 ¥33,539 ¥33,750 ¥33,947
15日 ¥7,050 ¥7,293 ¥7,520 ¥7,732 ¥32,810 ¥33,053 ¥33,280 ¥33,492
16日 ¥6,546 ¥6,806 ¥7,050 ¥7,277 ¥32,306 ¥32,566 ¥32,810 ¥33,037
17日 ¥6,042 ¥6,320 ¥6,580 ¥6,822 ¥31,802 ¥32,080 ¥32,340 ¥32,582
18日 ¥5,539 ¥5,834 ¥6,110 ¥6,367 ¥31,299 ¥31,594 ¥31,870 ¥32,127
19日 ¥5,035 ¥5,348 ¥5,640 ¥5,912 ¥30,795 ¥31,108 ¥31,400 ¥31,672
20日 ¥4,532 ¥4,862 ¥5,170 ¥5,458 ¥30,292 ¥30,622 ¥30,930 ¥31,218
21日 ¥4,028 ¥4,375 ¥4,700 ¥5,003 ¥29,788 ¥30,135 ¥30,460 ¥30,763
22日 ¥3,525 ¥3,889 ¥4,230 ¥4,548 ¥29,285 ¥29,649 ¥29,990 ¥30,308
23日 ¥3,021 ¥3,403 ¥3,760 ¥4,093 ¥28,781 ¥29,163 ¥29,520 ¥29,853
24日 ¥2,517 ¥2,917 ¥3,290 ¥3,638 ¥28,277 ¥28,677 ¥29,050 ¥29,398
25日 ¥2,014 ¥2,431 ¥2,820 ¥3,183 ¥27,774 ¥28,191 ¥28,580 ¥28,943
26日 ¥1,510 ¥1,944 ¥2,350 ¥2,729 ¥27,270 ¥27,704 ¥28,110 ¥28,489
27日 ¥1,007 ¥1,458 ¥1,880 ¥2,274 ¥26,767 ¥27,218 ¥27,640 ¥28,034
28日 ¥503 ¥972 ¥1,410 ¥1,819 ¥26,263 ¥26,732 ¥27,170 ¥27,579
29日 ¥486 ¥940 ¥1,364 ¥26,246 ¥26,700 ¥27,124
30日 ¥470 ¥909 ¥26,230 ¥26,669
31日 ¥454 ¥26,214

¥660 ¥11,000 ¥14,100

モーニング / ナイト&ホリデーメンバー

ﾒﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ
発行費用

入会金
入会月の会費（日割計算額） 入会翌月

の会費
初回お支払の合計額
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