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「スペなび」とは
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レンタルスペースマッチングサイト【スペなび】

レンタルスペースで
新たなライフスタイルを創造する

レンタルスペースや貸し会議室、撮影スタジオ等
「スペースを借りたい人」と、「スペースを貸したい人」をマッチング！

あらゆる場所を、時間単位で簡単にシェアできる
プラットフォームを提供することで、遊休資産を活用した
今までにない新しい体験を世の中に広げていきます！
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スペース掲載数

4,792件
［2019年5月時点］
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エリア別のスペース数（全国のスペースを掲載）

56%

14%

9%

5%

2%

14%

エリア別スペース数

東京 大阪 愛知 神奈川 福岡 その他

エリア スペース数 エリア スペース数 エリア スペース数 エリア スペース数

東京 2,678 愛知 440 福岡 104 千葉 73

大阪 656 神奈川 237 兵庫 80 兵庫 69

東京愛知

大阪

※2019年5月時点

神奈川

福岡
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スペースの利用用途

パーティー（懇親会・飲み会・決起会・忘年会・誕生日会・歓送迎会・オフ会・イベント）と
会議・セミナーの用途で利用するユーザーが多い。

33%

20%
13%

12%

22%

利用用途

パーティー・オフ会・ママ会 会議 撮影 カルチャー その他

パーティー・オフ会カルチャー・教室

会議・セミナー撮影・ロケ
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スペースの利用人数

会議や撮影やカルチャー（教室・ワークショップ・シェアサロンなど）での利用は10人以下が多く、
パーティーやセミナー利用では20人～30人のスペースの利用が多い。

59%

31%

10%

利用人数

1人～10人 11人～30人 31人～

1～10人

31人～

11～30人
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ユーザーの年齢・性別

ユーザーの年齢は、25歳～44歳で7割を占める。

性別を見ると、女性のユーザーの方が多くなっている。

41%

28%

12%

12%

6%

ユーザー年齢

25～34歳 35～44歳 18～24歳 45～54歳 その他

25～34歳
18～24歳

35～44歳

45～54歳

その他

56%

44%

ユーザー性別

女性 男性

女性男性
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スペース掲載
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掲載にかかる費用

スペース掲載料：0円
月額システム使用料：0円

成約手数料：スペース利用料金の20%

掲載にかかる費用は、スペースが利用されたときの成約手数料のみ。
支払いのみが発生することは、ありません。
キャンセルされた場合は、成約手数料は発生しません。
キャンセル料の徴収は、ユーザー様と直接やり取りをお願いしております。
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選べる決済方法

決済方法は以下の3種類から、お選びください。（複数選択可能）

クレジットカード決済のご利用が一番多い。
様々なユーザー様がいらっしゃいますので、複数の決済方法の導入が望ましい。
管理の手間を考えると、クレジットカード決済のみで運用されているスペースも多数いらっしゃいます。

決済方法
スペース利用料の入金の流れと

成約手数料の支払の流れ
メリット デメリット

クレジット
カード
※必須

ユーザー様から一旦、スペなびにお支払い。
成約手数料＋カード決済手数料を
差し引いて、オーナー様へご入金いたします。

費用を回収し、手数料を差し引いて
入金するために、管理手間がかかりません。
領収書はユーザー様がサイトから
ダウンロードすることができます。

クレジットカード決済手数料（3.5%）
が発生します。

銀行振込
（事前）

ユーザー様から、オーナー様へ直接お支払い。
後日、成約手数料をご請求させて
いただきます。

オーナー様へ直接入金されるため、
売上がすぐに手元に残ります。
法人ユーザーに利用される確率が上がります。

事前の入金確認や成約手数料の入金、
必要な場合は領収書の発行など、
管理手間がかかります。

当日現金
払い

ユーザー様から、オーナー様へ直接お支払い。
後日、成約手数料をご請求させて
いただきます。

オーナー様へ直接入金されるため、
売上がすぐに手元に残ります。
個人ユーザーに利用される確率が上がります。

成約手数料の入金、
必要な場合は領収書の発行など、
管理手間がかかります。
当日ドタキャンの確率が上がります。
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選べる予約種類

予約種別は以下の2種類から、お選びください。

即時予約で対応可能な場合は、即時予約をおすすめ（サイトでも優遇）しています。
Googleカレンダーとのリアルタイム同期機能もありますので、ご利用ください。

予約種別 予約の流れ メリット デメリット

即時予約 予約が入ると、すぐに予約が確定します。

予約が入りやすくなります。

・ユーザーは即時予約を望んでいるため
↓

スペなびとしても掲載順位を優遇

予約の管理がきちんと出来ていないと
ダブルブッキングのリスクがあります。
予約成立後のキャンセルは、信用低下と
掲載順位が下がりますのでご注意ください。

リクエスト
予約

予約のリクエストが届きます。
空き状況を確認した上で、「承認」「否認」
を選択してください。
承認すると予約が確定します。

自社HP等での予約が入っている場合など、
ダブルブッキングの心配がなくなります。

即時予約に比べ予約が入りにくくなります。

・ユーザーは即時予約を望んでいるため
↓

スペなびとしても掲載順位を優遇
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レンタルスペースの管理に適した予約システム

無料で利用できる予約システムで、予約や売上の管理が簡単に行なえます。

機能 機能概要 備考

プラン作成
1時間ごとに貸し出す時間貸しプラン、数時間をまとめて貸し出すパック貸しプラン、
人数ごとの料金を設定する人数料金プラン等を組み合わせて、最大5つのプランを設定できます。

プランごとに決済方法や料金を
設定いただけます。

予約受付時間 決済方法ごとに予約の受付の期限を設定できます。 （例）銀行振込は7日前まで受付など

最低利用時間 最低利用時間を設定できます。
（例）1時間単位で貸出。

最低利用時間は3時間等

清掃時間設定
利用後の清掃時間を設定できます。設定された場合、予約が入らないように自動的に
カレンダーがブロックされます。清掃が必要な場合に設定してください。

（例）利用後は60分の清掃時間を設定

連続利用割引 数時間の連続利用で、割引料金を設定できます。利用料金が自動的に変更されます。
（例）3時間以上で500円の割引

4時間以上で10%の割引

利用不可設定 他の予定が入った場合は、簡単にカレンダーをブロックできます。
（例）今週の土曜日は自分で使うため

予約が入らないようにブロック

Google
カレンダー同期

Googleカレンダーとリアルタイムで同期ができます。Googleカレンダーに予約が入ると、自動的にカレンダーをブロック。
スペなびで予約が入った場合は、Googleカレンダーに予約が入ったことを書き込みます。

複数のスペースがある場合は、
スペースごとのカレンダーが必要になります。

メッセージ挿入 予約確定時に送付されるメールや入金確認後に送付されるメールに、指定のメッセージを挿入できます。 （例）入室に必要な暗証番号を送付

直前割引 直前まで予約が入っていない場合のみ、割引料金を適用させるように設定できます。 （例）2日前の予約は30%割引

特別日設定 年末年始やGWだけ料金を上げたり、今月のみ割引料金を設定するなど、期間限定で特別な料金を設定できます。 （例）年末年始は50%割増料金
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オーナー登録～スペース登録（システム導入）の流れ

オーナー登録の流れ

スペース登録の流れ

※詳細は、スペース掲載マニュアル（サイトからダウンロード可能）でご確認できます。

STEP 1

基本情報入力

スペース名やPR文、料金などを入力

STEP 2

写真・設備情報入力

写真（内観外観）、設備の有無を入力

STEP 3

公開審査

最短2営業日～7営業日で完了
修正が必要な場合はご連絡

STEP 4

掲載スタート

スペースが掲載され、予約の受付開始！

STEP 1

オーナー登録をクリック

パソコンの場合はページの右上、
スマホの場合は左上のメニューから。

※法人・個人どちらでも可能

STEP 2

個人情報を入力

名前・メールアドレス・電話番号を入力

STEP 3

メール認証

確認メール内のURLをクリック

STEP 4

会社情報・
銀行口座情報を入力

→完了利用料を入金する口座になります。
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スペース掲載から予約受付の流れ

オーナー登録・スペースの掲載・システム導入の手順が記載された「掲載マニュアル」が、
サイトからダウンロード可能です。

＜掲載マニュアルのダウンロードURL＞
スペなびトップページの右上にある「スペース掲載」ボタンをクリックして表示される、
スペース掲載のご案内ページの一番最初に表示される、
「掲載マニュアル（スペース掲載）」ボタンからダウンロードしてください。

予約受付～ご利用までの流れ

STEP 1

予約リクエスト受領

登録したメールアドレスに通知メール

STEP 2

予約の確定

リクエストを「承認」すると予約が確定。
※即時予約の場合は、STEP１は無し

STEP 3

前日リマインドメール

利用日前日に確認のお知らせ

STEP 4

ご利用

利用日当日のお客様対応



16

オーナー掲載事例１ （レンタルスペース運営専門の会社様）

個人から法人まで幅広い用途での集客が魅力！
空き不動産をレンタルスペースとして開発し運営しております。

スペなびは、様々な用途のユーザーがいることで、パーティーや飲み会利用に加え、
会議・セミナー、展示会、撮影など、様々なスペースをご利用いただけております。

法人のお客様から、セミナーをした後にそのまま懇親会ができる会場が少ないとのご要望をいただき、
新しく展開しているシリーズも開発している

レンタルスペースを管理するための機能が充実している予約システムにより、
管理の手間なく、集客につながっていて助かっています。

月次売上実績

1,137,880円

月次売上実績

560,869円

六本木駅 ～40人 パーティー利用がメイン
カラオケ付きのラグジュアリーなプライベート空間

渋谷駅 ～60人 イベント利用がメイン
セミナーからの懇親会のニーズに対応

渋谷駅 ～42人 会議・セミナー利用がメイン
Wifi、プロジェクター・マイク・ホワイトボードを完備

渋谷駅 ～42人 会議・セミナー利用がメイン
Wifi、プロジェクター・マイク・ホワイトボードを完備
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オーナー掲載事例２ （会議室運営が中心の会社様）

法人のニーズで利用は安定。格安の料金を実現する運用
会議室を運営しながら、付随する事業をしております。

会議室・セミナー会場は、他の用途に比べて、利用する機会が圧倒的に多いと考えております。

会議・セミナー利用の場合、利用後に都度清掃をする必要が無い点が大きなポイントで、
運用にかかる手間が非常に少ないため、非常にリーズナブルな価格で提供でき、差別化をしています。
清掃は週に1回のペースで実施しており、大きなトラブルもありません。

リモートでも運営ができるため、全国展開できるのも魅力です。
地方のターミナル駅の比較的安い賃料の物件を会議室にして、運営をしています。

池袋駅 ～54人 会議・セミナー利用がメイン
セミナー会場は法人の利用が多く、定期利用も多い

大宮駅 ～12人 会議・セミナー利用がメイン
地域最安値の料金設定で、利用頻度が多い

札幌駅 ～14人 会議・ワークショップ利用がメイン
ターミナル駅の駅チカ会議室は安定的に利用される

浜松駅 ～38人 会議・セミナー利用がメイン
新幹線の駅から近くで出張で利用されることが多い



18

オーナー掲載事例３ （個人で複数のスペースを運営するオーナー様）

マンションの一室をオシャレな空間に！！
マンションの一室を中心に、内装にこだわったスペースを運営しています。

飲食店に比べて「プライベート感」を売りにした、アットホームなスペースを運営しています。

家にいるような居心地の良いくつろげる空間で集まりたいというニーズがある一方で、
誰かの自宅に集まると、気を使ってしまう面もあるのが現実というのを感じておりました。

ホームパーティー、たこ焼きパーティー、鍋パーティー、誕生日パーティーに加えて、DVDやスポーツ観戦など、
プライベートな空間に気軽に集まって、くつろぎながら楽しめるスペースを多く増やしていこうと思っています。

外苑前駅 ～18人 パーティー・飲み会利用がメイン
イルミネーションを配置したインスタ映えスペース

新宿御苑駅 ～18人 パーティー・飲み会利用メイン
シンプルでくつろげる空間を演出

笹塚駅 ～18人 パーティー・飲み会利用がメイン
女性をターゲットにしたフォトジェニックな空間

秋葉原駅 ～18人 パーティー・飲み会利用がメイン
ソファーをならべて、アットホームな雰囲気に


