古川物産(株) FBCフォーラム担当 行

FAXでの申込の場合 : 03-3292-1395

レンタルスペース利用申込書
利用施設名

ＦＢＣフォーラム (千代田区神田須田町1-2-3 山房ビル2階)

団体名
責任者
主催者住所

〒
主催者TEL

連絡先

FAX

利用当日連絡TEL(携帯/PHS)

E-Mail
利用日

利用時間

平成

年

月

日（

） 午前・午後・夜間・1日

：００ ～

：００

平成

年

月

日（

） 午前・午後・夜間・1日

：００ ～

：００

平成

年

月

日（

） 午前・午後・夜間・1日

：００ ～

：００

平成

年

月

日（

） 午前・午後・夜間・1日

：００ ～

：００

平成

年

月

日（

） 午前・午後・夜間・1日

：００ ～

：００

1. ご利用日は申込月を含む４か月先の月末まで予約可能です。 (例) 1月15日申込み→ 4月末まで予約可能
2. 午前(9:00～12:00)、午後(12:00～18:00)、夜間(18:00～21:00)から利用時間帯を丸で囲んで下さい。
複数枠の選択も可能です。
3. 利用開始時刻と終了時刻を記入して下さい。 (分刻みでの指定はできません)
4. 午後時間帯のみ、3時間以上の時間帯を指定してご利用することも可能です。 (例) 14:00～17:00
5. 午前及び夜間は時間帯未満での利用はできません。
[利用不可例] 10:00～12:00(3時間未満)、17:00～20:00(時間帯をまたぐ) などの指定はできません。

利用目的
利用人数
付帯品利用

人
不要

・

プロジェクタ

・

スクリーン

上記の通り、神田レンタルスペース・FBCフォーラム利用を申込みます。
利用に際しては、FBCフォーラム利用規約を遵守します。

平成
申込者氏名

年

月

日
㊞

古川物産(株) FBCフォーラム担当 行

FAXでの申込の場合 : 03-3292-1395

レンタルスペース利用申込書
利用施設名

ＦＢＣフォーラム (千代田区神田須田町1-2-3 山房ビル2階)

団体名

会社名、学校名、主催団体名を記入して下さ

責任者

利用責任者名のフルネームを記入して下さい

主催者住所

〒 利用団体の住所もしくは主催者の住所を記入して下
主催者TEL

連絡先

利用団体/主催者TEL

利用当日連絡TEL(携帯/PHS) 利用当日責任者と連絡が取れるTEL(携帯･PHS

E-Mail

利用団体の住所もしくは主催者のE-Mailアドレスを記入して下さい

利用日

平成

28年
28年
28年
28年

3月
3月
3月
3月

平成

年

月

平成
平成
平成

利用団体/主催者FAX

FAX

利用時間

7日（ 木）
23日（ 土）
25日（ 月）
26日（ 火）
日（

午前・午後・夜間・1日
午前・午後・夜間・1日
午前・午後・夜間・1日
午前・午後・夜間・1日

9：００
14：００
9：００
9：００

） 午前・午後・夜間・1日

～

12：００
18：００
17：００
21：００

：００ ～

：００

～
～
～

1. ご利用日は申込月を含む４か月先の月末まで予約可能です。 (例) 1月15日申込み→ 4月末まで予約可能
2. 午前(9:00～12:00)、午後(13:00～18:00)、夜間(18:00～21:00)から利用時間帯を丸で囲んで下さい。
1. 午前、午後、夜間を枠で囲んで下さい。
ご利用日は申込月を含む4か月先の月末
※複数枠の選択も可能です
複数枠の選択も可能です。
まで指定できます。
※午前(9:00-12:00)、午後(12:00-18:00)、夜間(18:00-21:00)
3. 利用開始時刻と終了時刻を記入して下さい。 (分刻みでの指定はできません)
2.
利用開始時刻、終了時刻を記入して下さい。
(例)1月15日申込み→4月末まで予約可能
4. 午後時間帯のみ、3時間以上の時間帯を指定してご利用することも可能です。
(例) 14:00～17:00
※分刻みの指定はできません
3. 午後時間帯のみ、時間単位での利用ができます。
5. 午前及び夜間は時間帯未満での利用はできません。
※但し、3時間以上利用
[利用不可例] 10:00～12:00(3時間未満)、17:00～20:00(時間帯をまたぐ)
などの指定はできません。
4. 午前、夜間の時間帯未満の利用は不可

利用目的
利用人数
付帯品利用

スペースの利用目的/用途を記入して下さい

人

利用予定人数

不要

・

プロジェクタ

・

スクリーン

上記の通り、神田レンタルスペース・FBCフォーラム利用を申込みます。
プロジェクタ及びスクリーンをご利用する
申込み日を記入して下さい
場合はご指定下さい。
利用に際しては、FBCフォーラム利用規約を遵守します。
利用料金は無料ですが、操作について
は備え付けのマニュアルをご参照下さ

平成
申込者氏名

年

申込み者の署名・捺印

月

日
㊞

2018 年 7 月 1 日現在

ご利用の案内
スペース詳細
スペース名

FBC フォーラム

所在地

東京都千代田区神田須田町 1-2-3 山房ビル 2 階

広さ

66 平米 (ほぼ真四角)

座席数

42 席(3 人用テーブル 14 台、1 人用テーブル 2 台、イス 42 脚)

営業時間

09:00～21:00

最寄り駅

○ メトロ丸ノ内線「淡路町駅」徒歩 1 分
○ メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩 4 分
○ ＪＲ山手線「神田駅」徒歩 6 分

ご利用用途

会議 商談
製品発表会

重要禁止事項

○喫煙 ○飲食 ○飲酒 ○調理 ○騒音(音響機材使用等) ○風紀上、安全上不適切な行為
※飲食に関して、水、お茶、ソフトドリンク類は可としますが、ゴミはお持ち帰り下さい

設備・備品

ホワイトボード(2 台)、インクジェットプリンタ(兼コピー機)、可動式パーテーション(3 台)
プロジェクタ、プロジェクタ用スクリーン、無料 Wi-Fi
共用トイレ(男女共用、洋式)、共用給湯あり
※ご利用は全て無料です

ウェブサイト

http://www.fbc-forum.com

運営会社

古川物産株式会社 (TEL:03-3292-1392)
電話受付 : 9:30～16:30、窓口受付 : 10:00～16:00
※昼休(12:00～13:00)、土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く

研修
教室

セミナー
サークル

ワークショップ
勉強会 習い事

○ 都営新宿線「小川町駅」徒歩 1 分
○ メトロ銀座線「神田駅」徒歩 4 分

展示会

個展

撮影

料金表(税込)
午前

09:00～12:00 (3h)

3,000 円 (1,000 円/h)

平日

午後

12:00～18:00 (6h)

6,000 円 (1,000 円/h)

(月曜～金曜)

夜間

18:00～21:00 (3h)

4,500 円 (1,500 円/h)

1日

09:00～21:00(12h)

12,000 円 (*1)

午前

09:00～12:00 (3h)

7,500 円 (2,500 円/h)

休日

午後

12:00～18:00 (6h)

15,000 円 (2,500 円/h)

(土曜、日曜、祝日)

夜間

18:00～21:00 (3h)

7,500 円 (2,500 円/h)

1日

09:00～21:00(12h)

26,000 円 (*1)

◆午後時間帯の短縮利用
午後の時間帯のみ、時間単位のご利用が可能です。単価は上記の通りです。
但し、最低ご利用時間は 3 時間からとなります。
◆時間帯をまたぐご利用
原則、ご利用は時間帯(午前･午後･夜間)単位となりますので、11:00～14:00 のように 2 つの時間帯を
またぐ形については 3 時間以上でも受付けておりません。
◆注意事項
(*1) 1 日貸切プランは Spacee 経由ではお申込みができません。
(*2) 料金は事前連絡なく変更する場合があります。ご予約済みの分については予約時の料金が適用と
なりますが、一度キャンセルした以降は次回予約時点での料金が適用となります。

利用申込み方法
お申込みは電話、インターネットから受付けしております。
お利用日は申込み月を含む 4 か月先の月末まで予約が可能です

(例) 1 月 15 日申込み→4 月末まで予約可能

電話
申込み

1.
2.
3.
4.

古川物産(株) FBC フォーラム担当 TEL : 03-3292-1392(平日 9:30～16:30) へお電話下さい。
ご利用希望日時を指定して仮予約を受け付けます。
申込用紙を FAX/メール/郵送にて送付致しますので必要事項をご記入頂きご返送下さい。
仮予約から 5 日以内に申込用紙が返送されない場合にはキャンセル扱いとなります。

インターネット
申込み

1.
2.
3.
4.

当社ウェブサイト http://www.fbc-forum.com へアクセス
[予約･問合せ]メニュー → [スペースのご予約]内の「予約お申込みフォーム」をクリック
フォームに必要事項をご記入頂き、「予約申込」を押して下さい。
確認メールを返送します。届かない場合には、お手数ですがフォームの再送をお願いします。

提携予約サイト
申込み

提携予約サイト Spacee
http://www.spacee.jp/listings/1134 へアクセス
※ 1 日貸切プランは Spacee 経由ではお申込みができません。
※ Spacee への利用者登録が必要です(無料)
本社事務所へお越し頂き、その場でお申込み下さい。
<本社事務所>
古川物産(株) 東京都千代田区神田美土代町 11-8 SK 美土代町ビル 3 階 (TEL 03-3292-1392)
受付時間 平日 10:00～16:00 ※昼休(12:00～13:00)、土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く

本社事務所
申込み

お支払方法
ご予約確定後 2 営業日以内にお振込み下さい

<お振込み先> みずほ銀行 神田支店 (当座)58042 古川物産株式会社

お振込み
※

お振込み手数料はご利用者負担でお願いします

※

Spacee 経由のご予約は Spacee へお支払い下さい

ご予約確定後 2 営業日以内にお支払い下さい
<受付> 古川物産(株) 千代田区神田美土代町 11-8 SK 美土代町ビル 3 階 (TEL 03-3292-1392)

現金払い

受付時間 平日 10:00～16:00
※

※昼休(12:00～13:00)、土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く

Spacee 経由のご予約は現金払いができません

キャンセルポリシー

キャンセル料

返金手数料

ご予約後のキャンセル(日付や時間の変更も含む)の場合、以下のキャンセル料が発生します。
ご予約日～ご利用日 31 日前まで 20%
ご利用日 30 日前～15 日前まで 50%
ご利用日 14 日前～8 日前まで 80%
ご利用日 7 日前～当日まで 100%
キャンセル時の返金にはキャンセル手数料 300 円が別途かかります。また、ご返金の銀行振込手数料
はご利用者負担になります。返金はキャンセル日より 10 日以内にお振込み致します。
現金払いをご希望の方は当社事務所までお越しください。

Spacee 等の提携サイトからのご予約の場合は、各予約サイトの規定によります

ご利用上の禁止事項及び注意事項
当レンタルスペースでは下記の行為はスペース及び建物内にて禁止致します。
○喫煙

○飲食

○飲酒

○調理

○騒音(大声や音響の使用)

○風紀上または安全管理上、当社にて不適当と判断する行為

※飲食に関して、飲み物のみ可としますが、ゴミはお持ち帰り下さい。また、汚した場合は備え付けの雑巾で清掃して下さい
ご利用に際しては、ご利用者全員に下記のルールを遵守して頂きます。
1. ご利用時間以外のスペースご利用はできません。準備撤収及び原状復帰を含めた時間でご利用下さい。
2. ゴミはお持ち帰り下さい。
3. 備品等を乱暴に扱わないで下さい。破損等が認められた場合にはその費用をご請求致します。
4. 共用スペースやビル建物内に掲載物を貼ったり、物を置いたりしないで下さい。
5. 荷物の受取、送付、預かりにはご対応しておりません。
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ᶅ ॑يΝΌ՛ͺ͟ཤ༽ंͲ؇ཀྵ͢ͱԾ͠͏ɽຬ͗Ҳ౬ೋɼจࣨͪ͢

Ͳ͍ͮͱɼຌਕಋқΝಚΖ͞ͳ͗ࠖೋͲ͍Ζ

ͺɼฒऀͺҲΝෝ͏ΉͦΞɽ

ᶈ ࠅؖؽऑ͚͢ͺஏ๏ޮڠରͺͨҗΝणͪ͜ं͗๑ྫఈΌΖࣆແ

ᶆ ϪϱνϩηϘʖη಼ݒଆʀઅඍʀඍ͵ʹഃଝΉͪͺจࣨͪ͢ɼଝ֒ഝ

Νਲ਼ߨͤΖ͞ͳͶଲ͢ͱͤྙڢΖචགྷ͍͗ΖͲ͍ͮͱɼຌਕಋқΝಚΖ͞

ঊ͢ͱ͚͗͟͡͏ΉͤɽΉͪɼߨىҟͶΓΕϪϱνϩηϘʖη͗ཤ༽ड़པ

ͳͶΓΕ֚ࣆແਲ਼ߨͶࢩ্Ν͕ͨͤ·ٶΗ͍͗Ζ

͵͚͵ͮͪͺɼىଝ֒ഝঊଠͶཤ༽ྋۜͶͪ͏ͰخҵࣨཤӻֻۜܯΝ

Ήͪɼཤ༽దҕͲݺਕๅΝࢀंͶҗͤΖ͍͗ΕΉͤɽݺਕๅ

͟ෝ୴͏ͪͫ͘Ήͤɽ

ΝҗͤΖͺɼݺਕๅ҈સ؇ཀྵ͗ਦΔΗΖΓ͑җͶଲͤΖචགྷ͖ͯ

ᶇ ฒऀ؇Ͳͺ͵͏ۛྣͲ૿ԽͶͯ͘Ή͢ͱͺɼΝෝ͏͖Ήͤɽ

న͵ಞΝߨ͏Ήͤɽ

͟ཤ༽ྋۜ

ࣖ੧ٽघକͶͯ͏ͱ

ᶅ ͟ཤ༽ྋۜͺɼ༩ࠄ͵͚รߍ͠ΗΖ͗͟͡͏Ήͤɽ

͟ཤ༽ंͺɼฒऀͶଲ͢ͱɼ
ʰݺਕๅฯޤͶͤؖΖ๑ཱʱͶఈΌΖͳ͞ΘͶΓΕɼ

ᶆ ͟ཤ༽ྋۜͺɼ͕ਅࠒΊ఼࣎ྋۜ͗న༽͠ΗΉͤɽͪͫ͢ɼ͕ਅࠒޛͶ͟ཤ༽

͟ཤ༽ंͶͤؖΖฯ༙ݺਕυʖνΝࣖͤΖΓ͑੧ͤٽΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ ฒऀ

࣎ؔรߍʤ௧Յʥ͗ਫ਼ͣͪɼรߍʀ௧Յ෨ͺรߍʀ௧Յ͕ਅࠒΝ͏ͪͫ͏

ͶࣖΝٽΌΖͶͺɼԾࡎىى૯Ͷ͟࿊ཙ͚ͫ͠͏ɽࣖ੧ٽघକ͘

఼ͪ࣎ྋۜ͗న༽͠ΗΉͤɽ

ࡋͶͯ͏ͱ͟Ҍ಼͏ͪ͢ΉͤɽຬҲɼ͟ཤ༽ंݺਕๅ಼༲͗ࣆࣰͲ ͵͏

ᶇ ݬଉɼࢨఈ۞ߨ࠴͏Ν͕͕ͱ͢͏بΕΉͤ

͞ͳ͗ͪ͢ͶͺɼฒऀͺଐΏ͖Ͷఙਜ਼ΉͪͺࡡঈͶԢͣΖͳ͢Ήͤɽ

ᶈ ۞ߨ৾ࠒघ਼ྋͺ͟ෝ୴͏بΉͤɽ



ᶉ फॽͺߨ͢ͱ͕ΕΉͦΞɽ͕৾ࠒޛߨ͠ΗΉͤʰ৾ࠒࡋॽʱΝ͚ͫ༽

و༁಼༲ͺࣆ௪எ͵͚รߍͳ͵ΖՆ͗͟͡͏Ήͤɽ

͠͏ɽ



ϪϱνϩηϘʖηʀඍΫϡϱιϩྋۜ



͟༩༁ೖʛ͟ཤ༽ೖ  ೖΉͲ 



͟ཤ༽ೖ  ೖʛ ೖΉͲ 



͟ཤ༽ೖ  ೖʛ ೖΉͲ 



͟ཤ༽ೖ  ೖʛೖΉͲ 



ˠΫϡϱιϩྋ͕ࢩ͏Ͷͯ͏ͱͺΫϡϱιϩೖ͖Δ  ೖҐ಼ Ϋϡϱιϩೖ



 Ͷۜ͘͟Ήͤɽ



ˠΫϡϱιϩ࣎ศۜͶͺΫϡϱιϩघ਼ྋ  ԃ͗พ͖͖ΕΉͤɽΉͪɼ͟ศ



ۜ۞ߨ৾ࠒघ਼ྋͺ͟ཤ༽ंෝ୴Ͷ͵ΕΉͤɽ



ˠೖʀ࣎ؔรߍͶΫϡϱιϩϛϨεʖ͗న༽͠ΗΉͤɽ



Ԉ଼ཤଋʀԈ଼ଝ֒ۜ੧ٽͶͯ͏ͱ



ฒऀࢨఈغೖΉͲͶɼฒऀ͖Δ੧ֻٽۜ͗͟͵͏ɼฒऀوఈԈ଼ཤ
ଋʀԈ଼ଝ֒ۜΝՅࢋ͢ͱ͕ࢩ͏͘Ήͤɽ



 ೧  ݆  ೖ
)%& ϓΧʖϧϞӣӨճऀ ݻઔࢊࣞהճऀ

