
株式会社ナレッジソサエティ

サービスのご案内

バーチャルオフィス
シェアオフィス・レンタルオフィス



ナレッジソサエティのオフィスサービス
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バーチャルオフィスとは

「ビジネス用の住所を提供する」
サービスです。

バーチャルオフィスメンバー（VM）
住所利用（法人登記可）＋会員価格での会議室利用＋その他のオプション

シェアオフィスメンバー（SM）
VMサービス＋ワークスペース利用＋セミナールーム/スタジオのワンコイン利用

●時間帯限定でワークスペースが利用できるプラン

・ナイトメンバー（NM）（18:00-22:00）

・ウィークエンドメンバー（WM）（土日8:00-22:00）

・ナイト＆ウィークエンドメンバー（NWM）（平日18:00-22:00・土日8:00-22:00）

レンタルオフィスメンバー（RM）
SM＋個室（0.5畳程度）の利用

※有料職業紹介事業等の許認可で個室が必要な方に提供するサービスです。



プラン一覧・料金表
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VM SM NM WM NWM RM

入会金 ¥16,500 ¥33,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥88,000

保証金 ¥30,000 ¥90,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥120,000

月額
料金 ¥4,950 ¥32,780

¥11,000
↓

¥8,800

¥11,000
↓

¥8,800

¥16,500
↓

¥13,200
¥88,000

※入会金・月額料金は税込表記です。保証金は非課税で退会時に返金となります。



4つの特徴
信頼・実績・安心・柔軟



4つの特徴
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13期目に突入する老舗のバーチャルオフィス

バーチャルオフィス・シェアオフィス事業に専念しており、撤退リスク
がありません。

※2023年1月時点で会員数は2,000を超え、安心できる経営状況です。

銀行の法人口座開設の実績も豊富

実績があるからこそ、「法人口座開設保証®制度」を導入できます。
（返金実績ゼロ）

※メガバンクでの開設実績も多数あり、無料の口座開設コンサルも受けられます。
ネット上に開設された会員様のインタビューを掲載中です。

2.実績 Achievement

必要なサービスを選択可能

シンプルな基本サービスに、自身が必要なサービスをオプションという
形で追加できます。

※オプションは月単位での追加・解約ができるため、事業フェーズの変化にも
対応できます。

入会後にプラン変更も可能

事業フェーズに合わせて、入会時のプランからの見直しが月単位で
できます。

※ワークスペースや会議室の利用頻度に合わせたプランの見直しが可能です。

4.柔軟 Flexible

明確な料金体系

法人登記や郵便物の代理受取などで、別途手数料は発生しません。

※格安オフィスでは基本料金以外に、都度さまざまな手数料が発生します。

スタッフ常駐の有人営業

下記のような様々なメリットがあります。

・サインが必要な郵便物の代理受取が無料で可能
・クライアントが直接来館しても、対応可能
・スタッフ常駐型のオフィスは、金融機関からの信頼も厚い

3.安心 Relief

1.信頼 Trust

対面審査必須の厳格な審査体制

事業の利用住所が、犯罪に使用されるリスクを未然に防止します。

※WEBだけで申込が完了するオフィスは、犯罪利用のリスクが高まります。

千代田区＆銀行名が入った住所

信頼度の高い住所は、起業時でもクライアントに安心感を与えます。

※都内でも銀行所有のビル名を利用できるオフィスは、ナレッジソサエティだけ！
ネット検索でビル外観を見られても恥ずかしくありません。



バーチャルオフィス
月額料金4,950円（税込）



バーチャルオフィスの基本サービス
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住所利用（法人登記可）

法人登記・WEB・名刺などに下記住所が利用できます。

※ご契約前の住所利用は一切できません。

【利用できる住所】

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-6
りそな九段ビル5F KSフロア

※ビル名＆階数表記＆フロア名は
誤配送防止のため記載をお願いしております。

※ウェブでテキスト利用OK（画像処理不要）



郵便物・宅配便の受取＆転送

●サインが必要な郵便物も代理受取
簡易書留、レターパックなど、サインが必要な郵便物も無料で

お受け取りいたします。

●電話での到着確認可能
専用の問い合わせダイヤルで電話にて郵便物の到着状況が確認できます。

※10:00-19:00（10:00-11:30、17:00-19:00は無料）

●来館での郵便物受取可能
ご来館いただいた場合、受付にて郵便物のお渡しが可能です。

※窓口対応時間：10:00-19:00

必ず顔写真付きの身分証明書で本人確認をするのでセキュリティ面でも

安心です。

●時間外受取ボックスでの受取も可能
当日19:00までのご来館が難しい場合、8:00-16:00までの事前連絡で、
時間外受取ボックス（19:00-22:00）の設置も可能です

※詳細はお問い合わせください。

●週１回の定期発送（ウィークリー転送）
原則日曜締め月曜発送で登録住所に転送します。

（※詳細は転送カレンダー）

※リアルタイム転送（月額4,400円税込）をご契約の場合は送料無料で即日発送
（ただし、発送量が多い場合、別途送料が発生する可能性もございます）。

バーチャルオフィスの基本サービス
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種類 発送時のサイズ基準 転送スケジュール

受取
可

普通郵便
メール便
宅配便

レターパック
一般書留
簡易書留
（受取は

28cm×38cm×80cm以下の
ものに限る）

10cm×28cm×38cm以下
（当社の私書箱への収納

可否が基準）

ウィークリー転送
※原則、日曜締め月曜

発送

上記サイズを超えるもの
（受取は

28cm×38cm×80cm以
下のものに限る）

到着連絡後３日間保管

３日経過後
もしくは転送希望の

連絡があれば
宅配便で転送

受取
不可

着払い、代金引換、現金書留
食品、生き物、危険物
本人限定受取郵便
内容証明郵便

一度に多量の郵便物や小包
等

（受取は
28cm×38cm×80cm以下の

ものに限る）
裁判所からなどの公的文書

法的効果のある文書
その他当社が不適当と判断

したもの

不在票を預かり、
郵便物・宅配物そのものは受領しません。

不在票の画像をメールにてお知らせしますので
配送業者とやり取りをしてください。



バーチャルオフィスの基本サービス
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会員サイト（マイページ）

●利用料金の確認と請求書のダウンロード
請求確定後、毎月の利用料金の請求書がすぐにダウンロードできます。
※「通帳の印字」＋請求書で税務上の処理はOK（領収書不要です！）

●会議室の予約
465日前から会議室の予約が可能です。（VMは当日7:00以降の予約がお得！）

※キャンセルポリシー：7日前～前日は料金の50％、当日は料金の100％

●登録情報の変更
法人契約への切替、住所情報の変更、オプションの追加・解約などができます。
※法人契約への切替や住所情報の変更では、書類データのアップロードが必須

来客対応

●スタッフ常駐型の有人営業
祝祭日を除く営業日の10:00-19:00は受付にスタッフが常駐。

※セキュリティ面でも安心であり、金融機関からの信頼も厚くなります。スタッフ不在時も防犯カメラが作動。

●エントランスに受付端末を設置
ゲストが会社名や個人名を検索でき（電話番号は表示されません）、

無料で事前登録した会員様の携帯電話等へ電話が転送されます。

※クライアントが不意に来館されても、直接コンタクトが可能です。

窓口での受取ができない荷物が届いた場合、配送業者から転送確認の連絡が入ることもあります。



バーチャルオフィスの基本サービス
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打ち合わせスペース

●フリーシートが利用可能
オープンタイプの4人掛けシートを契約者（正会員）が利用できます。

※事前予約は不可、1契約につき1日1席限定で2時間までとなっております。

【ご利用事例】郵便物の窓口受取後、そのまま少し作業をしていく、等

●有料の会議室も利用可能
さまざまなタイプのお部屋をご用意し、30分単位でのご利用が可能です。

※会員サイト（マイページ）からの事前予約が必要です。

※VMは当日予約（7:00以降の予約）で、定価より半額で利用可能です。

会員間交流

●館内掲示板・オンライン掲示板
会員間で事業の紹介や情報交換が可能になります。

※詳細は入会後にご案内いたします。

●お茶会・ランチ会
会員間で直接交流する機会を、定期的に開催しています。

※現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止中。



オプションサービス
郵便サービス・電話サービスなど



オプションサービス
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郵便サービス

●到着通知：月額1,100円(税込)
届いた郵便物の差出人の宛名をスキャンし、メールでご連絡いたします。

●リアルタイム転送：月額4,400円(税込)
宅配便も含む届いた郵便物を即日で転送します。（発送費用は原則当社負担）

●スポット転送：1回1,100円(税込)
当日16:00までにメールでご依頼があった場合、お預かりしている郵便物を元払いで転送します。

電話サービス

●電話転送（受信）(※1)：月額3,300円(税込)
固有の03番号を取得、03番号にかかってきた電話が転送されます。

●電話転送（受発信） (※1)：月額5,500円(税込)
固有の03番号を取得、03番号にかかってきた電話を転送、発信時は03番号を表示します。

●電話秘書代行(※2)：月額15,400円(税込)
本格的な秘書代行を運営している、提携先のサービスをご紹介いたします。

※１・03番号はレンタルされているものであり、過去の利用者宛に電話がかかってくる可能性もあります。
・電話番号の持ち込みは外注先のシステムの関係で利用できる場合とできない場合があります。
・持ち込みできる場合、工事費（22,000円）が発生し、当社解約時に番号の引き継ぎができません。

※２ 03番号の発番はできないため、03番号ご利用希望の場合は当社の電話転送をご利用ください。



会議室・ワークスペース
スポットで利用可能



館内全体図
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パウダールーム

アレンジメント
ルーム

AB

E

KSスタジオ

ミーティング
シート

1

2

3

カウンセリング
スペ―ス

アレンジメント
ルーム

C

D

セミナー
ルーム

A

B

フリー
シートB

A

※一部現在のレイアウトとは異なる箇所がございます。
その場合、現状を優先とさせていただきます。

コラボレーション
エリア

コンセントレーション
エリア

ブレイク
エリア



オプションサービス
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フリーシートについて

●オープンタイプの4人掛けのシートが対象
窓口側の2席対象となります。

●事前予約不可
来館時に空席があれば、受付前の利用簿に記名の上ご利用いただけます。

●1契約につき1日1席限定で2時間まで
会員様同士で譲り合ってお使いいただくため、時間制限がございます。

●契約者（正会員）がいる場合のみ利用可
契約者：個人事業主の代表、法人の代表(就任予定)者

正会員：事業にメインで携われる方

※いずれも不在の場合がご利用いただけません。



オプションサービス
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会議室について

●同じ施設内にさまざまなタイプの会議室を設置
オープンタイプ、半個室、個室など、利用用途に応じての使い分けが可能です。

●会員サイトから事前予約が必須
バーチャルオフィスメンバー（VM）限定で当日7:00以降の予約は定価の

半額となります。

※開始時間は15分刻み、利用時間は30分単位で予約可能

（例）12:15-13:45など ※準備・片付けの時間も含んで予約をお願いします。

●465日先までご予約可能
プランの優劣なく、1年先までご予約いただくことが可能です。

●予約上限とキャンセルポリシーについて
予約上限：最大48回

キャンセルポリシー：7日前～前日が定価の50％、当日は定価の100％



オプションサービス
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ワークスペースの利用について

●打合せと作業など利用目的でスペースを分けて設置

作業に集中したい際には私語厳禁のコンセントレーションエリアのご利用が

おすすめです。

●月3回まで1日2,200円（税込）と上限あり

現在ワークスペースにゆとりがあるため、ドロップイン利用が可能です。

※利用時間は最大12時間（10:00-22:00まで、途中外出OKです）

今後、シェアオフィスメンバーが増加した場合は受入を停止します。

●同伴者がいる場合はその方も1回とカウント

シェアオフィスメンバー優先のため、大人数での利用を制限しています。

※3名同時入室の場合、請求額は6,600円（税込）で当月入室不可。

コラボレーションエリア

コンセントレーションエリア



会議室一覧
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セミナールームA
定員：24~48名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:4,400円/時
VM価格:11,000円/時

セミナールームB
定員:18名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:3,850円/時
VM価格:8,250円/時

アレンジメントルームA
定員:18名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:3,850円/時
VM価格:8,250円/時

アレンジメントルームB
定員:5名
SM価格:2,200円/時
VM価格:4,400円/時

アレンジメントルームE
定員:6名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:1,650円/時
VM価格:4,400円/時

KSスタジオ
定員:5名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:4,400円/時
VM価格:11,000円/時



会議室一覧
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ミーティングシート1
定員:4名
SM価格:1,100円/時
VM価格:2,200円/時

ミーティングシート2,3
定員:4名
SM価格:935円/時
VM価格:1,870円/時

パウダールーム
定員:5名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:1,650円/時
VM価格:3,300円/時

アレンジメントルームC
定員:3名
SM価格:1,100円/時
VM価格:2,200円/時

アレンジメントルームD
定員:2名
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:990円/時
VM価格:1,980円/時

カウンセリングスペース
定員:2名
SM価格:550円/時
VM価格:1,100円/時

カメラ
※KSスタジオ以外の撮影用
SMワンコイン価格:110円/時
SM価格:2,200円/時
VM価格:5,500円/時



シェアオフィス
月額32,780円（税込）



シェアオフィスメンバー
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基本サービス

・バーチャルオフィス（VM）の基本サービス
※オプションサービスは別途料金発生

・契約時に指定した1名（正会員）がワークスペースの作業利用が可能

・正会員はゲスト（社内・社外いずれも可）を招き入れて、

コラボレーションエリアで打合せが可能
※１受付手続きの上、最大3時間までゲストの追加費用なし

※２打合せは1テーブルのみ利用可能（ゲスト1名～3名まで）

3,300円 6,600円

26.4×40.8×30.8 82.3×39.0×31.9

月額

寸法
（cm）

16,500円
縦置：3,300円
横置：4,400円

82.3×39.0×100 ー

月額

寸法
（cm）

SM限定のオプションについて

●ロッカーオプション（WM,NM,NWMも利用可能）

左記のロッカーがご利用可能です。

●サブ会員

1人：27,500円(税込)

最大2名まで、ワークスペースで作業できるメンバーを追加することができます。



ワンコイン制度
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対象会議室、セミナールームが1時間110円(税込)でご利用いただけます。

●会員主催の対外的なセミナーでのみ適用
開催要項やHPでのセミナー概要、告知メルマガの事前提出と当社での承認が必要になります。

※１ 社内での打合せや内部向けセミナーでの利用は不可（SMの通常価格での利用となります）

※２ 他社主催の事業に講師として登壇するなど、他社への転貸にあたる利用は不可、また、後援や協賛も不可

※３ KSスタジオとカメラは撮影目的であればセミナーでなくても利用可能（撮影内容の概要を事前に当社に提出してください）

●部屋のグループ毎に月8回まで、1日1部屋1枠のみで適用
会員様同士で譲り合ってご利用いただけるように月内での回数制限と1日の適用上限を設けています。

●キャンセルポリシーは30日前からワンコイン価格
ワンコイン予約のキャンセルポリシーは30日前からワンコイン価格が発生します。

※通常予約は7日前～前日が通常価格の50％、当日が通常価格の100％となります。

8:00
~11:30

11:30
~15:00

15:00
~18:30

18:30
~22:00

例1：
1枠すべて使用する

¥110×3.5h
=¥385

例2：
1枠内の一部時間

だけ使用する

¥110×2h
=¥275

例3：
枠外の時間も

使用する

¥110×3.5h
=¥385

枠外は
通常料金＋

対象施設・設備
かっこ内は部屋のグループ

セミナールームA/B （①）

アレンジメントルームA/E （①）

KSスタジオ（②）

カメラ（②）

パウダールーム（③）

アレンジメントルームD （③）



入会までのお手続き
お申込みいただく方は必ずご一読ください。



お申し込みの流れ
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申込フォームはプランによって異なります。

バーチャルオフィスでお申し込みの方はこちら

上記以外のプランをお申し込みの方はこちら

①申込フォーム回答 申込のプランに応じて必要な申込フォームにご回答ください。

②必要書類の郵送
【送付先】 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

株式会社ナレッジソサエティ 申込担当者行

③書類審査 メールにて審査結果をご連絡いたします。（審査通過者は面談の日程調整もお願いします。）

④面談審査

『Google Meet』を使用し、面談中は画面録画を行わせていただきます。※複数名での審査を行っており社内共
有のためです。（社外への共有はいたしません。）
【面談にご出席いただく方】
・法人の代表権者（予定の方）または取締役（設立後3期経過し、資本金1,000万以上の法人のみ）
・個人事業主の代表の方
※法人の代表権者（予定の方）が主として事業に取り組まない場合、主で取り組む方（正会員）も必ずご同席下さい。 （代表不在不可）

⑤審査結果連絡 メールにて審査結果をご連絡いたします。（審査通過者には請求書を添付いたします。）

⑥初期費用振込 請求書に沿って初期費用のお振込をお願いします。

⑦入金確認連絡
当社にて入金の確認が取れましたら、メールにてご連絡させていただきます。
※利用日を「最短」でお申込みいただいた場合、このメールの受領後、すぐに住所をご利用いただけます。

⑧契約成立
当社より利用契約証明書を発行の上、「契約成立メール」という件名のメールをお送りします。
※会員サイト（マイページ）のID、03番号（電話転送オプションご利用の場合）などもお知らせいたします。
法人設立（本店移転）サポートプランをご利用の場合、別のメールにて提携司法書士の連絡先をお伝えいたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6dlZjICH0oehz4SvjOLfJXDnNIgGvoSvoS_25nyupOjczGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnlR-fxvxV0QLnP6NKVAp8ALKf-tL7xKtC3RnRioUuTQUUGg/viewform
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1. ナレッジソサエティサービス申込書

2. 口座振替依頼書

3. 契約者の住民票（3ヶ月以内のもの）

4. 契約者個人の印鑑登録証明書（3ヶ月以内のもの）

5. 契約者の身分証明書のコピー
（運転免許証・マイナンバーカード等顔写真のあるもの）

6. 業務内容がわかるもの（詳細は下記参照）

個人の方

1. ナレッジソサエティサービス申込書

2. 口座振替依頼書

3. 法人の登記簿謄本（3ヶ月以内のもの）

4. 法人の印鑑証明書（3ヶ月以内のもの）

5. 代表者の身分証明書のコピー
（運転免許証・マイナンバーカード等顔写真のあるもの）

6. 業務内容がわかるもの（詳細は下記参照）

法人の方

■その他の書類が必要なケース
・法人口座開設保証制度申込書 or 本店移転サポートプラン申込書

※利用希望者のみのご提出。併用は不可
・契約者と正会員が異なる場合（主として事業を取り組む方が代表者に

ならない）
・正会員の顔写真付きの身分証明書のコピー
・連帯保証人承諾書

・郵便物の転送先が契約者・正会員の住所と異なる場合
・契約者とその住所の関係がわかる書類（賃貸借契約書や公共料金の

明細など）

■「業務内容がわかるもの」について
・事業計画書・会社案内・HPのコピー等具体的に活動内容がわかるもの。
・契約書・資格証明書・記事URL等があれば尚可。
・定款のみは不可。
・上記書類がない場合、お申込者様の経歴と取り組む事業を具体的に

まとめた書類（書式自由）を作成し、ご提出ください。
・内容が薄い資料しかない場合、当社が業務内容を把握できないため、

書類審査が不通過となる可能性がありますのでご了承ください。

必要書類をこちらからダウンロードできます！

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-He29IjywUdQGIcGcMkA4ZgFfEW4-fi-
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③書類審査

ご提出いただいた書類を確認し、審査結果をメールでお送りします。

※審査通過者は面談審査の日程を調整させていただきます。

④面談審査（オンライン面談）

『Google Meet』を使用し、面談中はレコーディング（画面録画）を行わせ

ていただきます。

※複数名での審査を行っており社内共有のためです。（社外への共有はいた

しません。）

【面談にご出席いただく方】

・法人の代表権者（予定の方）または取締役（設立後3期経過し、資本金

1,000万以上の法人のみ）

・個人事業主の代表の方

※法人の代表権をお持ちの方（予定の方）が主として事業に取り組まない

場合、主として事業に取り組む方（正会員）も必ず面談にご出席くだ

さい。（代表不在は不可）

⑤審査結果の連絡

面談審査（オンライン面談）から翌3営業日前後でメールにてご連絡させて

いただきます。

※審査通過者には初期費用（入会金・保証金）の請求書データをメールに添

付いたします。

⑥初期費用振込

初期費用を指定の口座にお振込ください。振込名義人が契約者と異なる場合

はその旨、ご連絡ください。

※請求書発行から1週間以上ご入金がない場合、契約が未成立となる場合も

あります。

⑦入金確認連絡

当社にて入金の確認が取れましたら、メールにてご連絡させていただきます。

※利用日を「最短」でお申込みいただいた場合、このメールの受領後、すぐ

に住所をご利用いただけます。

⑧契約成立

当社より利用契約証明書を発行の上、「契約成立メール」という件名のメー

ルをお送りします。

※会員サイト（マイページ）のID、03番号（電話転送オプションご利用の場

合）などもお知らせいたします。

法人設立（本店移転）サポートプランをご利用の場合、別のメールにて提携

司法書士の連絡先をお伝えいたします。



よくあるご質問
ミスマッチを防ぐために必ずご覧ください。
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①ご利用料金や決済方法に関すること

Q.初期費用はいくらですか？

A.各プランの初期費用はP.3をご確認ください。

Q.初期費用や月額料金の領収書は発行してもらえますか？

A.当社では「通帳の印字」と請求書で領収書と代えさせていただいております。（税務上問題ありません。）

Q.月額料金の決済方法を教えてください。

A.口座振替のみとなります。（初月は銀行振込をお願いする可能性があります。）

Q.月額料金の決済スケジュールを教えてください。

A.後払い制となり、当月分を翌月13日（13日が土日の場合は翌月曜日）にお引き落としさせていただきます。

Q.月額料金をまとめて支払うことは可能ですか？

A.恐れ入りますが、まとめて支払うことはできません。

Q.入会後、引き落とし口座は変更できますか？

A.はい、可能です。変更を希望する場合は口座振替依頼書を当社まで郵送か来館でご提出ください。
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②申込や契約に関すること

Q.契約までの流れを教えてください。

A.申込フォーム回答、必要書類郵送、書類審査、面談審査となります。（詳細はP.21-24でご確認ください。）

Q.契約までにかかる期間はどの程度ですか？

A.面談審査後、最短翌2営業日で住所利用が可能になります。（初期費用の入金確認後になります。）

Q.法人契約の場合（これから設立する場合も含む）の契約者は誰になりますか？

A.代表（就任予定）者となります。（本業の都合などで主で事業に取り組む方が代表者となれない場合も含む。）

主で事業に取り組む方は連帯保証人承諾書を提出の上、正会員としてご登録ください。

Q.個人事業と設立する法人のそれぞれで住所を利用したい場合はどうすれば良いですか？

A.それぞれ主体が異なるため、別々の契約を結んでいただく必要があります。（2社登録の場合も同様です。）

Q.最低契約期間はどのくらいですか？

A.6か月間となり、以後1ヶ月毎の自動継続となります。

なお、法人設立（本店移転）サポートプランをご利用の場合は登記日から2年間となります。
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③審査や契約変更に関すること

Q.なぜ書類審査や面談審査を行っているのですか？

A.住所の犯罪利用、不正利用を防止するために実施しております。

Q.申込できない業種はありますか？

A.下記の業種に関しては申込自体をお断りさせていただいております。

※アダルト、ギャンブル、ネットワークビジネス（連鎖販売取引）、情報商材販売、出会い系サイト、政治活動

をする団体、宗教活動をする団体、 労働組合活動をする団体、暴力団活動をする団体、活動目的が不明瞭な

団体など

Q.審査基準を教えてもらえますか？

A.恐れ入りますが、審査基準は非公表とさせていただいております。

Q.個人契約で入会後、法人を設立した場合はどのように契約変更をすれば良いですか？

A.会員サイト（マイページ）からお手続きをお願いします。（登記簿のデータ添付も必須です。）

Q.法人契約で入会後、本店移転（本社住所変更）を行った場合に手続きは必要ですか？

A.会員サイト（マイページ）からお手続きをお願いします。（登記簿のデータ添付も必須です。）
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④サービスに関すること（法人口座開設、社会保険加入など）

Q.個人契約から法人契約に変更した際、法人名義の契約書は発行してもらえますか？

A.当社（info@k-society.com）までご連絡ください。翌3営業日以内に発行させていただきます。

Q.バーチャルオフィスのプランでも法人口座は開設できますか？

A.実績として多くの方が法人口座を開設されています。ご不安な点があれば当社に遠慮なくご相談ください。

【WEB上で公開している当社記事のリンク】 銀行の法人口座開設対策、口座開設インタビュー

Q.社会保険に加入できますか？

A.はい、可能です。頻繁に会員企業様の保険証が郵送されてきています。

また、年金事務所の担当者より加入のご案内をいただいております。

Q.利用できる住所を教えてください。

A.「東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア」となります。

上記の表記でご利用いただけない場合、郵便物が届かない可能性が高いのでお気を付けください。

Q.通販事業等の商品の戻り先として住所を利用したいのですが可能ですか？

A.恐れ入りますが、戻り先の住所としてはご利用いただけません。必ず別途倉庫等を手配してください。

https://www.k-society.com/virtual_office/corporate_acount/
https://www.k-society.com/virtual_office/corporate-account-opening-interview/
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⑤サービスに関すること（電話番号の利用、郵便物など）

Q.03-6272-5627の番号を利用することは可能ですか？

A.恐れ入りますが、当社の番号となりますのでご利用いただけません。

03番号の利用をご検討の場合、電話転送オプションにお申込みください。（詳細はP.12をご確認ください。）

Q.郵便物を窓口で受け取ることは可能ですか？

A.スタッフ対応時間（10:00-19:00）内であれば顔写真付きの身分証明書をご提示の上、窓口でお受け取り可能です。

※ご契約者様以外がお受け取りになる場合、ご契約者様はメールにて、代理で受け取られる方のフルネーム

（フリガナ）、来館予定時間を事前にご連絡ください。（代理受取の方も顔写真付きの身分証明書提示必須。）

Q.郵便物の転送先の住所を変更できますか？

A.会員サイト（マイページ）からお手続きが可能です。（免許証や賃貸契約書など住所証明もご添付ください。）

※転送先の登録住所は1件となりますので、郵便物毎に転送先をわけることは出来かねます。

Q.簡易書留などサインが必要な郵便物の扱いはどうなりますか？

A.窓口にてスタッフが代理でサインをし、お受け取りいたします。（手数料等発生いたしません。）

※詳細はP.8でご確認ください。
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⑤サービスに関すること（電話番号の利用、郵便物など）

Q.営業日と営業時間を教えてください。

A.祝祭日と年末年始（12月29日～1月3日）を除く、8:00-22:00となります。

※１スタッフ対応時間は10:00-19:00です。（電話対応、郵便物の窓口受取はこの時間内。）

※２平日18:00以降、土曜16:00以降、日曜終日はビルのエントランスが閉鎖中のため、裏口からの入館となります。

※３スタッフ対応時間内に裏口からお電話いただきましたら、スタッフがお迎えにあがります。

※４エントランス閉鎖中に会議やセミナーを実施する場合は、会員様ご自身でご対応をお願いします。

Q.バーチャルオフィスメンバーでもフリーシートを利用できますか？

A.すべてのプランでご利用いただけますが、下記の利用条件を必ずご確認ください。

※１事前予約はできません。来館時空席であれば1日2時間まで利用できます。

※２契約者・正会員様の同席が必須となります。いずれかの方がいらっしゃらない場合はご利用いただけません。

※３1契約1日1席2時間までとなります。2席同時利用や、フリーシートAとBをそれぞれ2時間ずつ利用することはできません。

Q.バーチャルオフィスメンバーでもワークスペースを利用できますか？

A.1日2,200円（税込）、月3回までの上限でご利用いただけます。

※１3人でご入室の場合、3回とカウントし、ご請求額は6,600円（税込）です。（当月はこれ以上利用はできません）

※２シェアオフィスメンバーが増加した場合、受け入れを停止する可能性もあります。



サポートプラン
専門家に依頼できる
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専門家に依頼できる各種サポート

●法人口座開設保証®制度
銀行の法人口座を開設できないことを理由に当社サービスを解約する場合に、入会金・保証金・基本料金の2ヶ月

分を返金する制度

※法人設立（本店移転）サポートプランとの併用不可（※提携司法書士のご紹介のみは可能）

●法人設立（本店移転）サポートプラン
当社提携の司法書士に法人設立（本店移転）の手続きを代行するプラン

●ナレッジ会計サービス
当社提携の税理士と顧問契約を結び会計業務を依頼できるサービス

●ナレッジ弁護士サービス
当社提携の弁護士と顧問契約を結び法律相談や契約書作成がお願いできるサービス

●HP作成代行サービス
当社提携のウェブ制作会社がHP作成を代行するサービス
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銀行の法人口座開設に不安をお持ちではないでしょうか？

「バーチャルオフィスでは法人口座が開設できない」
という噂がありますが果たして本当でしょうか？

●バーチャルオフィス選びは重要
過去の犯罪等で利用されている住所で登記をすると口座開設のハードルは上がると言われています。

※審査体制が厳重であること、有人営業であることが銀行からの信頼につながります。

●開設する銀行選びも重要
銀行によってはバーチャルオフィスの住所利用に対して消極的なスタンスを取る場合もあります。

※１当社ではGMOあおぞらネット銀行、りそな銀行九段支店をおすすめしています（提携はありません）。

※２紹介制度があるというオフィスは基本的にオフィス名を記載するだけで提携はありません。

→リスクを恐れる銀行が審査体制が厳格ではないオフィスと提携するわけがないと思いませんか？

●事前の資料準備と事業内容の伝え方が何よりも重要
銀行は何よりもリスクを恐れますので、前提として新設法人の口座開設には消極的だと思ってください。

※消極的な姿勢を変えるために、事前に事業に関する資料をしっかりと準備して臨むことが大切です。
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銀行から求められる必要書類だけでは口座開設できない？

近年、ネット銀行であっても口座開設の審査は厳しくなっている印象があります。

そのため、当社では必要書類以外の提出も推奨しています。

（法人口座開設保証®制度の利用には必須書類以外の提出が必須です）

■事業計画書 ■お客様が発行した貴社宛ての発注書 ■調印済みの契約書
■対外的な会社説明資料（会社案内、パンフレット） ■発行済みの請求書および入金明細 ■ポートフォリオ

■ホームページ（制度利用者は提出必須）
※コンテンツが不足しているものはNG。代表者プロフィールページ、メニュー、料金、

実績（会社員時代の実績や個人事業主時代の実績も可）をご用意ください。

●法人口座開設保証制度®とは？ ※入会時申込必須、制度の費用は無料

銀行の法人口座を開設できないことを理由に当社サービスを解約する場合に、入会金・保証金・基本料金の2ヶ月分を返金する

制度となります。（オプション料金の返金なし。法人口座が必ず開設できることを保証するものではありません。）

■このような強気の制度を用意できるのはなぜ？

これまで多くの会員様の口座開設のサポートを行ってきた実績があるからです。

実質的なサポートを受けることができない名前だけが独り歩きする紹介制度ではなく、銀行への事前提出書類や面談審査に向けた相談やコンサルを

無料で実施しています。

■実際に口座開設はできているのか？

返金実績はゼロになりますので、いずれかの銀行で口座が開設できています。
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法人口座開設保証®制度に関するFAQ

Q.法人口座開設保証®制度の利用条件等はありますか？

A.当社の住所で登記していただくことが条件です。法人設立（本店移転）サポートプランとの併用はできません。

※その他、詳細につきましては口座開設保証制度®の概要及び申込書をご確認ください。

Q.メガバンクでの口座開設実績はありますか？

A.はい、開設実績はございます。

Q.口座開設の手続きを代行できますか？

A.手続きの代行はできませんが、無料の相談・コンサル等を通じてサポートさせていただきます。

Q.この制度を利用した場合の法人口座開設までの流れを教えてください。

A.下記の通りになります。

①当社と契約 → ②法人設立（当社提供住所で法人登記）→③当社との契約を法人契約へ切替

→④当社へ法人版利用契約証明書を請求→⑤銀行へ提出予定の資料を当社へ確認依頼

→⑥銀行へ開設申込手続き（担当者の紹介等はございません。各銀行のHPよりお申込みください）

法人口座開設に向けた有益な情報を無料で提供しています。

● 「銀行の法人口座開設対策」の記事を無料公開

↑上記のリンク先で銀行の法人口座開設の手順や取るべき対策を、事前に把握することができます。

● 「法人口座開設インタビュー」を無料公開

↑上記のリンク先で当社のバーチャルオフィスのプランで、口座開設をされた方の声を聞くことができます。

https://www.k-society.com/virtual_office/corporate_acount/
https://www.k-society.com/virtual_office/corporate-account-opening-interview/


自分で行う場合 司法書士事務所Aに依頼する場合 ナレッジソサエティのサポートプランを利用する場合

費用
¥242,000

※実費のみ
307,840円
※手数料込

247,000円
※バーチャルオフィスプランで株式

会社設立の場合。手数料込

時間
複雑な手続きが多いため、

時間を取られ事業の開始が遅れる
面倒な手続きを全てお任せ！
その間に事業を始められる

面倒な手続きを全てお任せ！
その間に事業を始められる

クオリティ
抜け漏れや間違える可能性が

どうしても高い。

メリット 費用を抑えられる 安心してお任せできる
安心してお任せできる
費用を抑えられる

法人設立（本店移転）サポートプラン
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多くの方にとって、法人設立（本店移転）は、

『一生に一度あるかないか』の経験でしょう。

しかし、その手続きはとても複雑です。

●法人設立（本店移転）の手続きは３パターン ※費用は株式会社設立の場合



法人設立（本店移転）サポートプラン
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法人設立（本店移転）サポートプランの進め方

当社との契約成立時、提携の司法書士の連絡先をお伝えし、以後は司法書士とやり取りを進めていただきます。

●法人設立（株式会社の場合）

①設立（移転）に関するヒアリングシート提出・面談日の設定

②面談

③定款認証

④資本金入金

⑤設立登記申請

⑥登記完了後、関係書類をナレッジソサエティ受付へ納品

●本店移転

①関係資料の送付（定款・謄本・株主構成のデータを提出）

②面談

③登記申請

④登記完了後、関係書類をナレッジソサエティ受付へ納品

設立までおおむね1ヵ月程度
※時期等によって変動がございます。

移転までおおむね1ヵ月程度
※時期等によって変動がございます。



提携税理士と顧問契約を結べるナレッジ会計サービス

会計業務はすべて自分でやりますか？

●ナレッジ会計サービスに関するFAQ 

Q.ナレッジ会計サービスの利用条件等はありますか？

A.ナレッジソサエティの会員であることです。

Q.サービス利用前に税理士に相談はできますか？

A.当社と契約後、提携税理士との無料相談（約45分）がございます。

Q.正式なサービス利用はいつ決めればよろしいでしょうか？

A.提携税理士との無料相談後にお決めいただければと存じます。

ナレッジ会計サービス
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起業したは良いものの、会計業務に追われてしまい、

『本業の時間を確保できない』
という声はよく耳にします。

いち早く本業を軌道に乗せるためにも、

会計業務を税理士に委ねてしまう
という選択はどうでしょうか？



ナレッジ弁護士サービス
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提携弁護士と顧問契約を結べるナレッジ弁護士サービス

身近に法律のこと相談できる人はいますか？

●ナレッジ弁護士サービスに関するFAQ 

Q.ナレッジ弁護士サービスの利用条件等はありますか？

A.ナレッジソサエティの会員であることです。

Q.利用にあたってはどのような手続きが必要でしょうか？

A.ご利用プランを選んだうえ、直接法律事務所までお問合せください。

新しいビジネスを始めるにあたって

法律の相談や契約書作成などが必要になることもあるでしょう。

しかし、相談できる人が身近にいる人は少ないでしょう。



ナレッジ弁護士サービス
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制作が有料のB社 リース契約のA社 ナレッジソサエティ

費用 制作費・維持費が両方発生 20,000円/月×契約年数
制作費：0円

管理費：10,978円/月

時間
制作：高コスト

管理：自己管理が必要
制作：テンプレートで一定の品質

管理：トータルコストで見ると高額

制作：オーダーメイドで無料制作
管理：月1回無料修正

クオリティ 都度追加料金 なし or 別途料金 月1回無料修正

専用メール
アドレス

30個まで無料 別途料金 30個まで無料

HP作成代行サービス
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初期費用無料・管理費のみで依頼できるHP作成代行サービス

自分でホームページ作成をするのは大変ではないですか？

ホームページは名刺代わりであり、法人口座開設の可否に影響を与えると考えられています。

事業の本気度が伝わる質の高いHPを開設したいと思いませんか？



HP作成代行サービス
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ナレッジソサエティのHP作成代行サービスの強み

●ただ制作するだけではない

制作後も献身的なサポート、ネットのパトロールを常に行いますので「信頼し

てプロに任せられる環境」が継続的に手に入ります。まずは無料相談にてご希

望やお悩みをお気軽にお話ください。

●HP制作代行サービスに関するFAQ 

Q.HP作成代行サービスの利用条件等はありますか？

A.初期費用無料のプランはナレッジソサエティの会員限定のプランになります。

また、初期費用無料プランの最低利用期間は2年間となります。

（当社との契約終了後も継続になります。）

Q.サービス利用前に相談はできますか？

A.担当者との無料相談が可能です。

Q.正式なサービス利用はいつ決めればよろしいでしょうか？

A.担当者との無料相談後にお決めいただければと存じます。

Q.どのくらいの期間で完成しますか？

A.初回のデザイン打ち合わせから1～2ヵ月程度になります。

クリックすると、
3つの事例をご覧いただけます

https://advice-int.com/
https://ondoku.jp/
https://miroque.co.jp/


HP作成代行サービス
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