plug078 【新神戸店】 会員制度
2021/8/3 現在
※料金は税込表記です

■入会料
33,000円（1名、1法人）
新神戸店・御影店どちらもご利用可能です

入会金

■ご紹介特典
既存会員様からご紹介の場合、入会金 22,000円の特別価格（ 11,000円の割引）になりま
す。また、ご紹介の会員様には、 11,000円の謝礼をお支払いいたします。

預り保証金

月額会費の1ヶ月分

※新神戸店以外に、御影店のサービス会員として同店のコワーキングスペース料金等の優待価格でご利用いただけます。
※入会金・預り保証金・初月基本会費は、入会契約時にお支払いしていただきます。 ※入会金は返還されません。
※保証金は、月額会費分お預かりし、退会時に返還いたします。（１年以上ご契約の場合に限る）
※法人契約の場合、会員登録1名毎に基本会費が必要になります。
（ コワーキングスペースを会員料金でご利用されたい場合は、一人につき基本会費が必要になります。）
※御影店のサービス内容は御影店料金表を参照ください。
※特典の内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■会員種別
会員種別

内容

料金

コミュニティ会員

サービス(01)～(02)

2,200円/月

サービス会員

サービス(01)～(04)

5,500円/月

オフィス会員

サービス(01)～(05)

11,000円/月

アクティブ会員

サービス(01)～(08)

27,500円/月

078 MBA会員

サービス(01)～(10)

55,000円/月

プラチナ会員

サービス(01)～(12)

プライスレス

■会員サービス内容
(01) クラウドコミュニティ利用
(02) ホテル優待特典利用
(03) 御影店スペース利用料半額
(04) 新神戸店サロン室利用
(05) 住所利用
(06) 新神戸店コワーキングスペース 無料
(07) 新神戸店ソロブース・テレカンブース 両ブース合わせて 1日3時間まで無料
※ブースは予約制です。満席の場合はご了承ください
(08) プレゼント付／毎月1回ホテル客室デイユース利用券（1日4時間まで）
(09) 078主催イベントの企画に参加＋各種イベント・勉強会無料参加
※plug078サービス会員以上、078保育園保育園およびアフタ―スクール会員様は
交流会「金曜日はリアルで」参加無料（通常¥1,100/回）
(10) 078で無償インターンシップ（OJTメンバーに選抜）
(11) 078の事業構築に参加
(12) 078と一緒に様々な事業者の支援を行うメンバーに選抜

■ホテル優待特典
①ホテル直営レストラン&バー優待20%OFF（ルームサービス、テイクアウト含む）
②宿泊割引優待
③デイユース利用割引優待
④会議室、宴会場（9.10.35階）利用割引優待
⑤37階クラブラウンジ利用割引優待

■会員向けオプション一覧
登記利用（新神戸店のみ）

5,500円/月

郵便受取・転送

郵送代+手数料220円 / １郵送

専用電話回線

3,300円/月

個人ロッカー（新神戸店のみ）

2,200円/月

078HPバナー広告及び看板掲載

2,200円/月

※登記利用については審査がありますので、時間を要します。

plug078 【新神戸店】 料金表
2021/8/20 現在
※料金は税込表記です

TEL:078-231-2345
キャンセル料

営業時間・・・09:00 ～ 21:00
5日前まで無料

定休日・・・日曜 / 祝日

3、4日前まで50％

2日、前日80％

当日100％

■各スペース
一般

会員
330円/時間

コワーキングスペース

1,980円/1日
子供料金（未就学児・小学生以上は大人料金） 550円/1日

コワーキングスペース貸切
（定員12名まで）

平日 2,750円/30分
日祝 4,400円/30分

平日 1,320円/30分
日祝 2,200円/30分

コワーキングスペース
WITH CARS（駐車料金込）

1,700円/4時間以内

1,550円/4時間以内

2,650円/1日

2,250円/1日

ソロブース

550円/時間

テレカンブース

550円/時間

打合せ室

1,650円/時間

サロン室
※サービス会員以上限定
ホテル客室（20平米）
ホテル37階クラブラウンジ1クール
4Fコワーキングスペース１日利用
①6:30～11:30 朝食（休止中）
②15:00～17:30 アフタヌーンティー
③17:30～20:00 カクテルタイム
ホテル37階クラブラウンジ
会議室（最大8名利用）

1,100円/時間

－

1,650円/時間

9,900円/4時間
延長2,475円/時間

6,600円/4時間
延長1,650円/時間

6,500円

5,000円

8,800円/1時間
※ラウンジ食事利用付 2,200円/1人

6,600円/1時間
※ラウンジ食事利用付 1,650円/1人

※アクティブ会員以上の方
コワーキングスペース利用料は会費に含まれています。ソロブース＆テレカンブースは、両ブース合わせて、

1日３時間まで無料

■託児

託児（一時預かり）

一般

会員

4,400円 / 2時間～（お子様1人）
（延長料金・・・2,200円 / 1h）

3,300円 /2時間～（お子様1人）
（延長料金・・・1,650円 / 1ｈ）

※お預かり時間： 10～21時 ※お申し込みはご利用日の７営業日前までにお申し込みください。 ※お子様 2人目からは半額料金となります。

■備品（1日利用料金）
一般

会員

プロジェクター

3,850円

1,925円

モニター大50型

2,200円

1,100円
無料

モニター小（18〜24型）

■オプション
コピー

【モノクロ】10円 / 片面

【カラー】50円 / 片面

FAX

【国内】50円 / 片面

スキャン

10円 / 片面

ラミネート

【A3】250円 / 枚

■駐車料
ANAクラウンプラザホテル神戸（コトノハコ神戸）の駐車場をご利用いただけます。
駐車券 / 90分 【会員】200円 【一般】150円 必要の際は当店受付へお越しください。

【A4】150円 / 枚

【ANAクラウンプラザホテル神戸 利用料】（会員様限定）
2021/8/3 現在
※料金は税込表記です

※営業時間：月曜～土曜、9時～21時（TEL:078-231-2345）

【単位：円】

■ホテル14階客室
タイプ

部屋番号

平米

1

シングル

1416

17

2

セミダブル

1429～1431

19

3

ダブル

1401～1410

22

4

スーペリアツイン

1417～1426

30

5

デラックスツイン

1427～1428

40

デイユース
（4時間～）

短期宿泊
（1～30日）

124,300
6,600（4時間）
1,650（延長1時間）

138,600
お問合せ
ください

―

※客室1401（ベッド設置なし／敷布団付き）は特別価格にて宿泊可能です。受付までお問合せください。
※ご利用時間内の駐車料金は無料
3、4日前まで50％

2日、前日80％

当日100％

※キャンセル料（短期宿泊）・・・前日12時まで無料、前日12時以降は100％
※入会時の保証金は、月額会費分お預かりし、退会時に返還（
1年未満に退会された方はアクティブ会員費
275,00円は返金不可）

■ホテル37階クラブラウンジ
ホテル37階クラブラウンジ コワーキング利用
①6:30～11:30 朝食（休止中）
②15:00～17:30 アフタヌーンティー
③17:30～20:00 カクテルタイム
37階会議室（最大8名利用）

■ホテル会議室・宴会場（ 9階、10階、35階宴会場）
通常料金の20％割引

■ホテル直営レストラン
通常料金の20％割引

151,800
213,400

※長期宿泊費には「アクティブ会員会費、コワーキングスペース利用料、駐車場代、
1週間に1回の清掃代」が
含まれています

※キャンセル料（デイユース）・・・5日前まで無料

※長期宿泊
（月額利用）

1クール
4,400/1人
6,600円/1時間
※ラウンジ食事利用付
+1,650円/1人

287,100

