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Workusアプリ利用規約（トライアル） 

 

Workusアプリ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社オファーズ(以下「当社」と

いいます。)が提供する本サービス(第1条(定義)に定めます。)をご利用頂くための条件を定め

るものです。お客さまは、必ず本規約の内容を確認頂き、ご同意の上、本サービスをご利用く

ださい。本規約にご同意頂けない場合、お客さまは本サービスをご利用頂くことはできませ

ん。 

第1条(定義) 

 本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意味で用いるものとします。 

  (1) 「本サービス」とは、WeWork Japan合同会社（以下「WeWork」といいます。）のワー  

クスペース等の利用に関し、当社が「Workusアプリ」の名称のもとで提供するワークスペース

および会議室の時間単位での予約および当該予約の可視化をすることができるサービスのトラ

イアルサービスをいいます。 

  (2) 「本アプリ」とは、本サービス専用のアプリケーションとして当社がお客さまに提供  

するものをいいます。 

  (3) 「お客さま」とは、当社と本サービスの利用契約を締結するお客さま所属企業の従業

員をいいます。 

  (4) 「お客さま端末」とは、当社が指定する機種のお客さまのスマートフォン（iPhoneお

よびAndroidスマートフォン）をいいます。 

  (5) 「本施設」とは、当社が指定するWeWorkの時間貸しワークスペース施設をいいます。 

  (6) 「本利用契約」とは、本規約に基づきお客さまと当社の間に成立する本サービスに関

する利用契約をいいます。 

  (7) 「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する

暴力団員をいいます。)、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力の総称をいいま

す。 

第2条(使用許諾) 

当社は、お客さまが本規約を遵守することを条件として、お客さまに対して、お客さま端末

上において本アプリを利用することを通じて本サービスを使用することができる、非独占的

かつ譲渡不能の使用権を許諾します。 
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第3条(本サービスの利用) 

1. お客さまは、本サービスのご利用にあたり、所定の方法により、本アプリをお客さま端末

にインストールする必要があります。本アプリのインストールが完了していないお客さま端

末においては、本サービスをご利用頂くことはできません。 

2. 本利用契約は、お客さまの所属する企業（以下「お客さま所属企業」といいます。）が当

社に対し、別途本サービスの申込書を提出することで利用可能なサービスとなり、お客さま

が本アプリを起動し、本規約に同意のうえ、利用することにより本利用契約が成立します。 

3. お客さまは、当社に対し、本利用契約が成立した時点で、以下の各事項について表明し保

証します（ただし、本アプリを利用するお客さまは(3)を除きます）。 

⑴ お客さまが、本利用契約を締結する正当な権限を有すること 

⑵ お客さまが、本利用規約の全文を確認し、その全ての適用に同意したこと 

⑶ お客さまが、当社に対し、本サービスの利用の申し込みの可否の検討に影響を与えうる

重要な事実を全て開示したこと 

⑷ お客さまが、申込書の記載内容その他お客さまから当社に対して開示された事項がいず

れも真実であること 

⑸ お客さまが、過去に本サービスの利用に関し、当社との間の契約に違反した者でないこ 

と 

⑹ お客さまによる本サービスの利用が、他のお客さまの共同の利益に反しないこと 

4. 当社は、次の各号に該当するとき、第2項によるお客さまの申し込みを承諾しないことが

できます。当社は、当該申込みをしたお客さまに対して申し込みを承諾しない理由を開示す

る義務を負いません（本項はお客さま所属企業が対象）。 

⑴ 前項又は第22条の表明保証に反するおそれ又は現実の危険があること 

⑵ その他申込をしたお客さまによる本サービスの利用を承認することが適当でないと当社

が判断するとき 

5. 本利用契約は、当社が、お客さまに対し、申込書による承諾について、承諾の意思表示を

したときに成立します（本項はお客さま所属企業が対象）。 

6.本トライアルサービスの終了日は、別途申込書に記載するものとします。 

本トライアルサービス終了後のサービスの提供については別途の当社書式の申込書にてサ

ービス申込が必要となります。 
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第4条(本規約の適用) 

1. 本規約は、本サービスを利用する全てのお客さまに適用されます。 

2. 当社は、お客さまに事前に何ら通知することなく、またお客さまの同意を得ることなく、

本規約の全部又は一部を変更することがあります。本規約が変更された後に、お客さまが本

サービスを利用した場合、変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。 

 

第5条 (利用方法) 

1. お客さまは本アプリで予約登録をした上で、本施設のワークスペース等を利用できます。 

利用希望日の 29 日前から、30分単位で予約ができます。 

2. 本施設入退館の際は、WeWorkより貸出されるカードキー(もしくは本施設の入退館にかか  

る情報を付与された電子カード(以下「非接触型ICカード」といいます。))を用いるものとし 

ます。 

3. 座席の利用は予約開始時間以降とします。 

4. 本アプリ以外の方法(電話、メール、口頭等)による予約登録および予約内容の変更等はで 

きないものとします。 

5. 本サービス利用後は、机・椅子や設備・備品等を元の状態に戻していただきます。 

6. ゴミはお客さまおよびゲスト各自で片付け、所定の場所に廃棄するものとします。 

7. 本サービスの詳細な利用ルールは館内の掲示等に従うものとします。 

8. 本サービスで利用可能な拠点情報、および利用時間については＜別紙1＞に記載の通りと

します。 

第6条 (利用料金) 

本サービスおよび本アプリの利用料金はお客さま所属企業と当社で定めるものとし、申込書 

に別途記載するものとします。 
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第7条 (利用制限・禁止事項) 

1. 施設の利用に関してはWeWorkの利用規則に準じるものとします。 

 なお、Workusをご利用のお客さまが指定された場所以外での打合せやデスクワーク等の業務

作業を行うことはできません。 

2. 本サービスを利用する権利は、当社およびWeWorkの許可なく第三者に譲渡や貸与をするこ

とはできません。 

 3. WeWorkは、お客さままたはゲストが前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、お客 

さま、またはお客さま所属企業に対して当該行為の詳細について確認を求めることができる

ものとし、お客さままたはお客さま所属企業は合理的な範囲でこれに協力をするものとしま

す。 

第8条 (個人情報の取り扱い) 

1. お客さまおよびゲストの情報はWeWorkのサービス利用規約に準じます。 

 2. 当社は、Workusを通して会議室予約を受け付ける際、お客さまから以下情報を取得しま 

す。 

 (1）お客さまおよびゲストの個人情報:氏名、勤務先、E メールアドレス 

3．当社は、前項に定める情報を、次に定める利用目的の範囲で、使用するものとします。 

⑴ 本サービスに関する登録の受付、本人確認、利用料金の計算等本サービスの提供、維

持、保護及び改善のため 

⑵ 本サービスに関するご案内、お問合せ等への対応のため 

⑶ 本サービスに関する当社の規約、ポリシー等に違反する行為に対する対応のため 

⑷ 本サービスに関する規約等の変更などを通知するため 

⑸ 上記の利用目的に付随する利用目的のため 

4. 当社は、以下のとおりお客さまの個人情報を共同利用します。 

 

⑴  共同して利用される個人情報の項

目 

お客さまおよびゲストの氏名、勤務

先、およびメールアドレス 

⑵  共同して利用する者の範囲 WeWork Japan 合同会社 

⑶  共同して利用する者の利用目的 第3項に記載の利用目的 

⑷  個人情報の管理について責任を有

する者の氏名又は名称 

WeWork Japan 合同会社 

⑸  取得方法 Google Form 会議室の予約時 
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5. 前4項に定める他、当社はお客さまの個人情報を当社プライバシーポリシーに従って取り

扱います。 

第9条(情報の取り扱い) 

1. 当社は、本サービスにおいて、次の各号に定める情報を取得します。お客さまは、当該取

得を予め承諾した上で、本サービスを利用するものとします。 

  本アプリのダウンロード履歴および本サービスの利用履歴 

2. 当社は前項各号の情報を次の各号に定める目的で利用します。 

(1) 本サービス、本アプリおよびその他当社が提供するサービスの改善およびお客さまの

利便性の向上 

(2) 本サービスの利用に関する統計数値作成および分析結果の利用 

(3) 当社サービスの不正利用の防止 

(4) 個人を特定できない状態でのマーケティング調査、又は分析の資料としての利用、販

売等 

(5) お客さまからのお問い合わせへの対応、本サービスの利用に関する手続きのご案内や

情報の提供等のお客さまサポート 

(6) 紛争および訴訟等の対応のため 

(7) その他、当社サービスおよびこれに付随するサービスの提供に必要な業務 

3. 前二項の定めのほか、当社はお客さまの個人情報を当社プライバシーポリシーに従って取

り扱います。 

4. 当社は、前三項の定める範囲を超えた情報の取得又は利用目的での利用をする場合、その

都度その内容を明らかにした上で、お客さまから事前に同意を頂きます。 

5. お客さまは、自らの費用と責任で、個人情報保護法その他の適用法令の遵守に必要な手続

の一切をとります。 

第10条(権利の帰属) 

本アプリおよび本サービスにより提供される情報に係る著作権、特許権、商標権等の知的財 

産権およびその他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 
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第11条(通信利用料) 

本アプリをダウンロードし、又は本サービスを利用するにあたって発生する通信利用料は、 

お客さまが負担するものとします。 

第12条(遵守事項) 

1. お客さまは、本サービスを利用するにあたって、次の各号のいずれかに該当する行為およ

び該当するおそれがあると当社が判断する行為をしてはならないものとします。 

(1) 本アプリを複製する行為 

(2) 本アプリを翻案、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル

する行為 

(3) 本アプリの全部又は一部を、有償、無償問わず第三者に開示、提供、販売、頒布、送

信可能化、公衆送信、貸与、譲渡、使用許諾その他処分する行為 

(4) 本規約若しくは法令に違反する行為、又は公序良俗に反する行為 

(5) 当社又は第三者の著作権、商標権又は特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー

権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為 

(6) 当社若しくは他人の信用を毀損する行為、又は当社若しくは他人に嫌がらせ若しくは

誹謗中傷することを目的とする行為 

(7) 本アプリおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本アプリおよび本

サービス利用する行為 

(8) 他人のコンピュータのソフトウェア、ハードウェア若しくは通信機器を妨害、滅失、

毀損その他正規のアクセス権を持たずに制限する行為(コンピュータウィルスを掲載若しく

は送付する行為を含みます。)、又は正規のアクセス権を持たずに、他人のコンピュータの

ソフトウェア、ハードウェア若しくは通信機器を利用し、若しくは利用を試みる行為 

(9) 犯罪行為又は犯罪行為を準備し、補助し、若しくは煽る行為 

(10) 他人の個人情報、登録情報又は利用履歴情報等を不正に収集、開示又は提供する行為 

(11) 本アプリ又は当社若しくは第三者が管理し、本アプリの用に供する設備の機能を妨げ

る行為(大量のトラフィックを生じさせ、当該設備に過大な負荷をかける行為も含みま

す。) 

(12) 本アプリの不具合を意図的に利用する行為、当社に対し不当な問い合わせ又は要求を

する行為、その他本アプリの運営又は利用を妨害し、これらに支障を与える行為 
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(13) 前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為 

(14) その他当社が不適切と判断する行為 

2. お客さまは、当社が事前に承諾した場合を除き、本サービスおよび本アプリを個人的かつ

非商業的な利用目的に限り利用することができるものとし、営利目的および商業目的のため

に利用することはできません。 

3. 前各項に定めるほか、お客さまは、自己の責任において本サービスを利用するものとしま

す。また、お客さま所属企業は、お客さまによる利用を含めた本サービス利用に関する一切

の行為、およびその結果について一切の責任を負うものとします。 

第13条（秘密情報保持） 

1. 秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。但し、お客さまのデータ

を除きます。 

⑴ 本サービスの利用に際して又は関連して、お客さまが知り得た当社の営業上、技術上そ

の他一切の情報 

⑵ 本サービスに関する一切の情報 

⑶ その他社会通念上合理的に秘密であるとお客さまに認識されるべき情報 

2．前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかにあたる情報は、秘密情報にあたりませ

ん。 

⑴ 開示の時点で既にお客さまが保有していた情報 

⑵ 秘密情報によらずにお役様が独自に生成した情報 

⑶ 開示の時点で既に公知の情報 

⑷ 開示後に契約者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報 

⑸ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報 

3．お客さまは秘密情報の全部又は一部について、秘密として管理し、当社の書面による承諾

がなければ次の各号に定める義務を免れないものとします。 

⑴ 第三者に開示又は漏洩しないこと 

⑵ 本利用契約上の権利の行使又は義務の履行以外の目的に使用又は利用しないこと 

4. お客さまは、秘密情報を、次の各号に従って管理するものとします。 

⑴ 秘密情報を他の情報と区別して管理すること 
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⑵ 当社から提供を受けた秘密情報が記録された媒体（複製物を含みます。）について、施

錠等の秘密性を保持するために物理的にアクセス困難な合理的な措置を講じること 

⑶ 自らの管理下にある秘密情報について、パスワードの設定、暗号化、アクセス制限等、

その秘密性を保持するための合理的な措置を講じること 

⑷ 秘密情報の漏洩又はそのおそれが生じたときには、当社に対し、その旨を速やかに報告

すること 

5．本利用契約の終了時又は当社が要求するとき、お客さまは、本利用規約に別段の定めがな

い限り又は法令に違反しない限り、次の各号の義務を負います。 

⑴ 当社の指定に従い、秘密情報が記録された当社から提供を受けた媒体（複製物を含みま

す。）の返還又は破棄 

⑵ 自らの管理下にある秘密情報の削除 

6. 本条の義務は、本利用契約終了後3年間存続します。 

第14条(第三者との間の紛争) 

1. お客さまは、本サービス又は本アプリに関し、お客さまの責めに帰すべき事由により、当

社又はお客さまと第三者との間で紛争等が生じた場合は、お客さまご自身の責任と負担にお

いてこれを解決するものとします。 

2. 当社が前項の紛争等を解決するために、費用を支出した場合、お客さまは当該費用(損害

賠償金、和解金、訴訟等の費用、弁護士報酬等を含みますが、これらに限られません。)の一

切を補償しなければならないものとします。 

第15条(損害賠償) 

お客さまの責めに帰すべき事由により、本サービス又は本アプリに関し、当社および本施 

設・本建物が直接的若しくは間接的に、何らかの損害を被り、又は費用を負担した場合、お 

客さまは、当社またはWeWorkの請求に従って直ちにこれらの一切(訴訟等の費用、弁護士報酬

等を含みます 

が、これらに限られません。)を賠償しなければならないものとします。 

第16条（費用負担） 

次の各号に掲げる費用に関しては、契約者の負担とします。 
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(1) お客さまが、故意又は過失により、各施設内に設置された什器等を破損、毀損した場

合の修理・交換等にかかる費用。 

第17条(免責条項) 

1. 当社は、明示又は黙示を問わず、本サービスおよび本アプリの完全性、正確性、確実性お

よび有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。なお、当社は、本アプリに不

具合が発見された場合、当該不具合を修補すべく努めますが、その実現を保証するものでは

ありません。 

2. お客さまは、本サービスを利用するにあたり、必要なスマートフォンおよび通信手段等を

お客さまの費用と責任で用意するものとします。 

3. 本サービスに関する情報のバックアップについて、当社は一切責任を負わないものとしま

す。 

4. 当社は、次の各号に定める事項については一切の責任を負わないものとし、お客さまが自

己の責任および費用をもって解決するものとします。但し、当社に故意又は重過失がある場

合はこの限りではありません。 

(1) お客さまが本規約の規定に違反した結果、お客さまおよび第三者に生じた損害 

(2) 本サービスの提供、提供の遅滞、制限、変更、追加、廃止、停止および中止並びに本

サービスを通じて提供される情報および本サービスに係るデータ等の消失によるお客さま

の損害 

(3) お客さまが本サービスをご利用になったこと、又はご利用にならなかったこと、その

他本サービスに関連して生じたお客さまの損害 

5.次に掲げる事由によりお客さまが被った損害について、弊社は、その責を負いません。 

(1) 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、インタ 

ーネット接続設備などの IT インフラ通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊また 

は故障、偶発事故、その他当社の責めに帰すことのできない事由。 

(2) 他のお客さままたは第三者の故意または過失。 

(3) 本施設または本建物の造作および設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等。 

第18条(制限事項) 

1. 本アプリは、当社が指定する機種を対象としていますが、完全又は確実な動作を保証する

ものではありません。 
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2. お客さま端末の機種によっては、本アプリのコンテンツその他の情報が正しく表示されな

い場合があります。 

3. お客さま端末に関し、ウェブ安心サービス又はスマホ安心サービス等のフィルタリングサ

ービスを利用している場合、本サービスの全部又は一部をご利用頂くことができない場合が

あります。 

4. お客さま端末の設定その他の状態(圏外や電波の弱いところにある場合、パケット通信が

不可能な場合又は電源が入っていない場合等)、当社又は他の通信事業者が提供する通信サー

ビスの状態又はWi-Fi通信網の状態によっては、本サービスの全部又は一部についてご利用に

なれない場合があります。 

5. お客さま端末にインストールされている本アプリ以外のアプリケーション等によって、お

客さま端末の動作が不安定となる場合があります。 

6. 本アプリをお客さま端末から削除した場合、再度本アプリをインストールしても、本アプ

リに係る削除前のデータは利用できない場合があります。 

第19条(変更および追加) 

当社は、自らの判断により、お客さまに対し何ら事前に通知等することなく、本サービスの 

全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。 

第20条(中止等) 

当社は、次の各号に掲げる場合、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部又 

は一部について、停止又は中止することができるものとします。 

(1) 本サービスを提供するために必要な設備・システムの保守点検・更新を定期的又は緊

急に実施する場合 

(2) 火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力又は第三者による妨

害等その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスの提供が困難で

ある場合 

(3) その他当社が必要と判断する場合 

第21条(本トライアルサービスの廃止) 

当社は、お客さまに何ら事前に通知等することなく、いつでも本サービスを廃止することが 
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できるものとします。 

第22条(反社会的勢力の排除) 

お客さまは、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとし

ます。 

⑴ 自らが反社会的勢力に該当しないこと 

⑵ 反社会的勢力が自らの経営を支配していないこと 

⑶ 反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと 

⑷ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと 

⑸ 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと 

⑹ その他、自らの役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に

非難されるべき関係を有していないこと 

第23条(解除) 

1.当社は、お客さま、又はお客さま所属企業が、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当す

る場合、お客さまに対し何ら催告等することなく、本利用契約を解除することができるもの

とします。 

(1) 第三者から差押え、仮差押え、競売、破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更

生手続の開始等の申立てを受けたとき、又は自ら破産手続、民事再生手続、特定調停、特

別清算若しくは会社更生手続の開始等の申立てをしたとき 

⑵ 自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになる等の支払い停止状態に

陥ったとき 

⑶ 租税公課を滞納して督促を受け又は租税債権の保全処分を受けたとき 

⑷ 所管官庁から営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録取り消しの処分等を受けたと

き 

⑸ 解散、事業の廃止、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき又

は買収されたとき 

⑹ 本規約、法令又は公序良俗に違反した場合 

⑺ 前条各号に該当することが判明した場合 
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⑻ その他当社がお客さ、又はお客さま所属企業による本サービスの利用の継続が不適当と

判断する場合 

2.当社とお客さま所属企業との間の本サービスに関する利用契約が終了した場合、理由の如

何を問わず、本利用契約は当然に終了するものとします。 

第24条(終了後の措置) 

解除その他理由の如何を問わず本サービスが終了した場合には、お客さまはいかなる理由に

おいても本アプリを利用することはできません。お客さまは、本アプリの利用を直ちに中止す

るとともに、当社の指示に従いお客さま端末上の本アプリを速やかに削除するものとします。 

第25条(譲渡禁止) 

お客さまは、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定

その他一切の処分を行ってはなりません。 

第26条(存続条項) 

1. 本規約のいずれかの規定又は規定の一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判

断された場合であっても、本規約のその他の規定および一部が無効と判断された規定の残り

の部分は、継続して有効に存続するものとします。 

2. 本利用契約が終了した後も、第14条(第三者との間の紛争)、第15条(損害賠償)、第24条

(終了後の措置)および第28条(合意管轄)の規定は有効に存続します。 

第27条(準拠法) 

本規約は、日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。 

第28条(合意管轄) 

本規約、本サービスおよび本アプリに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一 

審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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【別紙 1】拠点情報 

   

拠点名称 所在地 

受付 

フロア 営業時間 

WeWork 丸の内北口 東京都千代田区丸の内1-6-5 9階 平日：8時30分～20時 

WeWork 日比谷パークフロント 東京都千代田区内幸町2-1-6 19階 平日：9時～18時 

WeWork 東急四谷 東京都千代田区麹町6-6 5階 平日：8時30分～20時 

WeWork 日テレ四谷ビル 東京都千代田区麹町5-3-23 1階 平日：9時～18時 

WeWork 神保町 東京都千代田区神田神保町2-11-15 2階 平日：9時～18時 

WeWork 半蔵門PREX North 東京都千代田区麹町2-3-2 2階 平日：9時～18時 

WeWork 半蔵門PREX South 東京都千代田区麹町2-5-1 2階 平日：9時～18時 

WeWork 神田スクエア 東京都千代田区神田錦町2-2-1 11階 平日：9時～18時 

WeWork GINZA SIX 東京都中央区銀座6-10-1 13階 平日：9時～18時 

WeWork 東京スクエアガーデン 東京都中央区京橋3-1-1 14階 平日：9時～18時 

WeWork 日本生命日本橋ビル 東京都中央区日本橋2-13-12 5階 平日：9時～18時 

WeWork Daiwa晴海 東京都中央区晴海3-10-1 2階 平日：9時～18時 

WeWork 渋谷スクランブル 

スクエア 東京都渋谷区渋谷2-24-12 39階 平日：8時30分～20時 
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WeWork アイスバーグ 東京都渋谷区神宮前6-12-18 1階 平日：8時30分～20時 

WeWork リンクスクエア新宿 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 16階 平日：8時30分～20時 

WeWork Dタワー西新宿 東京都新宿区西新宿6-11-3 16階 平日：9時～18時 

WeWork アークヒルズサウス 東京都港区六本木1-4-5 16階 平日：9時～18時 

WeWork 城山トラストタワー 東京都港区虎ノ門4-3-1 21階 平日：8時30分～20時 

WeWork 神谷町トラストタワー 東京都港区虎ノ門4-1-1 23階 平日：9時～18時 

WeWork KDX虎ノ門一丁目 東京都港区虎ノ門1-10-5 11階 平日：9時～18時 

WeWork 新橋 東京都港区新橋6-19-13 1階 平日：9時～18時 

WeWork the ARGYLE aoyama 東京都港区北青山2-14-4 6階 平日：9時～18時 

WeWork 乃木坂 東京都港区南青山1-24-3 1階 平日：9時～18時 

WeWork メトロポリタン 

プラザビル 東京都豊島区西池袋1-11-1 14階 平日：8時30分～20時 

WeWork ハレザ池袋 東京都豊島区東池袋1-19-1 20階 平日：9時～18時 

WeWork TK池田山（五反田） 東京都品川区東五反田5-22-11 2階 平日：9時～18時 

WeWork オーシャンゲート 

みなとみらい 

神奈川県横浜市西区 

みなとみらい3-7-1 8階 平日：8時30分～20時 

WeWork グローバルゲート 

名古屋 

愛知県名古屋市中村区 

平池町4-60-12 11階 平日：8時30分～20時 
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WeWork 御堂筋フロンティア 

大阪府大阪市北区 

曽根崎新地1-13-22 1階 平日：8時30分～20時 

WeWork リンクス梅田 大阪府大阪市北区大深町1-1 8階 平日：9時～18時 

WeWork なんばスカイオ 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 27階 平日：9時～18時 

WeWork 三宮プラザイースト 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-5 10階 平日：9時～18時 

WeWork 大名 福岡県福岡市中央区大名1-1-29 1階 平日：9時～18時 

WeWork ゲイツ福岡 福岡県福岡市博多区中州3-7-24 11階 平日：8時30分～20時 

WeWork JR仙台イースト 

ゲートビル 

宮城県仙台市宮城野区 

榴岡 1-1-1 2階 平日：9時～18時 

 

発効日2021年2月9日 


