
いわき産業創造館シェアオフィス利⽤規約 
 
（⽬的） 
第１条 いわき産業創造館シェアオフィスの使⽤者（以下「使⽤者」という。）は、本施設

を使⽤するにあたり、いわき市いわき産業創造館条例及び同施⾏規則を遵守するものと
する。 

２ 本施設は、業種、業界を超えた様々な技術や知識、能⼒を持った副業者や創業者が出会
い、交流することで、新しい事業や産業を⽣み出していくことを⽬的とする。 

 
（本施設の対象スペース） 
第２条 本施設の対象スペースは添付図のとおりとする。 
 
（休館⽇、開館時間等） 
第３条 本施設の休館⽇及び開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 休館⽇  ⽉の最後の⽉曜⽇及び 12 ⽉ 29 ⽇から翌年の１⽉３⽇までの⽇ 
⑵ 開館時間 午前９時から午後９時まで 

２ 第１項で定めるほか、施設設備の点検等のため、臨時で休館する場合がある。 
 
（所持品の管理） 
第４条 本施設内における使⽤者の所持品の管理は使⽤者の責任において⾏うものとし、

本施設内において⽣じた盗難および紛失、事故等については、協会は⼀切の責任を負わな
いこととする。 

 
（遺失物） 
第５条 当館内の遺失物については、協会にて１ヶ⽉間保管し、１ヶ⽉を経過した遺失物に

ついては、協会の判断で処分することが出来ることとする。 
 
（迷惑⾏為の禁⽌） 
第６条 本施設内での次に掲げる⾏為を禁⽌する。 

⑴ 喫煙 
 ⑵ 動物の飼育や持ち込み 
 ⑶ 公益社団法⼈いわき産学官ネットワーク協会（以下「協会」という。）の許可なく看

板、ポスター等の広告物を張る等の⾏為 
 ⑷ 危険物の使⽤や持込み 
 ⑸ 本施設使⽤者の迷惑となる⾳、振動、臭気等を発する⾏為ならびに物品の持込み 
 ⑹ 他の使⽤者や職員等に暴⼒を振るう、あるいはその恐れが強い⾏為 



 ⑺ ⼤声、暴⾔もしくは脅迫的な⾔動により、他の使⽤者に迷惑を及ぼす、あるいは職員
等の業務を妨げる⾏為 

 ⑻ 仮眠 
 ⑼ その他公益を害する恐れがあると協会が認めた⾏為 

⑽ ゴミや不要物を持ち込み、当施設内に放置、投棄する⾏為 
 ⑾ 机・椅⼦等の場所に私物を置いて⻑時間の場所取り等をする⾏為 
 ⑿ 本施設から外出する際、短時間（15 分以内）の場合を除き、私物を放置する⾏為 
 
（使⽤を拒否する者） 
第７条 次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、協会は当施設の使⽤を拒否す

ることができるものとする。 
 ⑴ 法令に反する事業を⾏う者及び反する恐れのある事業を⾏う者 
 ⑵ 公序良俗に反すると協会が判断したもの 
 ⑶ 暴⼒団関係者及びそれに関する事業を⾏う者 
 ⑷ その他、協会が不適当と認める者や団体 
 
（使⽤を停⽌する者） 
第８条 次に掲げる団体またはそれに関連する者に対して、協会は当施設の使⽤を停⽌す

ることができるものとする。 
 ⑴ 使⽤者以外の第三者に当施設を使⽤させた者 
 ⑵ 定められた期⽇までに使⽤料を納めなかった者 
 ⑶ 第６条に掲げる禁⽌⾏為を⾏った者 
 
（使⽤の制限） 
第９条 市⼜は協会が主催するイベント等を開催する場合、管理運営上、協会は使⽤者の本

施設の全部または⼀部の使⽤を制限することができるものとする。この場合、協会は使⽤
者に対して事前にホームページ等において告知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、協会は、下記の事由により、事前の告知をすることなく、使
⽤者の本施設の全部または⼀部の使⽤を制限することができるものとする。 

 ⑴ 設備の保守、点検、修理等を⾏う緊急の必要が⽣じた場合 
 ⑵ ⽕災、停電等の事故により使⽤者へのサービスの提供ができなくなった場合 
 ⑶ 天変地異、テロ等により使⽤者へのサービスの提供ができなくなった場合 
 ⑷ その他、やむを得ない事由により使⽤者へのサービスの提供ができなくなった場合 
 
（法⼈登記） 
第 10 条 本施設を 3 ⽉以上継続して使⽤する使⽤者は、設⽴する法⼈について、その主た



る事業所の所在地として、本施設を⾃⼰が⾏う事業の住所として法⼈登記をすること
ができる。 

２ 法⼈登記を利⽤する者は、本施設の住所を記載した登記簿の写しを協会に提出しなけ
ればならない。 

３ 登記事項に変更があった場合は、速やかに変更後の登記簿を協会に提出しなければな 
らない。 

４ 法⼈登記の利⽤を終了する場合は、その旨を申し出るものとする。 
５ 法⼈登記の利⽤について、協会が、法令に反し⼜は適当でないと判断した場合は、法⼈

登記の利⽤者は必要な措置を講じるものとする。 
 
（住所利⽤） 
第 11 条 前条に規定する法⼈登記の利⽤者は、本施設を住所利⽤することができる。 
２ 法⼈登記の利⽤者宛に送付された郵便物は、いわき産業創造館のメールボックスで受

領することができる。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する郵便物については、
受領を拒否することができる。 

 ⑴ 現⾦書留、有価証券、キャッシュカード、預⾦通帳その他⾦銭に関するもの 
 ⑵ 運転免許証、健康保険証その他⾝分証明書 
 ⑶ ⽣もの、冷蔵冷凍品等 
 ⑷ ⽀払いを要する郵便物 
 ⑸ 内容証明郵便その他法的書類 
 ⑹ 裁判所からの特別送達及びこれに準ずる郵便物 
 ⑺ 郵便事業者、宅配事業者以外の者より持参された郵便物 
 ⑻ 法律に抵触し⼜はその恐れのあるもの 
 ⑼ その他協会が受領し⼜は保管が困難であると判断した郵便物 
３ 郵便物の保管期間は、郵便物を受領した⽇から１か⽉間とする。また、郵便物の受領に

ついて、法⼈登記の利⽤者に対し報告は⾏わないものとする。なお、保管期間が経過した
郵便物は、協会の判断により処分するものとする。 

４ 郵便物については、保管⽅法、保管期間の経過等を理由として、法⼈登記の利⽤者に対
し損害が発⽣した場合でも、協会はその損害を賠償する責任を⼀切負わないものとする。 

 
（ＩＣカードの貸与） 
第 12 条 本施設を使⽤する使⽤者に対し、シェアオフィス専⽤⼊⼝で使⽤可能なＩＣカー

ドを貸与する。 
２ ＩＣカードを紛失した場合は、ＩＣカードの再発⾏費⽤として、550 円を⽀払うものと

する。 
３ 貸与したＩＣカードについては、使⽤期間終了までに返却することとする。 



 
（権利の譲渡） 
第 13 条 使⽤者は、使⽤者として有する権利を第三者に貸与及び譲渡することはできない。 
 
（免責事項） 
第 14 条 次に掲げる事由により使⽤者が被った損害について、協会は責任を負わないもの

とする。 
 ⑴ 地震、⽔害等の天変地異や⽕災、暴徒等の不可抗⼒による災害、停電、盗難、ＩＴイ

ンフラ等通信設備やその他諸設備の不備や故障及び偶発事故、その他協会の責めに帰
することのできない事由 

 ⑵ 他の使⽤者やその他の第三者の⾏為 
 
（損害賠償義務） 
第 15 条 使⽤者は、⾃⼰の責めに帰すべき事由によって施設の設備、備品等に損傷し、⼜

は亡失した時は、これによって⽣じた損害を賠償しなければならない。 
 
（補則） 
第 16 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
 附則 
この規約は令和３年 10 ⽉１⽇から施⾏する。 
 
 
 



申請⽅法について
項　⽬

申請受付時間

窓⼝で申請

①　所定の「使⽤申請書」に『本⼈確認書類』を添え
     て窓⼝（管理事務所）へ提出してください。

②　申請内容確認後、「ご利⽤時の注意事項（本
　　 紙裏⾯）」についてご説明します。

③　「許可書」と「領収書」を発⾏します。

④　使⽤料を現⾦にてお⽀払いください。
　　 ※お⽀払いは⽉毎になります。（複数⽉分をまとめての
　　 お⽀払いはできません。）

お⼿続き完了

利⽤開始

掲⽰物

駐⾞場

　当館専⽤の駐⾞場はございません。お⾞をご利⽤の場合は、ラトブ内の共⽤駐⾞場をご利⽤ください。

　※利⽤者向け駐⾞料⾦の割引サービスがございます。（⼊庫から最⼤2時間まで無料。チェッカーは、運営管理事務室に
　　 ございます。（ラトブ駐⾞場のみ対象となります。予めご了解ください）
  【ラトブ駐⾞場】 1Fおよび地下1〜2F／400台収容／２４時間⼊出庫可能／30分あたり100円

いわき産業創造館シェアオフィスのご利⽤にあたって

内　容

　午前９時から午後９時までとなります。（午後９時で閉館のため、時間に余裕を持ってご来館ください。）
　※毎⽉最終⽉曜、年末年始（12/29〜1/3）は休館となります。その他、やむを得ない事由により臨時で休館する場合もあります。予めご了承ください。

使⽤区分
・

使⽤料

　⽇単位または⽉単位での利⽤が可能です。（使⽤料︓1⽇あたり　550円／1⽉あたり　3,300円）

　※「1⽉」の使⽤料は、⽉の中途において使⽤を開始または終了する場合であっても「1⽉」と算定します。（例︓10/15利⽤開始→10/31まで利⽤可）
　※「1⽇」とは、いわき産業創造館が開館する時間（9︓00〜21︓00）となります。

申請⽅法A

⽇単位で
ご利⽤される
場合

1⼈あたり
＠550円

①　ご利⽤⽇当⽇、所定の「申請書」に『本⼈確認書類』を添えて窓⼝（管理事務所）へ提出してください。

　　　 ※「使⽤申請書」は事前にホームページにてダウンロードが可能です。（印刷し、必要事項を記⼊の上、窓⼝へご持参ください）

　　　　　 〔URL〕　http://www.iwaki-sansoukan.com/
 　　　※「本⼈確認書類」は運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれかの原本（コピー不可）をご持参ください。

②　申請内容確認後、「利⽤時の注意事項（本紙裏⾯）」についてご説明します。

③　使⽤料を現⾦にてお⽀払いいただきます。
　　 ※⼀度お⽀払い頂いた使⽤料は、条例に基づき基本払い戻しはいたしません。予めご了承ください。

④　「許可書」と「領収書」を発⾏します。

お⼿続き完了・利⽤開始

お⼿続き完了

利⽤開始

  シェアオフィスを⽉単位でご利⽤される場合は、エリア内の「掲⽰板」および「パンフレットホルダー」に、利⽤者
  ご⾃⾝の事業案内等のポスター・チラシ等を掲⽰および設置することができます。
　※スペースに限りがございますので、1利⽤者様につき、掲⽰物は1枚（A2以下）まで、設置物は50部（A4以下）までとさせていただきます。

申請⽅法B

⽉単位で
ご利⽤される
場合

1⼈あたり
＠3,300円

　　　　　　　メール・FAXで申請　※2⽉⽬以降から可能

①　所定の「使⽤申請書」を提出してください。

　　　※「使⽤申請書」はホームページにてダウンロードが可能です。（必要事項をご記⼊の上、ご持参ください）
　　　　　 〔URL〕　http://www.iwaki-sansoukan.com/
　　　※「本⼈確認書類」は運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれかの原本（コピー不可）をご持参ください。
　　　　 （当館でコピーをお取りします）

②　申請内容確認後、お電話にて「ご利⽤時の注意
　　 事項（本紙裏⾯）」についてご説明します。

③　「許可書」および「請求書」を発⾏の上、
　　 申請者ご住所宛に郵送します。

④　請求書の納期限内に使⽤料をお振込みください。
　　※複数⽉ご申請された場合でも、請求書は⽉単位での発⾏となります。
　　　 （例︓10⽉分…　9⽉中旬に請求書郵送⇒9⽉末⽇までにお⽀払い）
　　　※振り込み⼿数料はご負担いただきます。

　　 ※⼀度お⽀払い頂いた使⽤料は、条例に基づき基本払い戻しはいたしません。予めご了承ください。

いわき産業創造館 令和3年10⽉1⽇更新



公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会　様

フリガナ フリガナ

電話番号

携帯番号

フリガナ

住所

生年月日 年齢

メールアドレス

業種 事業内容

シェアオフィスの
利用希望期間

利用規約
同意署名

氏名

※ＩＣカード
№

※個人情報
　確認書類

 運転免許証 　　　パスポート
 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※欄は記入しないこと

第２号様式（第５条関係）

シェアオフィス
の利用目的

具体的に

　〒　　　　　　　－

起業準備　　　仕事　　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

いわき産業創造館シェアオフィス使用許可申請書

　いわき産業創造館シェアオフィスを使用したいので、次のとおり提出します。

　 　年　 　　月　　 　日　

性別

法人・団体名

年　　　　月　　　　日　　　　　　から　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

　「いわき産業創造館シェアオフィス利用規約」に同意の上、使用を申し込みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名

　　　年　　　　月　　　　日　　 



ご利⽤時の注意事項

項　⽬ ☑欄

いわき産業創造館シェアオフィスのご利⽤にあたって

※施設ご利⽤にあたっては、【いわき産業創造館シェアオフィス利⽤規約】に記載する事項の遵守をお願いいたします。

内　容

利⽤中

　開館時間は午前９時から午後９時までとなります。（閉館時間に余裕を持ってご退出ください。）
　※毎⽉最終⽉曜、年末年始（12/29〜1/3）は休館となります。その他、やむを得ない事由により臨時で休館する場合もあります。予めご了承ください。

  館内は「全⾯禁煙」です。

  ご利⽤中は「新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌ガイドライン」の遵守をお願いします。

  短時間（15分以内）の場合を除き、私物を放置しないでください。

  テーブル・イス等の場所に私物を置いて⻑時間の場所取り等をしないでください。

  お客様の状態を含めた状況確認のため、ラトブ警備員および当館職員が館内を巡回いたします。

いわき産業創造館

利⽤後

  使⽤されたテーブル・イスの消毒のご協⼒をお願いします。（館内に消毒スプレー、雑⼱を設置しています）
　※気になる場合はご利⽤前にも消毒頂きますようお願いいたします。

  テーブル・イスのレイアウト、及び書籍、備品は、使⽤前と同じ状態に原状復帰してください。

  ご利⽤中に出たゴミは、全てお持ち帰りください。　（館内にゴミ箱の設置はございません。）

  お忘れ物がないかをご確認の上、退出をお願いします。（保管期限はご利⽤⽉より1年間となります。）

重要事項

  「許可書」発⾏後、利⽤者様のご都合でキャンセルされる場合、⼀度お⽀払い頂いた使⽤料は、条例に
　基づき基本払い戻しいたしません。予めご了承ください。

  新型コロナウイルス感染防⽌対策のため、⼊室制限を設けております。
  ※ 同時⼊室は20名程度を上限とし、【当⽇受付順】となります。（⽉単位のご利⽤でも同様となりますので予めご了承ください。）

駐⾞場

　当館専⽤の駐⾞場はございません。お⾞をご利⽤の場合は、ラトブ内の共⽤駐⾞場をご利⽤ください。

　※利⽤者向け駐⾞料⾦の割引サービスがございます。（⼊庫から最⼤2時間まで無料。チェッカーは、運営管理事務室に
　　 ございます。（ラトブ駐⾞場のみ対象となります。予めご了解ください）
  【ラトブ駐⾞場】 1Fおよび地下1〜2F／400台収容／２４時間⼊出庫可能／30分あたり100円

令和3年10⽉1⽇更新

いわき産業創造館シェアオフィスおよび受付窓⼝
案内図（ラトブ6階）



令和 3 年 10 月 1 日 更新 

 

いわき産業創造館シェアオフィス 
新型コロナウイルス感染症 感染拡⼤防⽌ガイドライン 

 
 お客様にお願いしたいこと  

 
 
 

 ① 衛⽣対策について           
◇施設ご利⽤時は、マスク着⽤の徹底、咳エチケットの励⾏、⼿指消毒、体調管理の徹底など、 
  感染症予防対策を⾏ってください。（館内に設置のアルコール⼿指消毒薬、サーモセンサー 
（顔認証式⾃動検温計）をご利⽤ください） 

  
◇ご利⽤終了後、使⽤されたテーブル、イスの消毒を⾏ってください。（消毒スプレー、雑⼱は施設 
  内に設置しているものをご使⽤ください） 

  
◇施設内での飲⾷は⽔分補給、個別のお弁当形式のみ可能です。また、発⽣したゴミはお持ち帰 
  りください。 

 
 

 ② 3 密（密接・密集・密閉）対策について          
◇ソーシャルディスタンス（適切な距離）の確保にご留意いただき、⼗分な座席または⼈との間隔 
  をあけて施設をご利⽤ください。 

  
 

 ③ ⼊場制限について         
◇⾵邪の諸症状や発熱がある場合は、施設の利⽤はご遠慮いただくようにお願いします。 
  
◇同時⼊室は 20 名様程度を上限とし、【当⽇受付順】にてご⼊場いただきます。 

 
 

 ④ 施設の使⽤申請・使⽤料のお⽀払いについて        
  
◇「使⽤申請書」はホームページからダウンロードが可能となっております。事前にご記⼊の上、 
  窓⼝へご持参いただくと、⼿続き時間が短縮されますので、是⾮ご活⽤ください。 

  
◇⽉単位の利⽤者様については、⼝座振込⽀払いも可能ですので、是⾮ご活⽤ください。 




