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（※2022年7月時点）

掲載
スペース数

20,500件
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スペースマーケットの掲載からスペース利用までの流れ

掲載は無料、予約時の決済も代行します。時間貸しの場合、成約手数料は 30%です
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掲載スペースについて

スペースマーケットに掲載されているスペースは全国47都道府県にわたり、その数は20,000件を超えています。

種類も豊富で、住宅、会議室、飲食店、スポーツ施設はもちろん、廃校、お寺、お城などの今までは借りることができなかっ

たユニークなスペースも存在します
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スペースの利用用途について

業界有数の種類と掲載数でゲストのさまざまな用途に対応。

スペースマーケットを利用した新しい「場所での体験」が生まれています。
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スペースの掲載について
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スペースマーケットに掲載する理由

「空き部屋の有効活用」「レンタルスペース運営」「貸し会議室への集客」など、

ホストがスペースマーケットに掲載する理由は多岐にわたります。

スペースの運営事例は、こちらの  「ホストアカデミー」  からも詳しく確認ができます。

空き家となった古民家や

自宅の空き部屋を掲載し、

遊休資産を活用するため。

経営するスタジオや店舗
の空き時間をシェアすることで

有効に活用するため。

物件を賃借し、「レンタル
スペース」として運用するため。

運営する貸し会議室の

更なる集客のため。

https://academy.spacemarket.com/
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完全無料で始められる安心感
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スペース掲載の流れ

ホスト登録はこちらから

掲載は以下から今すぐ開始することができます！

https://account.spacemarket.com/host_sign_up?utm_source=document&utm_medium=referral&utm_campaign=hostentry
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事前にご準備が必要なもの

大掛かりな契約書や証明書をご用意いただく必要はございません。

途中まで入力いただき「保存ボタン」で保存いただければ、続きから始めることもできます。
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スペースの掲載事例



13

スペースの掲載事例：おうちスペース

渋谷駅近くのおしゃれスペース

利用用途：パーティー60%　撮影20%、ビジネス10%　

平均利用人数：3〜6名

渋谷駅近のスペースです。パーティーや趣味・遊びや撮影、ビジネ
スなど、幅広い用途で使われています。

品川区東五反田のリノベデザイナーズスペース

利用用途：撮影60%、パーティー30%

平均利用人数：5〜12名

フルリノベーションされたマンションの一室をレンタルスペースとし
て貸し出し。撮影を中心にパーティーでも人気です。
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スペースの掲載事例：イベントスペース

原宿駅徒歩4分のカフェをレンタルスペースへ

利用用途：パーティー70%、撮影20%

平均利用人数：20〜30名

カフェとして営業していた店舗をレンタルスペースとしての業態変
更。連日、撮影やパーティーなどの利用で賑わいます。

浜松町の元雀荘をリノベーションしたレンタルスペース

利用用途：ビジネス40%、パーティー40%、撮影20%

平均利用人数：15〜25名

ビジネス街に近いという特性から、法人の会議やセミナー、懇親会な
どの利用が多いのが特徴です。
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スペースの掲載事例：貸し会議室

渋谷区の最大40名収容可能な会議室

利用用途：ビジネス60%、撮影20%、パーティー10%

平均利用人数：25〜35名

お洒落な内装にすることで、会議に加えて長時間のオフサイトミー
ティングなどにも人気のスペースです。

品川駅徒歩5分のナチュラルテイスト会議室

利用用途：ビジネス50%、パーティー30%、撮影20%

平均利用人数：15〜25名

会議利用だけでなくパーティーなどのプライベート利用も増えている、
ナチュラルテイストの会議室です。
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スペースの掲載事例：レンタルスタジオ

渋谷駅近くの鏡張りのスタジオ

利用用途：スポーツフィットネス 55%、撮影15%

平均利用人数：5〜15名

ダンスやヨガのレッスン利用はもちろん、プロジェクターやホワイト
ボードなどの備品も充実した多目的スペースです。

港区の防音・遮音OKなコンパクトスタジオ

利用用途：スポーツフィットネス 67%、撮影12%

平均利用人数：2名

1時間から利用できる利便性の高いスタジオです。全身鏡張りと防音
・遮音にもこだわっています。
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スペースマーケット掲載のメリット
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スペースマーケット掲載のメリット 〜その1〜

パイオニアならではの強み

スペースマーケットは2014年にサービスをスタートし、 2022年2月時点で掲載スペースは 18,000件以上。

スペースシェアリング業界をリードする存在として幅広く認知されており、またシェアリングエコノミー協会

による認定書も取得済みです。  

撮影・パーティー・リモートワーク・会議など様々な利用目的での提供が可能です。様々な目的のユー

ザーが利用しており、季節ごとのイベントやキャンペーン、クーポン、ポイントなどによる集客力も強みで

す。
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スペースマーケット掲載のメリット 〜その2〜

安心・安全に運営できる

運営する上での不明点や質問は専門チームにお問い合わせいただくことが可能です。

またゲストの本人確認を必須にできる機能・特定のゲストからの予約を受け付けないようにするゲストブ

ロック機能など、トラブル回避の仕組みも充実。

万が一のトラブル時にも手厚い保険制度（保険料もスペースマーケットが負担）や解決をサポートする

ODRサービスも利用できます。
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スペースマーケット掲載のメリット 〜その3〜

運用コストが明確&お得

初期掲載費や利用料はもちろんゼロ！

売上の振込手数料、決済手数料もスペースマーケットが負担します。私達がいただくのは成約手数料の

30%のみ（宿泊は10%）です。

運営に役立つ情報を紹介するセミナーにも無料でご参加いただけます。

また、ご活躍されているホストへのサポートとしてインセンティブ制度も用意しています。
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よくある質問
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よくある質問 目次

1. スペースの掲載開始前の準備について

ー始める前に必要な申請や手続きはありますか？

ー掲載前にどんな準備が必要ですか？

ー貸し出し価格はどのように決めたらいいですか？

2. 予約管理について

ー貸し出す曜日や時間は自由に設定できますか？

ー曜日や時間によって価格を変えることはできますか？

ー平日は今すぐ予約、土日は承認制にすることはできますか？

ー予約が入ったらどのように連絡が来るのですか？

ーダブルブッキングの防止方法は？

3. 売上について

ー売上はいつ受け取れますか？

ー現地で支払いしてもらうことは可能ですか？

4． スペース運営について

ー鍵の管理はどのようにするべきですか？

ー前日など直前の予約は受けられないのですが大丈夫ですか？

ー予約が入りやすくなる方法はありますか？

ー利用者による物の破損があったのですが、保障されますか？

5． その他

ー手数料が5%になる、プロモーションリンクとは

どのようなものですか？

ースペース審査では、どんな点をチェックしているのですか？

ー掲載前に色々相談したいのですが、可能ですか？
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よくある質問（スペースの掲載開始前の準備について）

Q.レンタルスペースを始める前に、必要な申請や手続きはありますか？

A.特別な届出などは必要ありませんが、賃貸物件の場合は、物件を所有するオーナーや不動産　管理

会社、建物管理者に確認し許可を得てください。詳細は こちら

また、スペースを安心、安全に運営するため、以下の 5点を必ずご確認ください。

①貸し出すスペースは、利用者のスムーズな出入りが可能ですか？

②貸し出すスペースは、利用者が安全・安心に利用できるスペースですか？

③貸し出すスペースに、寝具を利用できる空間が含まれていませんか？

　（寝具を利用できる空間が含まれているスペースの貸し出す際のルールに関してはこちらの

ページをご参照ください。）

④貸し出すスペースにおいて、近隣住民から苦情がこないよう配慮することは可能ですか？

https://academy.spacemarket.com/outline_start_rentalspace/
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001491228
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よくある質問（スペースの掲載開始前の準備について）

Q.掲載前にどんな準備が必要ですか？

A.掲載に必要な書類や情報は、以下のみです。

　

　また、以下の情報は事前に決めておくと、スペース登録をスムーズに進められます。

①担当者の身分証明証（お写真をスマホ等で撮影いただきアップロードいただきます。）

②売上振り込みにおける銀行口座情報（普通または当座の口座が利用可能です。）

①1時間あたりの貸し出し金額　

②スペースを貸し出す営業時間と曜日

③スペースの利用可能な用途

④スペースで、利用者が利用できるエリアや設備・備品　

　例）一戸建てを貸し出す際、「リビングエリア」は貸し出すが、2階は出入り禁止にする。等
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よくある質問（スペースの掲載開始前の準備について）

Q.貸し出し価格はどのように決めたらいいですか？

A.貸し出し価格は、前提としてホストに自由に決めていただけます。

予約が入りやすい価格については、スペースの利用用途・広さ・スペースが位置するエリアによって異な

ります。こちらやこちらの記事を参考に、価格設定を行ってください。設定した価格はいつでも変更するこ

とが可能です。

また貸し出しプランを複数作成いただくことで、長時間利用の方は割安にしていただくことや、利用用途

によって価格差を付けていただくこともできます。詳しくは こちら

https://academy.spacemarket.com/start-guide_price/
https://academy.spacemarket.com/outline_souba/
https://academy.spacemarket.com/start-guide_plan/


26

よくある質問（予約管理について）

Q.貸し出す曜日や時間は自由に設定できますか？

A.曜日ごとに貸し出すかどうかの選択や、貸し出し時間の設定は、自由に行えます。

特定の日の予約が入らないようにする貸し出し不可設定も簡単に行えます。詳しくは こちら

Q.曜日や時間によって価格を変えることはできますか？

A.可能です。1つのプランの中に”特別営業”の設定を行っていただくことで、曜日や時間によって価格を

変えることができます。詳しくはこちら

Q.平日は今すぐ予約、土日は承認制にすることはできますか？

A.予約の承認方法（今すぐ予約か、承認制か）は、プランごとに設定いただく内容です。

そのため、平日の曜日のみ貸し出し可とするプランと、土日祝日の曜日のみ貸し出し可とする

プランを2つ作成いただき、予約の承認方法をそれぞれ設定してください。詳しくは こちら

https://faq.spacemarket.com/%E8%B2%B8%E5%87%BA%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%88%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%89-620b06f721b57c001d6e0222
https://academy.spacemarket.com/tokubetueigyou/
https://academy.spacemarket.com/start-guide_imasuguyoyaku/
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よくある質問（予約管理について）

Q.予約が入ったらどのように連絡が来るのですか？

A.ゲストからの予約または問い合わせが入った場合は、まずは登録いただいているホストの連絡先メー

ルアドレスに通知メールが届きます。

またホスト用の予約管理アプリ、 SPACEMARKET for HOSTをダウンロードいただくことで、アプリで予

約の通知を受け、予約の管理をすることもできます。

予約の受付〜利用終了までの流れについて、詳しくは こちらをご覧ください。

Q.ダブルブッキングを防止する方法は？

A.ダブルブッキングの防止方法は、 Googleカレンダーの連携・プランの設定による貸出曜日の設定・カ

レンダーからの貸し出し不可設定など、様々な方法があります。

詳細についてはこちらをご覧ください。

https://spacemarket.co.jp/archives/16087
https://academy.spacemarket.com/start-guide_guest/
https://academy.spacemarket.com/start-guide_calendar/
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よくある質問（売上について）

Q.売上はいつ受け取れますか？

A.スペースの売上（予約金額ー手数料  30%）については、月単位で、スペースの利用日の月末締め翌

月末払いにて、銀行振込にて登録いただいた口座にお支払いをさせていただきます。

なお、ゲストの決済手段により振込日が異なりますので、詳しくは こちらをご覧ください。

Q.現地で支払いしてもらうことは可能ですか？

A.現地でゲストから利用料金をお支払いいただくことは禁止行為に該当します。

スペースマーケットでは、スペースマーケットで提供している決済手段以外のお支払い方法を案内する

行為は禁止となっております。詳細については、以下の利用規約も併せてご覧ください。

● スペースマーケット利用規約

● ホスト規約

https://faq.spacemarket.com/%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%88%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%89-625e94c9dfeef500223b4aa6
https://www.spacemarket.com/about/terms
https://www.spacemarket.com/owners/dashboard/about/terms_of_partner_for_new


29

よくある質問（スペース運営について）

Q.鍵の管理はどのようにするべきですか？

A.無人運営のスペースの場合、鍵の受け渡し方法は、大きく以下の 3つの方法があります。

● 郵便ポスト：鍵を郵便ポストに入れておき、利用者に開け方を案内する方法

● キーボックス：鍵をキーボックスに入れておき、利用者に暗証番号を案内する方法

● スマートロック：ドアにスマートロックを設置し、利用者に事前に操作方法・解除コードを案内する方法

いずれの方法にもメリットデメリットや注意するポイントがあります。詳しくは こちら

Q.前日など直前の予約は受けられないのですが大丈夫ですか？

A.予約の締め切りは、プランごとに設定することが可能です。

前日の予約を受け付けられない場合は、予約の締め切り日を 2日前などに設定ください。

https://academy.spacemarket.com/outline_start_rentalspace_2/#3
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よくある質問（スペース運営について）

Q.予約が入りやすくなる方法はありますか？

A.予約が入りやすくするためには、ゲストが予約を入れやすいスペースページを作成いただくことが重要

です。予約が入りやすいスペースページの要素はたくさんありますが、特に、

　①写真（特に1枚目〜前半のお写真）

　②スペースページの情報が充実していること（スペース詳細、スペースについてなど）

がポイントです。こちらに参考になる情報がまとまっているのでご覧ください。

Q.利用者による物の破損があったのですが、保障されますか？

A.スペースマーケット上で成約した全てのスペース利用には、 スペースマーケット保険が適用されます。

また、ゲスト・ホスト間でトラブルが発生した際にご利用いただける、 ODR（簡易和解あっせん手続き）も

ございます。詳細はそれぞれのリンクをご覧ください。

https://academy.spacemarket.com/topics/edit/edit-tips/
https://faq.spacemarket.com/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%BF%9D%E9%99%BA-620b06f6a1d0020022e8dc5a
https://faq.spacemarket.com/ODR%EF%BC%88%E7%B0%A1%E6%98%93%E5%92%8C%E8%A7%A3%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9B%E3%82%93%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%EF%BC%89-620b06f921b57c001d6e02d6
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よくある質問（その他）

Q.手数料が5%になる、プロモーションリンクとはどのようなものですか？

A.プロモーションリンクとは、ホストが発行したプロモーションリンクを経由して、ゲストが 7日以内に当該

ホストのスペースの予約を行った場合、特別手数料（ 5%）が適用される仕組みです。

これにより、当該予約の成約手数料は  5%となり、ホストは成約金額の  95％を収益として受け取ること

が可能となります。

プロモーションリンクは自社 HPやSNSに貼り付ける、

プロモーションリンクをQRコードにしてスペース内外

にポスターとして掲示するなど、様々な使い方が可能

です。詳しくはこちら

https://academy.spacemarket.com/promotionlink/
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よくある質問（その他）

Q.掲載内容の審査では、どんな点をチェックしているのですか？

A.掲載審査では、主に以下の点を、規約違反がないか確認しています。

1. 著作権・商標権に違反する写真や情報がないか

2. 旅館業法に抵触する内容がないか（特に寝具の提供、宿泊に関する記載）

3. 直接取引に誘導する文言の記載がないか

4. 公序良俗に反する内容の記載がないか

5. その他法令違反に該当する内容の記載がないか

審査項目についての詳細はこちら。違反があった場合、担当部署より修正依頼をお送りします。

Q.掲載前に色々相談したいのですが、可能ですか？

A.掲載前の相談も可能です。ご希望の場合は こちらよりお申し込みください。

https://faq.spacemarket.com/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%22%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%22%EF%BC%88%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%89-620b06f821b57c001d6e0285
https://forms.gle/6P9vMojZ6rRkuFyTA
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スペース運営に関するお役立ち情報

スペースマーケットが運営する「ホストアカデミー」では、毎月スペース運営に関するお役立ち

情報を配信しています。ぜひ一度ご確認ください。

https://academy.spacemarket.com/

ホストアカデミー 検索

https://academy.spacemarket.com/
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みなさまのホスト登録をお待ちしています

スペースマーケットは、みなさまのホスト登録をお待ちしています。

ぜひ下記の登録フォームよりご登録ください！

スペースマーケット ホスト登録フォームは以下をクリック！

ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

掲載の問合せ・相談はこちら

ホスト登録はこちらから

https://forms.gle/DQQZpxR2uYnXo8VQ7
https://account.spacemarket.com/host_sign_up?utm_source=document&utm_medium=referral&utm_campaign=hostentry



