
送 付 状 
 

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度は、レンタルオフィス『アントレサロン』の資料をご請求いただき、誠にありがとう御座い

ます。弊社は、快適な環境の下で皆様の事業に貢献できる場をご提供したいと思っています。 

・都心の駅近くにオフィスを持ちたい・商談スペースが欲しい 

・新規事業を起こすので法人登記をしたい 

・名刺や会社案内・封筒に表記する住所、電話番号、FAX 番号が欲しい 等 

このようなご要望にお応えし、ビジネスの発展の一助になれれば幸いです。 

ご不明な点につきましては、下記の連絡先までご連絡ください。 

敬具 

 
    

●ご利用開始に必要な書類 

 

 アントレサロン利用申込書 

 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 

 専用番号提供サービス・電話秘書サービス利用申込書（任意） 

 以下のいずれかの代表者の身分証明書 

 免許証（有効期限内、両面コピー１通） 

 健康保険証（有効期限内、両面コピー１通） 

 パスポート（有効期限内、写真のページと住所のページのコピー１通） 

 在留カード（コピー１通） 

 下記、必要書類（取得後３か月以内、原本１通） 

 法人契約に必要な書類 個人契約に必要な書類 

 登記簿謄本履歴事項証明書 

 印鑑証明書 

 住民票 

 印鑑証明書 

 

 

●お申込みの流れ 

 

 

 持参または郵送            審査期間：3営業日 

 

【注意事項】 お申し込み後、審査の結果によってはご要望にそえない場合がございます。 

また結果に関するお問い合わせにはお応えできません。 

 

郵送先  〒104-0061 

  東京都中央区銀座 7 丁目 13 番 5 号 NREG 銀座ビル 1F 

  銀座セカンドライフ株式会社 銀座アントレサロン申込係 

お問合せ Tel:03(3545)1765    E-mail：info@entre-salon.com 

必要書類のご提出 ご利用の審査 ご利用開始 



『アントレサロン』利用申込書 

銀座セカンドライフ株式会社 御中  

  申込日     年    月    日 

 

以下の通り、利用規約に同意の上、レンタルオフィス「アントレサロン」の利用を申し込みます。 

利用施設 

・東京都中央区銀座七丁目13番5号 NREG銀座ビル１階 

・東京都中央区銀座七丁目13番6号 サガミビル2階 

・東京都中央区銀座六丁目14番5号 ギンザTS・サンケイビル 地下1階 

・東京都中央区日本橋三丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 1階～3階 

登記住所 

又は 

住所利用 

【銀座】□ 東京都中央区銀座七丁目13番6号 サガミビル2階 

【東京】□ 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 1階 

【東京】□ 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 2階 

【その他】□ 住所利用なし（最短契約期間は2カ月になり、利用にあたって入会審査無し） 

利用開始予定月     年   月より利用開始希望 （最短契約期間は6カ月、以降1カ月毎に自動更新） 

プランの種類 □ 住所のみ利用 □ フリーデスク □ 個室（銀座のみ） 

月額利用料（税込） 3,990円 9,980円     52,500円 

オプションサービス □ e-mail報告サービス   □郵便転送サービス □専用ロッカー(暗証番号４桁) 

月額利用料（税込） 1,050円 2,100円 1,575円（    ） 

●ご契約者名義   

法
人
契
約
の
場
合 

法人名 

フリガナ 印 

 
 

 

 

（代表印） 

代表者名 

フリガナ 

 

個
人
契
約
の
場
合 

個人名 

フリガナ 印 

 
 

 

 

 

（個人実印） 

決まっている方は 

屋号・設立予定の法人名 

フリガナ 

 

●ご契約者情報 

住所 
※法人・団体の場合は 

本店住所 

〒 

 

電話番号    ＦＡＸ    

事業内容 

お取扱商品又は  

提供サービス （※）業務案内のパンフレットやホームページの印刷物でも結構です。 

利用者名 

フリガナ 生年月日    年  月  日（満   歳） 

 

役職  e-mail  

電話番号  携帯電話番号  

申込人の経歴 （学歴）               （経歴） 

利用用途 □本店登記利用 □支店登記利用 □名刺・パンフレット記載のみ □その他（       ） 

【お申込みあたっての必要書類】チェックをお願いします。 

□アントレサロン利用申込書 □預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 □専用番号提供サービス・電話秘書サ

ービス利用申込書（任意）□利用料金2ヶ月分（申込時に現金支払い、又は後日銀行振込み） □身分証明書（免許

証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書のいずれか１通）□住所利用をする方はさらに【法人契約の場合】

登記簿謄本履歴事項証明書・印鑑証明証【個人契約の場合】住民票・印鑑証明証  



     『アントレサロン』利用申込書 【記入例】 

銀座セカンドライフ株式会社 御中  

  申込日  2013年   ●月  × 日 

 

以下の通り、利用規約に同意の上、レンタルオフィス「アントレサロン」の利用を申し込みます。 

利用施設 

・東京都中央区銀座七丁目13番5号 NREG銀座ビル１階 

・東京都中央区銀座七丁目13番6号 サガミビル2階 

・東京都中央区銀座六丁目14番5号 ギンザTS・サンケイビル 地下1階 

・東京都中央区日本橋三丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 1階～3階 

登記住所 

又は 

住所利用 

【銀座】□ 東京都中央区銀座七丁目13番6号 サガミビル2階 

【東京】☑ 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 1階 

【東京】□ 東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 2階 

【その他】□ 住所利用なし（最短契約期間は2カ月になり、利用にあたって入会審査無し） 

利用開始予定月   2013年  ●月より利用開始希望 （最短契約期間は6カ月、以降1カ月毎に自動更新） 

プランの種類 □ 住所のみ利用 ☑ フリーデスク □ 個室（銀座のみ） 

月額利用料（税込） 3,990円 9,980円     52,500円 

オプションサービス □ e-mail報告サービス   □郵便転送サービス ☑専用ロッカー(暗証番号４桁) 

月額利用料（税込） 1,050円 2,100円 1,575円（●●▲×） 

●ご契約者名義   

法
人
契
約
の
場
合 

法人名 

フリガナ ●●●●カブシキガイシャ 印 

●●●●株式会社 

○印 
（代表印） 

代表者名 

フリガナ ×× ×× 

●● ●● 

個
人
契
約
の
場
合 

個人名 

フリガナ 印 

 
 

 

 

 

（個人実印） 

決まっている方は 

屋号・設立予定の法人名 

フリガナ 

 

●ご契約者情報 

住所 
※法人・団体の場合は 

本店住所 

〒650－×××× 

兵庫県神戸市●●●● 

電話番号   06-××××-×××× ＦＡＸ   06-××××-×××× 

事業内容 

お取扱商品又は  

提供サービス 

・●●のイベント企画・運営 

・●●による××のサービスを提供   ・顧客は△△△を想定 価格は約●万円 

（※）業務案内のパンフレットやホームページの印刷物でも結構です。 

利用者名 

フリガナ ×× ×× 生年月日 19××年 ×月 ×日（満  ●歳） 

●● ●● 

役職  取締役 e-mail ×××@●●.co.jp 

電話番号 03-××××-×××× 携帯電話番号 03-××××-×××× 

申込人の経歴 （学歴）●●●年 ●●●大学卒業   （経歴）●●●年 ●●●株式会社 退社 

利用用途 □本店登記利用 ☑支店登記利用 □名刺・パンフレット記載のみ □その他（       ） 

【お申込みあたっての必要書類】チェックをお願いします。 

☑アントレサロン利用申込書 ☑預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 ☑専用番号提供サービス・電話秘書サ

ービス利用申込書（任意）☑利用料金2ヶ月分（申込時に現金支払い、又は後日銀行振込み）☑身分証明書（免許証、

健康保険証、パスポート、外国人登録証明書のいずれか１通）☑住所利用をする方はさらに【法人契約の場合】登記

簿謄本履歴事項証明書・印鑑証明証【個人契約の場合】住民票・印鑑証明証  







『専用番号提供サービス・電話秘書サービス』 利用申込書 

                      

銀座セカンドライフ株式会社 御中 申込日       年   月   日 

 

以下のとおり、利用規約に同意の上、「アントレサロン」におけるサービスを申込みます。 

申込者名 

フリガナ 印 

※法人・団体の場合は法人・団体名を記入ください 

※個人の場合は、個人名を記入ください 

※法人・団体の場合は代表印 

※個人の場合は実印 
電話番号  FAX番号  

住所  

利用開始希望月 年     月より開始、以降 1カ月毎に自動更新 

● 専用TEL番号提供サービス （税込）  

 

● 専用FAX番号提供サービス （税込） 

専用FAX番号提供サービス 
□申込む 

《下記をご記入ください》 

FAX発信をするアドレス  

FAX受信をするアドレス  
 
 
 
 

● 電話秘書サービス （税込） 

電話秘書サービス 
□申込む 

《下記をご記入ください》 

報告先メールアドレス  

サービスを受ける方の 

役職とお名前 

役職 

名前 

（フリガナ） 

応答時社名・屋号 

 

業務概要 
 

転送元電話番号 

（上記03番号をお申込

の場合は空欄） 

 

 

その他 

サービス 

各種変更 □ 申込む（2,100円／1設定） 設定の数 ：      設定 

電話ナンバーポータビリティ □ 申込む（10,500円／1番号）  番号の数 ：      番号 

番号保管 □ 申込む（月額1,050円） 番号保管の数 ：       
 

専用電話番号提供サービス 

 

□申込む 

《下記をご記入ください》 

【発信元番号】とは、03 発信をしたい電話機の番号のことです。【転送先番

号】とは、御社専用番号を受信する電話機の番号のことです。一般的に

は、発信元も転送先もご自身の携帯電話番号にする方が多いです。 

発信元番号        （          ） 

転送先番号        （          ） 

03番号で発着信をするサービス。ご指定の電話機に 03番号の電話を
転送し、また登録した電話機から 03発信ができます。 

初期費用 5,250 円 

月額基本料 4,200 円 

通話 

料金 

受信（対固定電話） 

３分あたり 
16 円 

受信（対携帯電話） 

１分あたり 
27 円 

発信 １分あたり 58 円 

FAXをご自身の指定したメールアドレスで受取るサービスです。 
FAX機の必要がなく、PDFに変換された書類をメール受信できます。 
また、メール本文や PDF添付書類を、相手のFAXに送信できます。 

初期費用 5,250 円 

月額基本料 3,150 円 

通信料金 
受信料金 10 円 

発信料金 50 円 

お客様宛にかかってきた電話を弊社宛に転送し、弊社スタッフがお客

様の代わりに電話応対。そして、氏名・折返し先・伝言等を聴取し、お

客様にメール報告。【電話受付時間は、平日9：00～18：00】 

月額基本料 3,150  円 

１メールあたり 150  円 



●● ●● ○印  

『専用番号提供サービス・電話秘書サービス』 利用申込書  【記入例】 

                      

銀座セカンドライフ株式会社 御中 申込日   2013年  ●月  ×日 

 

以下のとおり、利用規約に同意の上、「アントレサロン」におけるサービスを申込みます。 

申込者名 

フリガナ ×× ×× 印 
 

 

 

 

 
 
 
 
※法人の場合は法人名を記入ください  ※個人の場合は、個人名を記入ください 

エラー!
※法人の場合は代表印 
※個人の場合は実印 

電話番号 03-××××-×××× FAX番号 03-××××-×××× 
batu- 住所 東京都港区●● △丁目●番■号室 

利用開始希望月 2013年   ●月より開始、以降 1カ月毎に自動更新 

● 専用TEL番号提供サービス （税込）  

 

● 専用FAX番号提供サービス （税込） 

専用FAX番号提供サービス 
☑申込む 

《下記をご記入ください》 

FAX発信をするアドレス ●●●@▲▲.co.jp 

FAX受信をするアドレス ●●●@▲▲.co.jp 
 
 
 
 

● 電話秘書サービス （税込） 

電話秘書サービス 
☑申込む 

《下記をご記入ください》 

報告先メールアドレス ●●●@▲▲.co.jp 

サービスを受ける方の 

役職とお名前 

役職  取締役 

名前  ●● ●● 

（フリガナ） 

応答時社名・屋号 
●●●●株式会社 

業務概要 ●●の企画・販売 

転送元電話番号 

（上記03番号をお申込

の場合は空欄） 

 

 

その他 

サービス 

各種変更 □ 申込む（2,100円／1設定） 設定の数 ：      設定 

電話ナンバーポータビリティ □ 申込む（10,500円／1番号）  番号の数 ：      番号 

番号保管 □ 申込む（月額1,050円） 番号保管の数 ：       
 

専用電話番号提供サービス 

 

☑申込む 

《下記をご記入ください》 

【発信元番号】とは、03 発信をしたい電話機の番号のことです。【転送先番

号】とは、御社専用番号を受信する電話機の番号のことです。一般的に

は、発信元も転送先もご自身の携帯電話番号にする方が多いです。 

発信元番号     ０９０ （××××）△△△△ 

転送先番号     ０９０ （××××）△△△△ 

03番号で発着信をするサービス。ご指定の電話機に 03番号の電話を
転送し、また登録した電話機から 03発信ができます。 

初期費用 5,250 円 

月額基本料 4,200 円 

通話 

料金 

受信（対固定電話） 

３分あたり 
16 円 

受信（対携帯電話） 

１分あたり 
27 円 

発信 １分あたり 58 円 

FAXをご自身の指定したメールアドレスで受取るサービスです。 
FAX機の必要がなく、PDFに変換された書類をメール受信できます。 
また、メール本文や PDF添付書類を、相手のFAXに送信できます。 

初期費用 5,250 円 

月額基本料 3,150 円 

通信料金 
受信料金 10 円 

発信料金 50 円 

お客様宛にかかってきた電話を弊社宛に転送し、弊社スタッフがお客

様の代わりに電話応対。そして、氏名・折返し先・伝言等を聴取し、お

客様にメール報告。【電話受付時間は、平日9：00～18：00】 

月額基本料 3,150  円 

１メールあたり 150  円 
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