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（問合せ先） 

九州大学日本橋サテライト 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-3-11 

日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 904 号室 

TEL： 080-3362-5427 

E-mail：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 



第１章 利用にあたって 
 

 九州大学日本橋サテライトは、本学におけるライフサイエンスおよびバイオ分野（以下「ライ

フサイエンス等分野」）のイノベーション創出に向けた産学官連携を推進するため、首都圏におけ

る活動拠点として設置しました。 

 この設置に伴い、入居するビル及び近隣ビルの応接室及び会議室等（以下「共用施設」という。）

を、ライフサイエンス等分野に係る各種会議、打ち合わせ、その他イベントなどにご利用いただ

けます。 

 東京・日本橋は、ライフサイエンス等分野の大手企業及び研究機関が多数集積する同分野の一

大拠点であり、情報の収集及び企業との連携拠点として絶好の立地にありますので、ライフサイ

エンス等分野における産学官連携活動の場として、共用施設を広くご活用ください。 

 

１．所在地                                       

・日本橋ライフサイエンスビルディング（東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 11 号） 

http://www.nihonbashi-lifescience.jp/building/ 

【アクセス】東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 A6 出口 徒歩 3 分 

        JR 総武線「新日本橋」駅５番出口 徒歩２分 

        JR 山手線・京浜東北線・中央快速線「神田」駅南口 徒歩 11 分 

        JR 山手線・京浜東北線・中央快速線「東京」駅日本橋口 徒歩 13 分 

 

・日本橋ライフサイエンスハブ 

（東京都中央区日本橋室町一丁目５番５号 室町ちばぎん三井ビルディング） 

http://www.nihonbashi-lifescience.jp/hub/ 

【アクセス】東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 直結 

        JR 総武線「新日本橋」駅 直結 

        JR 山手線・京浜東北線・中央快速線「神田」駅南口 徒歩 9 分 

        JR 山手線・京浜東北線・中央快速線「東京」駅日本橋口 徒歩 9 分 

 

  

日本橋ライフサイエンス 
ビルディング 

日本橋ライフサイエンスハブ 

（室町ちばぎん三井ビルディング） 
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２．入退館時間・利用可能時間                              

【日本橋ライフサイエンスビルディング】 

・1 階正面入口     8：00～19：00（年末年始を除く） 

   ※19 時以降は閉鎖。時間外は 1 階建物裏通用口からの入退館。 

 ・1 階建物裏通用口   7：00～22：00（年末年始を除く） 

   ※時間外に入館が必要な場合は、事前に日本橋サテライトに連絡してください。 

 ・各フロア       8：00～22：00（年末年始を除く） 

 ・共用施設利用可能時間 

無料応接室（3 階）      9：00～18：00（年末年始を除く） 

無料会議室（9 階）      9：00～21：00（同上） 

有料会議室（2 階、3 階）    9：00～21：00（同上） 

有料会議室（10 階）00000009：00～17：00（同上） 

コミュニケーションラウンジ  8：00～22：00（同上） 

 

【日本橋ライフサイエンスハブ】 

 ・１階エレベーターホール  9：00～19：00（平日） 

    ※平日 19 時以降、土日祝日および年末年始は閉鎖。時間外に入館が必要な場合は、 

事前に受付に連絡してください。 

 ・共用施設利用可能時間 

有料会議室（8 階）   9：00～21：00（年末年始を除く） 

 

 

３．共用施設利用申込み方法等                              

  利用する共用施設により、利用申込み方法等が異なります。 

 

（１）無料応接室（日本橋ライフサイエンスビルディング 3 階） 

無料会議室（同 9 階） 

  日本橋サテライトで利用予約を行います。詳細は、次章をご参照ください。 

 

（２）有料会議室（日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階・3 階・10 階） 

（日本橋ライフサイエンスハブ 8 階） 

コミュニケーションラウンジ（貸切利用）（日本橋ライフサイエンスビルディング 10 階） 

  利用希望者において、施設運営者が運営する予約システムで予約等を行っていただきます。 

  予約システムの取扱いには ID およびパスワードが必要ですので、利用希望者が所属する部局

の ID およびパスワードを取得していただきます。（取得は部局での初回利用時のみ） 

ID およびパスワードの取得については第５章、予約システムの取扱いについては第９章をご

参照ください。 

 

■問い合わせ先 

＜九州大学日本橋サテライト（日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 904 号室）＞ 

TEL：080-3362-5427   E-mail：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビルディング 受付（3 階）＞ 

TEL：03-6214-2305  E-mail：ls-building@mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスハブ 受付（8 階）＞ 

    TEL：03-6214-3086  E-mail：ls-nihonbashi@mitsuifudosan.co.jp 
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第２章 無料応接室および無料会議室の利用申込みの流れ 
 

 日本橋サテライトで利用申込みを受け付け、利用予約を行います。利用を希望する場合は、  

予約申込書※（次ページ参照）を作成の上、日本橋サテライト専用アドレスにメール添付にてお送

りください。受付後、予約が確定しましたら、予約者にメールでご連絡いたします。 

 

メールアドレス：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

メールの件名 ：【日本橋サテライト 施設予約申込】 

 

※予約申込書（エクセル）は、学術研究・産学官連携本部（AiRIMaQ）ホームページからダウ

ンロードできます。 

AiRIMaQ ホームページ内 HOME＞教職員/学生限定＞日本橋サテライトの利用申込 

https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/teacher/nihonbashi_satellite.php 

 

   

 

 

 ※他大学の利用により、申込み日時での利用ができない場合があります。その場合は、他の 

時間帯または有料会議室等他の施設をご案内し、調整させていただくことがあります。 

 ※無料利用可能な回数に機関としての上限があります。回数上限に達した場合は利用できま 

せんので、あらかじめご了承ください。 

利用者 日本橋サテライト

1 利用申込み 2 受付・内容確認

6 当日利用

3 専用予約システムにて予約

4 日時確定

5 日時確定の連絡
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第３章 無料応接室の利用案内 
 

１．施設概要と利用料金                                 

【施設名称】 日本橋ライフサイエンスビルディング ３階 

 

【利用料金】 無料 

 

 

２．施設の予約方法について                               

施設予約は、利用希望者からの申し込みを受けて、日本橋サテライトで行います。 

  ※予約状況により、利用日時等を調整させていただく場合があります。 

 

 

３．3 階応接室                                     

【利用対象】 日本橋ライフサイエンスビルディング入居機関 

 

【対象施設】 306 号室・307 号室・308 号室・309 号室 

※最大収容人数は一部屋あたり 6 名です。 

 

【利用可能時間】 9：00～18：00（年末年始を除く）  

 

【予約に関する事項】 

・利用申込みは、利用日の 30 日前から２営業日前まで可能で、原則 1 回あたり 1 時間ま

での利用です。前日または当日の利用は、日本橋サテライトに電話でお問い合わせくださ

い。 

 

【留意事項】 

・部屋の汚損、破損があった場合には、復旧費用が別途請求されることがあります。 

・館外からの来客対応時のみ利用できます。 

・部屋への食事の持込みはご遠慮ください。なお、3 階受付の施設スタッフにより、人数分

のお茶が提供されます。 

・予約のない急な来客の場合、利用出来ないことがあります。 

・応接室利用者向けのレンタル備品はありません。 
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第４章 無料会議室の利用案内 
 

１．施設概要と利用料金                                

【施設名称】 日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 

 

【利用料金】 無料 

※ただし、機関としての利用回数に上限があります。 

 

 

２．施設の予約方法について                               

施設予約は、利用希望者からの申し込みを受けて、日本橋サテライトで行います。 

   ※予約状況により、利用日時等を調整させていただく場合があります。 

 

 

３．9 階会議室                                     

【利用対象】 日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階入居機関 

 

【対象施設】 911 会議室・912 会議室・913 会議室 

項目 面積（㎡） 最大収容人数 

911 会議室 42.16 ㎡ 18 人

912 会議室 70.21 ㎡ 36 人

913 会議室 88.83 ㎡ 54 人

 

【利用可能時間】 9：00～21：00（年末年始を除く） 

 

【予約に関する事項】 

・利用申込みは、利用日の 1 年前から 2 営業日前まで可能、最短 2 時間から、以降 30 分

単位で利用可能です。前日または当日の利用は、日本橋サテライトに電話でお問い合わせ

ください。 

・無料で利用できる回数には機関としての上限があります。 

回数上限に達した場合は利用できませんので、あらかじめご了承ください。 

・各会議室は可動式間仕切りを開放することで、一つの部屋として利用可能です。 

 

【留意事項】 

・予約時間は準備および片付けも含めて予約いただき、時間内での入退室をお願いします。 

・部屋の汚損、破損があった場合には、復旧費用が別途請求されることがあります。 

・部屋での飲食は可能ですが、ゴミは全て利用者でお持ち帰りください。 

・会議で利用する資材や備品等を施設で事前に預かることは出来ません。 

・利用終了後に使用される利用者に配慮して、清潔な利用を心がけてください。 

・22 時以降は各フロア出入口が施錠されますのでご注意ください。 

・備品レンタルおよび施設運営者によるレイアウト変更作業を希望される場合は、別途予約

が必要です。 

・912、913 会議室内には音響設備が設置されていますので、隣室が利用されている場合

には音量設定に気を付けてください。 
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・可動式間仕切りは重量物ですので、操作の際は安全面に気をつけて作業してください。 

・利用後は、必ず標準レイアウトへの復旧（可動式間仕切り閉鎖、教室型レイアウトへの復

旧）をお願いします。 

※施設運営者によるレイアウト変更作業を依頼した場合には、復旧作業も施設運営者が

行います。 

 

【レイアウト変更料金】 

   会議室の用途に応じて、施設運営者に以下の料金で変更作業を依頼することができます。 

（消費税等別途） 

部屋 料金／回 備考 

911 会議室 2,000 円 
・作業を依頼する場合は、有料会議室の予約ページにて

予約をお願いします。なお、予約に際しては、第５章の

手続きが必要です。 

・レイアウト変更申請書を利用予定日の 1 週間前までに

施設運営者に提出してください。 

・利用者で変更する場合は、本料金は発生しません。 

・当日の作業依頼はできません。 

912 会議室 3,500 円 

913 会議室 5,000 円 

 

【各種レンタル料金】                        （消費税等別途） 

項目 料金／回・台 備考 

机 400 円 標準レイアウトからの追加分 

椅子 200 円 標準レイアウトからの追加分 

プロジェクター 10,000 円 912 会議室、913 会議室は設置済み 

ポインター 500 円  

スクリーン 5,000 円 追加分（各部屋 1 台は設置済み）  

ＴＶ会議システム 30,000 円 ﾓﾆﾀ無（別途ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰの用意が必要）  

ホワイトボード 1,000 円 追加分（各部屋 1 台は標準設置済み）  

サインスタンド 1,000 円 共用部に掲示をする場合に利用可能 

  ・レンタルを希望する場合は、有料会議室の予約ページにて予約をお願いします。なお、予

約に際しては、第５章の手続きが必要です。 

    ※912 会議室、913 会議室にはプロジェクター、音響システムが設置されています。 

※912 会議室、913 会議室を連結して利用の際は、913 会議室にて音響システムの

連動が可能です。 

・プロジェクター、ポインターおよびサインスタンドは 3 階受付での引渡しです。また、

利用後は 3 階受付に返却をお願いします。 

※その他有料レンタル備品は利用する部屋にセットされますので、利用後はそのまま退

室してください。 

・18 時以降の有料レンタル備品の貸出や返却は、3 階貸出返却ボックスにて行います。 

※使用方法等の詳細は、利用の際に別途説明があります。 

・数に限りはありますが、上記レンタル品の他に OA タップやマグネットなど、無料貸出備

品が若干数用意されていますので、必要備品がある場合には、事前に 3 階受付に相談し

てださい。 

 

 

４．レイアウト変更料、備品レンタル料の支払いについて                        

・レイアウト変更料（作業依頼時のみ）、備品レンタル料は、利用者による負担となります。 
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・１日～２０日利用分は、自動的に翌月１日までに請求書等が発行されます。 

２１日～末日利用分は、利用者から施設運営者に対して、利用月内の請求書等発行を別途 

依頼する必要があります。その連絡後、原則、５営業日以内を目安として請求書等が発行 

されます。 

 

＜請求書等発行に関する連絡先＞ 

三井不動産ビルマネジメント株式会社 

ビジネスソリューション事業推進部 事業グループ 担当：富田（とみた） 

TEL：03-6214-1439  E-mail：s-tomita@mfbm.co.jp 

 

・請求書は「会議室利用登録申請書」に記載された指定の宛先へ送付されますので、到着後、

速やかに支払い手続きをお願いします。 

・期日までに支払いが出来ない場合、延滞料として延滞金額に対して日歩５銭（年利 18.25

パーセント相当）の割合による損害金が発生しますのでご注意ください。 

 

 

４．その他                                       

・ケータリングをご利用の場合は、施設提携の会社を紹介いたしますので、日本橋サテライト

にご相談ください。（料金は利用者からケータリング会社にお支払いいただきます。） 

・施設内に喫煙室は用意されていませんので、１階の共用喫煙室をご利用ください。 

 

 

■問い合わせ先 

＜九州大学日本橋サテライト（日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 904 号室）＞ 

TEL：080-3362-5427   E-mail：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビルディング 受付（3 階）＞ 

TEL：03-6214-2305  E-mail：ls-building@mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビジネス拠点ホームページ＞  

URL https://www.nihonbashi-lifescience.jp/# 

＜一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン ホームページ＞  

URL http://www.link-j.org/ 
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第５章 有料会議室およびコミュニケーションラウンジ（貸切）の利用申込みの流れ 
 

有料会議室およびコミュニケーションラウンジ（貸切利用）を利用する場合は、利用希望者に

おいて以下の流れで予約等を行っていただきます。なお、無料会議室のレイアウト変更作業依頼

および備品レンタル予約の場合もこの手続きが必要です。 

 

１．予約システム用ログイン ID・パスワードの取得（初回利用時のみ）            

部局等  担当事務部を通じて、会議室利用登録申請書（次ページ参照）を提出 

【提出先・提出方法】 

          ・日本橋サテライト 

          ・捺印済みの書類をメールで送付 n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

【留意事項】 

・原則、1 部局 1ID とさせていただきます。 

・パスワードは、半角英数・半角記号で半角英字大文字・半角数字を 

1 文字以上含んだ 8 文字以上 16 文字以下の登録が可能です。 

日本橋サテライト 会議室利用登録申請書を施設運営者に提出 

施設運営者 申請書に基づき会議室利用登録作業 

      ログイン ID・パスワードの発行作業 

登録・発行完了連絡 

【留意事項】 

・登録、発行作業には数日を要します。 

日本橋サテライト 担当事務部を通じて、申請部局等へログイン ID を連絡 

※発行された ID・パスワードは大切に保管してください。 

部局等 

 

 

２．予約方法等                                     

部局等   会議室予約システムにログインし、利用する会議室を予約 

※システムの利用方法等は、第９章をご参照ください。 

 

施設運営者 利用後、登録申請書記載の住所・部署に請求書等を送付 

【留意事項】 

・１日～２０日利用分は、自動的に翌月１日までに請求書等が発行され

ます。 

・２１日～末日利用分は、利用者から施設運営者に対して、利用月内の

請求書等発行を別途依頼する必要があります。その連絡後、原則、 

５営業日以内を目安として請求書等が発行されます。 

部局等   請求書等の内容を確認し、支払い手続き（請求書到着月の末日まで） 
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第６章 有料会議室の利用案内 
 

１．施設概要                                      

【利用対象】 

一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（以下

「LINK-J」）の特別会員の団体、本施設の所有者および施設運営者に認められた者。 

 ※本学は、LINK-J の特別会員です。 

 

【対象施設】 

（1）日本橋ライフサイエンスビルディング 会議室（2 階、3 階、10 階） 

（東京都中央区日本橋本町 2-3-11） 

（2）日本橋ライフサイエンスハブ 8 階 

（東京都中央区日本橋室町 1-5-5 室町ちばぎん三井ビルディング） 

 

【利用可能時間】 9：00～21：00（年末年始を除く） 

※日本橋ライフサイエンスビルディング 1004、1008 会議室は 9：00～17：00 

 

【利用料金】 

（１）日本橋ライフサイエンスビルディング            （消費税等別途） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日本橋ライフサイエンスハブ                （消費税等別途） 

部屋 面積（㎡） 最大収容人数 料金／h 

８階 A 会議室 244.00 ㎡ 120 名 24,500 円

B 会議室 77.70 ㎡ 54 名 8,500 円

C 会議室 44.40 ㎡ 30 名 5,500 円

D（B＋C）会議室※ 138.20 ㎡ 81 名 14,000 円

E（A＋B＋C）会議室※ 383.80 ㎡ 210 名 38,500 円

    ※可動式間仕切りの開放操作により、会議室の連結使用が可能です。 

 

 

２．予約方法について                                  

・各施設の予約は、利用者において、専用の予約システムで直接行っていただきます。 

（予約システム利用方法については、第 9 章をご参照ください。） 

・予約は 1 年前から 2 日前まで可能、最短 2 時間から、以降 30 分単位で利用できます。 

部屋 面積（㎡） 最大収容人数 料金／h 

2 階 201 大会議室 244.60 ㎡ 150 名 22,500 円

3 階 301 会議室 24.80 ㎡ 12 名 1,750 円

302 会議室 50.15 ㎡ 24 名 2,500 円

303 会議室 41.27 ㎡ 18 名 2,000 円

312 スタジオ 25.42 ㎡ 6 名 1,500 円

313 会議室 75.05 ㎡ 36 名 3,500 円

314 会議室 42.28 ㎡ 18 名 2,000 円

10 階 1004 会議室 109.79 ㎡ 55 名 7,500 円

1008 会議室 56.42 ㎡ 24 名 2,500 円
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・標準レイアウトからの変更を希望される場合には、予約システムで予約のうえ、レイアウト

変更申請書を利用予定日の 1 週間前までに施設運営者に提出してください。 

・備品の追加レンタル等を希望される場合には、予約システムで申請してください。 

 

 

３．レイアウト変更／各種レンタル料金                          

【レイアウト変更料金】 室料 1 時間分／回（消費税等別途） 

  ・会議室の用途に応じて、施設運営者に変更作業を上記料金で依頼することができます。 

・作業を依頼する場合は、予約システムで予約のうえ、レイアウト変更申請書を利用予定日

の 1 週間前までに施設運営者に提出してください。 

  ・利用者でレイアウトを変更する場合は、本料金は発生しません。 

  ・当日の作業依頼はできません。 

 

【各種レンタル料金】 

（１）日本橋ライフサイエンスビルディング             （消費税等別途） 

項目 料金／回・台 備考 

机 400 円 標準レイアウトからの追加分 

椅子 200 円 標準レイアウトからの追加分 

プロジェクター 10,000 円 201 会議室、1004 会議室は設置済み 

ポインター 500 円  

スクリーン 5,000 円 追加分（各部屋 1 台は設置済み） 

ＴＶ会議システム 30,000 円 ﾓﾆﾀｰ無（別途ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰの用意が必要） 

ホワイトボード 1,000 円 追加分（各部屋 1 台は標準設置済み） 

サインスタンド 1,000 円 共用部に掲示をする場合に利用可能 

・レンタルを希望する場合は、予約システムで予約してください。 

・プロジェクター、ポインターおよびサインスタンドは 3 階受付での引渡しです。 

また、利用後は 3 階受付に返却をお願いします。 

※その他レンタル備品は利用する部屋にセットされますので、利用後はそのまま退室

してください。 

・利用開始後、備品の追加や延長を希望する場合、室内のインターフォン（内線）で 3

階受付に連絡してください。対応が可能な場合に限り、追加や延長ができます。 

・18 時以降のレンタル備品の貸出や返却は、3 階貸出返却ボックスにて行います。 

※使用方法等の詳細は、利用の際に別途説明があります。 

・数に限りはありますが、上記レンタル品の他に OA タップやマグネットなど、無料貸出

備品が若干数用意されていますので、必要備品がある場合には、事前に 3 階受付に相

談してください。 

 

（2）日本橋ライフサイエンスハブ 

・レンタル備品はありません。（既設の設備・備品は無料で利用できます。） 

・A 会議室、B 会議室には無料でプロジェクター、スクリーン、マイク等の機器が設置さ

れています。 

・数に限りはありますが、OA タップやサインスタンド等の備品も若干数ありますので、

利用を希望する場合は、事前に受付に相談してください。 
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４．利用料等の支払いについて                              

・利用に係る諸費用（施設利用料、レイアウト変更料（作業依頼時のみ）、備品レンタル料な

ど）は、利用者による負担となります。 

・１日～２０日利用分は、自動的に翌月１日までに請求書等が発行されます。 

２１日～末日利用分は、利用者から施設運営者に対して、利用月内の請求書等発行を別途 

依頼する必要があります。その連絡後、原則、５営業日以内を目安として請求書等が発行 

されます。 

 

＜請求書等発行に関する連絡先＞ 

三井不動産ビルマネジメント株式会社 

ビジネスソリューション事業推進部 事業グループ 担当：富田（とみた） 

TEL：03-6214-1439  E-mail：s-tomita@mfbm.co.jp 

 

・請求書は「会議室利用登録申請書」に記載された指定の宛先へ送付されますので、到着後、

速やかに支払い手続きをお願いします。 

・期日までに支払いが出来ない場合、延滞料として延滞金額に対して日歩５銭（年利 18.25

パーセント相当）の割合による損害金が発生しますのでご注意ください。 

 

 

５．その他                                       

【キャンセル】 

・利用登録完了後のキャンセルは、予約システムの予約履歴から行ってください。 

・予約のキャンセルにあたっては、以下のとおりキャンセル料が発生します。 

利用日の 31 日前まで 無料 

利用日の 30 日前から 15 日前まで 利用予定料金の 50％ 

利用日の 14 日前から利用当日 利用予定料金の 100％ 

   ※備品レンタル、レイアウト変更（作業依頼時のみ）にはキャンセル料は発生しません。 

 

【入退館導線に関する注意事項】 

（１）日本橋ライフサイエンスビルディング 

1 階正面入口は、全日 19 時以降閉鎖されますので、閉鎖後は 1 階建物裏通用口から

の入退館となります。 

（２）日本橋ライフサイエンスハブ 

平日 19 時以降および土日祝日は、建物入館時およびエレベーター利用時に専用セキュ

リティカードが必要となります。対象の時間に会議室利用を予定されている場合は、事前

に受付または日本橋サテライトに相談してください。 

 

【留意事項】 

・予約時間は準備および片付けも含めて予約いただき、時間内での入退室をお願いします。 

・部屋の汚損、破損があった場合には、復旧費用が別途請求されることがあります。 

・原則、利用日前日以降の予約変更はできません。ただし、備品の追加、変更前より大きな

部屋への変更に関しては、対応が可能な場合に限り受付可能です。希望する場合には、 

各施設の受付または日本橋サテライトにお問い合わせください。 

・18 時以降の当日延長は受付出来ませんのでご注意ください。 

・日本橋ライフサイエンスビルディングは、22 時以降は各フロア出入口が施錠されますの
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でご注意ください。 

・部屋での飲食は可能です。ケータリングを利用される場合は、事前に各施設の受付または

日本橋サテライトに相談ください。なお、大量のゴミは利用者でお持ち帰りください。 

・各会議室内に喫煙室はありませんので、共用喫煙室をご利用ください。 

日本橋ライフサイエンスビルディング：1 階 

日本橋ライフサイエンスハブ：地下 2 階 

・日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室には無線 LAN が設置されてい

ます。無線 LAN の利用を希望される場合は、日本橋サテライトに問い合わせください。 

 

 

■問い合わせ先 

＜九州大学日本橋サテライト（日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 904 号室）＞ 

TEL：080-3362-5427   E-mail：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビルディング 受付（3 階）＞ 

TEL：03-6214-2305  E-mail：ls-building@mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスハブ 受付（8 階）＞ 

  TEL：03-6214-3086  E-mail：ls-nihonbashi@mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビジネス拠点ホームページ＞  

URL https://www.nihonbashi-lifescience.jp/# 

＜一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン ホームページ＞  

URL http://www.link-j.org/ 
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第７章 テンポラリーワーキングルームの利用案内 
 

１．施設概要と利用料金                                 

テンポラリーワーキングルームは、長期出張や個別業務で個室が必要となった際に、1 日単

位で 7 日まで予約することができる長時間利用用の有料会議室です。 

 

【利用対象】 

LINK-J の特別会員の団体、本施設の所有者および施設運営者に認められた者。 

 ※本学は、LINK-J の特別会員です。 

 

【対象施設】 

日本橋ライフサイエンスビルディング 3 階（304・305・310・311 号室） 

 

【利用可能時間】 24 時間（年末年始を除く） 

※宿泊はできません。 

※利用開始受付、利用終了手続きは３階受付（対応時間 9 時～18 時）でお願いします。 

連続する日にちで同室を利用する場合、最終利用日まで利用終了手続きは不要です。 

 

【利用方法】 

利用当日、3 階受付にて伝えられるセキュリティの暗証番号にて扉を解錠のうえ利用して

ください。 

 

【利用料金】 

（消費税等別途） 

部屋 面積（㎡） 最大収容人数 料金／日 

304 号室 

各 17 ㎡ 各 6 名 各 10,000 円 
305 号室 

310 号室 

311 号室 

 

【標準設備】 

各部屋設置：椅子 6 台、机 1 台、液晶モニタ、電源、無線 LAN 

共用部設置：複合機（有料）、小型シュレッダー、傘立て 

 

 

２．予約方法について                                  

・所定の申請様式に必要事項を記入、捺印のうえ、利用日の 2 日前までにメールで日本橋サ

テライトに申し込んでください。後日、利用可否の連絡をします。（予約システム非対応） 

・予約は 1 年前から 2 日前まで可能、1 回あたり予約の最短単位は 1 日、最長単位は 7 日間

です。 

・同室での予約は最大 4 回まで連続して可能です。（例：4 回予約した場合の同室の最長利

用日数は 28 日間。） 

・本施設を利用できる回数には機関としての上限があります。 
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３．各種レンタル料金                                  

（消費税等別途） 

項目 料金／回・台 備考 

椅子 200 円  

プロジェクター 10,000 円  

ポインター 500 円  

スクリーン 5,000 円  

ホワイトボード 1,000 円  

サインスタンド 1,000 円 共用部に掲示をする場合に利用可能 

・備品のレンタルは、所定の申請様式で予約日の 1 週間前までに申請をお願いします。 

・レンタル備品は、3 階受付での引渡し、返却となります。 

※18 時以降の貸出や返却は、3 階貸出返却ボックスにて行います。詳細は利用の際に

説明があります。 

・数に限りはありますが、上記レンタル品の他に OA タップやマグネットなど、無料貸出 

備品が若干数用意されていますので、必要備品がある場合は、事前に 3 階受付に相談し

てください。 

 

 

４．利用料等の支払いについて                             

・利用に係る諸費用（室料、備品レンタル料など）は、利用者による負担となります。 

・１日～２０日利用分は、自動的に翌月１日までに請求書等が発行されます。 

２１日～末日利用分は、利用者から施設運営者に対して、利用月内の請求書等発行を別途 

依頼する必要があります。その連絡後、原則、５営業日以内を目安として請求書等が発行 

されます。 

 

＜請求書等発行に関する連絡先＞ 

三井不動産ビルマネジメント株式会社 

ビジネスソリューション事業推進部 事業グループ 担当：富田（とみた） 

TEL：03-6214-1439  E-mail：s-tomita@mfbm.co.jp 

 

・請求書は「会議室利用登録申請書」に記載された指定の宛先へ送付されますので、到着後、

速やかに支払い手続きをお願いします。 

・期日までに支払いが出来ない場合、延滞料として延滞金額に対して日歩５銭（年利 18.25

パーセント相当）の割合による損害金が発生しますのでご注意ください。 

 

 

５．その他                                       

【キャンセル】 

・予約のキャンセルにあたっては、以下のとおりキャンセル料が発生します。 

利用日の 31 日前まで 無料 

利用日の 30 日前から 15 日前まで 利用予定料金の 50％ 

利用日の 14 日前から利用当日 利用予定料金の 100％ 

   ※備品レンタル、レイアウト変更（作業依頼時のみ）にはキャンセル料は発生しません。 

 

17



【入退館導線に関する注意事項】 

・3 階エレベ—タホール自動扉は 22 時～翌 8 時、1 階正面入口は 19 時～翌 8 時、1 階

建物裏通用口は 22 時～翌 7 時の間施錠されますのでご注意ください。 

 

【ご留意事項】 

・申請時間内での入退室をお願いします。 

・利用開始時に伝えられるセキュリティの暗証番号は、防犯上の理由から利用者が希望する

番号への変更はできません。 

・利用時間の延長を希望する場合は 3 階受付にご相談ください。延長は 1 日単位での利用

料金が請求されます。 

・部屋の汚損、破損があった場合には、復旧費用を別途請求されることがあります。 

・部屋内での飲食は可能ですが、ゴミは利用者で処理いただきますようお願いします。 

・8 時～9 時は清掃が行われます。利用期間中不要な場合は事前に 3 階受付にお伝えくだ

さい。 

・利用中、部屋の施錠管理は利用者で行ってください。部屋内での紛失や盗難等、施設運営

者は一切責任を負いません。 

・喫煙は 1 階の共用喫煙室をご利用ください。 

・部屋で利用する荷物は、1 階に設置の宅配ロッカーに事前に送付することが可能ですの

で、利用する場合は、日本橋サテライトにお問い合わせください。 

・退室時は忘れ物等がないよう注意してください。 

 

 

■問い合わせ先 

＜九州大学日本橋サテライト（日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 904 号室）＞ 

TEL：080-3362-5427   E-mail：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビルディング 受付（3 階）＞ 

TEL：03-6214-2305  E-mail：ls-building@mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビジネス拠点ホームページ＞  

URL https://www.nihonbashi-lifescience.jp/# 

＜一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン ホームページ＞  

URL http://www.link-j.org/ 
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第８章 コミュニケーションラウンジの利用案内 
 

１．施設概要                                      

コミュニケーションラウンジは、LINK-J 会員、本施設の所有者および施設運営者に認めら

れた利用者の交流を目的とした一時ワークスペースです。 

 

【対象施設】 

（１）日本橋ライフサイエンスビルディング 10 階 ラウンジ（以下「LSB ラウンジ」） 

（東京都中央区日本橋本町 2-3-11） 

（２）日本橋ライフサイエンスハブ 8 階 ホワイエ部分（以下「HUB ホワイエ」） 

（東京都中央区日本橋室町 1-5-5 室町ちばぎん三井ビルディング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．一時利用について                                  

施設名称 LSB ラウンジ HUB ホワイエ 

利用確認 LINK-J 会員専用エリア入口の

カードリーダーに会員証をかざ

して入室 

受付で LINK-J 会員証を提示の

うえ、受付表に氏名等を記入し

て入室 

利用される場合は、会員証（カードキー）をお貸ししますので、

日本橋サテライト（日本橋ライフサイエンスビル 904 号室：

10 時～17 時）にお越しください。 

施設名称 LSB ラウンジ HUB ホワイエ 

利用可能時間 8：00～22：00 

（年末年始を除く） 

9：00～21：00 

（年末年始を除く） 

受付 3 階 

（9 時～18 時） 

8 階ホワイエ内 

（9 時～21 時） 

面積 205.20 ㎡ 153.40 ㎡ 

付帯設備 電源、無線 LAN（パスワードは各受付にお尋ねください。） 

留意事項 

共

通

・時間内での入退室をお願いします。 

・受付での荷物等の預かりは出来ません。 

・利用による汚損、破損があった場合、復旧費用を別途請求

されることがあります。 

・貸切利用時を除き、アルコール類は持ち込めません。 

・貸切利用時の大量のゴミはお持ち帰りください。 

個

別

・19 時以降、1 階正面入口

は施錠されますので、1 階建

物裏通用口から入館してくだ

さい。 

・飲食可能です。 

・平日 19 時以降および土日

祝日は、建物出入口各所およ

びエレベーターにセキュリテ

ィがかかるため、利用希望の

際は受付に連絡をお願いしま

す。 

・全面貸切利用時のケータリ

ングを除き、施設内での食事

はできません。飲み物はお取

りいただけます 
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利用制限 全面貸切利用が入っている場合は利用できません。下記 HP「イ

ンフォメーション」で貸切利用状況を事前に確認してください。 

http://www.nihonbashi-lifescience.jp/information/ 

予約 事前予約はできません。 

同伴 会員証 1 枚につき、5 名まで利用が可能です。 

利用料金 無料 

対象者 LINK-J 会員、本施設の所有者および施設運営者に認められた者 

留意事項  ・レンタル備品はありません。 

・レイアウトを無断で変更することはご遠慮ください。 

・机、椅子等に私物を置いての長時間占有や場所取りはご遠慮く

ださい。 

・音出し行為や大声での私語、寝る行為等、他利用者の迷惑とな

る行為はご遠慮ください。 

・席を１人で複数利用することはご遠慮ください。 

・席を離れる際は私物を放置せず、自己の責任において管理をお

願いします。私物の紛失、盗難、破損、汚損等の損害が生じて

も施設運営者および所有者では一切責任を負いません。 

・室内は禁煙です。喫煙は共用喫煙室をご利用ください。 

・本施設への商業、法人登記や事業に関する許認可、役所への届

け出住所、その他連絡先に設定することは出来ません。 

・利用者が快適に過ごせるよう利用者同士が譲り合ってご利用く

ださい。 

 

 

３．貸切利用について（LSB ラウンジ）                         

LSB ラウンジは貸切での利用が可能です。以下をご参照ください。 

※HUB ホワイエは単独での貸切利用はできません。（E 会議室利用時のみ可能） 

   
 

貸切利用範囲 上記図面赤枠内（107.36 ㎡） 

※青枠内の一般エリアも利用可能ですが、関係者以外の通行があ

ることをご了承ください。 

利用可能時間 17：30～22：00（準備・撤収時間を含みます。） 

利用料金 15,000 円/時間（消費税等別途） 

LINK-J 会員専用エリア 

（貸切利用エリア） 

※貸切時、青枠内の一般エリアも

利用可能ですが関係者以外の 

通行があります。 
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利用申込 利用者にて直接、専用の予約システムで行ってください。 

予約可能単位 予約は 1 年前から 2 日前まで可能。 

最短 2 時間から、以降 30 分単位で利用できます。 

レイアウト変更 変更作業を施設運営者に依頼することができます。その場合、作

業料として、室料の 1 時間分が発生します。 

利用者が変更作業する場合、作業料は発生しません。その場合は

利用者にて元のレイアウトへ復旧をお願いします。 

備品レンタル 各種備品をレンタルできます。「4．各種レンタル料金」参照。 

キャンセル料 利用日の 31 日前まで        無料 

利用日の 30 日前から 15 日前まで  利用料金の 50％ 

利用日の 14 日前から利用当日    利用料金の 100％  

支払い ・利用に係る諸費用（室料、レイアウト変更料（作業依頼時の

み）、備品レンタル料など）は、利用者による負担となりま

す。 

・１日～２０日利用分は、自動的に翌月１日までに請求書等が発

行されます。２１日～末日利用分は、利用者から施設運営者に対

して、利用月内の請求書等発行を別途依頼する必要があります。

その連絡後、原則、５営業日以内を目安として請求書等が発行さ

れます。 

 

＜請求書等発行に関する連絡先＞ 

三井不動産ビルマネジメント株式会社 

ビジネスソリューション事業推進部 

事業グループ 担当：富田（とみた） 

TEL：03-6214-1439 E-mail：s-tomita@mfbm.co.jp

 

・請求書は「会議室利用登録申請書」に記載された指定の宛先へ

送付されますので、到着後、速やかに支払い手続きをお願いし

ます。 

・期日までに支払いが出来ない場合、延滞料として延滞金額に対

して日歩５銭（年利 18.25 パーセント相当）の割合による損

害金が発生しますのでご注意ください。 

ケータリング ケータリングをご利用の場合は、施設提携の会社を紹介いたしま

すので、日本橋サテライトにご相談ください。 

（料金はケータリング会社に支払います。） 

 

 

４．各種レンタル料金（LSB ラウンジ貸切利用時）                    

（消費税等別途） 

項目 
料金 

（円／回・台） 
備考 

机 400 円 会議室用長机 

椅子 200 円  

プロジェクター 10,000 円 常設プロジェクターは無料 

ポインター 500 円  

スクリーン 5,000 円  
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ホワイトボード 1,000 円  

サインスタンド 1,000 円 共用部に掲示をする場合に利用可能 

・レンタルを希望する場合は、予約システムにて予約してください。 

・備品は 10 階ラウンジに用意されます。利用後は常設の備品棚へ収納し返却してくださ

い。収納できない備品はそのままにして退室してください。詳細は利用の際に説明があり

ます。 

・数に限りはありますが、上記レンタル品の他に OA タップやマグネットなど、無料貸出備

品が若干数用意されていますので、必要備品がある場合は、事前に 3 階受付に相談して

ください。 

 

 

■お問い合わせ先 

＜九州大学日本橋サテライト（日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 904 号室）＞ 

TEL：080-3362-5427   E-mail：n-satellite@airimaq.kyushu-u.ac.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビルディング 受付（3 階）＞ 

TEL：03-6214-2305  E-mail：ls-building@ mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスハブ 受付（8 階）＞ 

  TEL：03-6214-3086  E-mail：ls-nihonbashi@mitsuifudosan.co.jp 

＜日本橋ライフサイエンスビジネス拠点ホームページ＞  

URL https://www.nihonbashi-lifescience.jp/# 

＜一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン ホームページ＞  

URL http://www.link-j.org/ 
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第９章 有料会議室予約システムの利用方法 
 

１．会議室予約システムにログイン 

（１）専用ページにアクセスします。 

URL http://www.mitsui-building.info/contents/life-science/ 

 

 

（２）有料会議室・コミュニケーションラウンジの予約ページにアクセスします。 

有料会議室：日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階、3 階、10 階 

日本橋ライフサイエンスハブ 8 階 

コミュニケーションラウンジ：日本橋ライフサイエンスビルディング 10 階 

※日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階の無料会議室の備品レンタル予約および 

レイアウト変更の作業依頼も、このページで行います。 
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２．有料会議室の予約手順 

（１）開いたページが有料会議室であることを確認します。 

 

（２）事前に配布されたログイン ID・パスワードを入力します。 

 

 

（３）専用ページが開きます。 

 

※9 階無料会議室の備品レンタル予約及びレイアウト変更作業依頼も、このページで行えます。 

※会議室利用登録申請書提出後、ログイン ID・パスワードが発行されます。 

 （ログイン ID は施設運営者が発行、パスワードは申請書提出時に指定） 

予約履歴の閲覧

対象日選択 

会議室名称、広さ、 

収容人数、料金（円/時間） 対象日の予約状況
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（４）予約方法（例：2017 年 11 月 2 日に 301 会議室を 13 時～16 時で利用する場合） 

 

 

（５）予約データの入力 

 
 

 

① 対象日を選択 

② 対象会議室の利用開始時間を選択

③ 登録情報の記入 

・メールアドレスを記入しますと、予約受付 

完了のメールが指定アドレスに届きます。 

・最短 2 時間から 30 分単位で予約可能です。 

25



 

 

・オプションの欄にて、既設以外に備品を追加希望する場合のレンタルを予約することができ

ます。（会議室毎に既設備品が異なりますので、詳細は添付の図面を確認ください。） 

・レイアウト変更とは、標準レイアウト（添付の図面に記載）と異なるレイアウトで利用する

場合を指します。施設運営者にレイアウト変更作業を依頼する場合には、室料 1 時間分で

依頼することができます。 

 

レイアウト変更依頼の手順 

ⅰ）会議室予約時に、オプションの欄でレイアウト変更を「予約する」を選択。 

ⅱ）利用日の 1 週間前までに、レイアウト変更申請書を日本橋サテライトに提出。

（提出期限厳守） 

 

 

 

 （６）予約確認ボタンを選択し、確認すると予約データが受け付けられます。 

 

※予約受付が完了した時点でキャンセル料の発生対象となりますのでご注意ください。 

④ 登録情報の記入（つづき） 
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３．予約内容の確認および変更・キャンセルについて 

（１）専用ページの「予約履歴」を選択します。 

 

 

（２）予約履歴が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更を選択 
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（３）予約内容の変更・キャンセル 

・予約内容を変更する場合は、下記赤枠内の情報を修正し、「変更」を選択します。 

・予約をキャンセルする場合には、「予約キャンセル」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

予約内容を変更 

変更 予約キャンセル
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４．その他の機能（会議室情報の確認） 

・専用ページのトップで会議室名称部分を選択すると、会議室情報（レンタル備品や標準レ

イアウト等）を確認できます。 

・画像 1 が標準レイアウトです。部屋によっては、レイアウト変更時の参考図面がサンプル

として掲載されます。 

 

 

会議室名称を選択 

レンタル備品の確認

レイアウトの確認
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第１０章 レイアウト図 

 

 

 

日本橋ライフサイエンスビルディング 

日本橋ライフサイエンスハブ 

 

 

 

 

 

・各階フロア全体図内に記載されたレイアウトは標準レイアウトです。 

※図面右側に記載されたレイアウトは参考レイアウトです。 

・記載されている備品の利用については、会議室利用料金に含まれています。 

・既設以外の備品のレンタル（有料）やレイアウト変更ができます。 

なお、レイアウト変更は、有料で施設運営者に作業を依頼することができます。 
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既設備品一覧◆ 
（１００８号室）　　　　　　　　（１００４号室）                                                                 (コミュニケーションラウンジ） 
・スクリーン　　　１台　　　　　・プロジェクター　　　　　　　１台　　　・スクリーン　　　　1台　　　　　　　  　・プロジェクター　　1台 
・ホワイトボード　１台　　　　　・ハンド型ワイヤレスマイク　　２本　　　・ホワイトボード　　1台　　　　　　　  　・ハンドマイク　　　1本 
・電話台　　　　　１台　　　　　・ピン型ワイヤレスマイク　　　２本　　　・電話台　　　　　　1台　　　　　　　  　・ピンマイク　　　　2本 
・有線ＬＡＮ　　　１本　　　　　・ケーブル式マイク　　　　　　２本　　　・有線ＬＡＮ　　　　2本　　　　　　　  　・無線ＬＡＮ　　　 一式 

　　　　　　　　　　　　　　　・コートハンガー　　　　　　　２台　　　・音響設備　　　 　一式 
　　　　　　　　　　　　　　　＊ハンド型マイクをピン型マイクへの変更を希望される場合には、事前にご相談ください。 

（その他） 
*フロアスタンド（卓上・フロアスタンド）については、貸出可能な場合もございますので、必要な場合には、事前にご相談ください. 
*机・椅子は図面記載の通りです。
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LINK-J会員専用エリア 一般エリア
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 ◆会議室取扱備品一覧◆ 
(Ａ会議室） 
・机（予備1台含む） 　　　　43台 
・椅子（予備3台含む）　　　129台 
・ステージ　　　　　　　　 　6台 
・プロジェクタ　　　　　　　 1台 
・ポインター　　　　　　　　 1台 
・スクリーン　 　　　　　　　1台 
・サブディスプレイ　　　　 　2台 
・ホワイトボード　　　　　　 2台 
・ハンド型ワイヤレスマイク 　2本 
・ピン型ワイヤレスマイク　 　1本 
・音響設備　　　　　　　　　一式 
・ＡＶ操作卓（iPad)　　　　　1台 
・Blu-Layプレーヤー　 　　　 1台 
・無線ＬＡＮ　　　　　　　　一式 
・演台　　　　　　　　　　　１台 
・演壇　　　　　　　一式（６分割） 
・マイクスタンド 
　（卓上・フロアスタンド）各１台 
＊ピン型マイクをハンド型マイクに変
更を希望する場合には、事前にご相談
ください。

◆会議室取扱備品一覧◆ 
(Ｂ会議室） 
・机　　　　　　　　　　　　19台 
・椅子　　　　　　　　　 　 57台 
・プロジェクタ　　　　　　　 1台 
・ポインター　　　　　　　　 1台 
・スクリーン　 　　　　　　　1台 
・ホワイトボード　　　　　　 1台 
・ハンド型ワイヤレスマイク 　2本 
・ピン型ワイヤレスマイク　 　1本 
・音響設備　　　　　　　　　一式 
・ＡＶ操作卓（iPad)　　　　　1台 
・Blu-Layプレーヤー　 　　　 1台 
・無線ＬＡＮ　　　　　　　　一式 
・演台　　　　　　　　　　　１台 
・マイクスタンド　　　　 
　（卓上・フロアスタンド）各１台 
＊ピン型マイクをハンド型マイクに変
更を希望する場合には、事前にご相談
ください。

◆会議室取扱備品一覧◆ 
（Ｃ会議室） 
・机　　　　　　　　　　　　10台 
・椅子　　　　　　　　　 　 30台 
・無線ＬＡＮ　　　　　　　　一式 
・サブディスプレイ　　　　　 1台 
　※設置には事前依頼が必要です。

■日本橋ライフサイエンスハブ■ 
　＜標準レイアウト＞

廊下

◆会議室取扱備品一覧◆ 
(Ｂ＋Ｃ会議室） 
・Ｂ会議室備品　　　　　　　一式 
・Ｃ会議室備品　　　　　　　一式 
・サブディスプレイ　　　　　１台

Ｂ＋Ｃ会議室

島型

ロの字型

参考レイアウト
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■日本橋ライフサイエンスハブ■ 
　＜標準レイアウト＞ 
　　（全面：Ａ Ｃ会議室利用時） ◆会議室取扱備品一覧◆ 

(全面：Ａ Ｃ会議室） 
・机（予備1台含む） 　　　　72台 
・椅子（予備3台含む）　　　279台 
・ステージ　　　　　　　　 　6台 
・プロジェクタ　　　　　　　 2台 
・ポインター　　　　　　　　 2台 
・スクリーン　 　　　　　　　2台 
・サブディスプレイ　　　　 　3台 
・ホワイトボード　　　　　　 3台 
・ハンド型ワイヤレスマイク 　4本 
・ピン型ワイヤレスマイク　 　2本 
・音響設備　　　　　　　　　一式 
・ＡＶ操作卓（iPad)　　　　　2台 
・Blu-Layプレーヤー　 　　　 2台 
・無線ＬＡＮ　　　　　　　　一式 
・マイクスタンド　　　　 
　（卓上・フロアスタンド）各２台 
＊ピン型マイクをハンド型マイクに変
更を希望する場合には、事前にご相談
ください。
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＜参考レイアウト：全面セミナー型＞
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＜参考レイアウト：Ａ会議室コの字型＞
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＜参考レイアウト：全面コの字型＞
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＜参考レイアウト：全面コの字＋客席＞
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HUB ホワイエ 図面 

 

 ホワイエ範囲 

 

凡例 
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