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所在地：神奈川県鎌倉市大船1-11-7 ヴィコロビル3F
電話番号：0467-53-9871
メール：info@highwave.link
公式ホームページ：https://highwave.link
営業時間：火・水・金・土・日 11:00~19:00
定休日：月・木(祝日を除く)

■基本情報■

最大収容人数：32名
広さ : 98.92㎡ (セミナー会場、動画撮影室、講師控室合計)
最寄り駅：JR大船駅徒歩3分、湘南モノレール徒歩1分
テーブル台数：長テーブル4台、カフェテーブル16台、椅子32脚、
お子様用椅子4台

WiFiプロバイダ：NTTPC
周波数帯：5GHz
通信速度：下り83.22Mdps/上り78.41Mdps
※時間帯によって異なります。休日や夕方はやや速度が落ちる場合もございます。

mailto:info@highwave.link
https://highwave.link/


入り口 カウンター 入り口から見た会場

講師側から見た会場 後ろから見た会場 スクリーン使用時

施設・設備イメージ



無料プロジェクター フリードリンク 無料マイク&スピーカー

講師控室 動画撮影室 ケーキ例



【高速WiFi】
高画質動画の閲覧やファイル共有が快適におこなえます

サービスプロバイダ：NTTPC
周波数帯：5GHz
通信速度： 83.22Mdps/上り78.41Mdps
※通信速度は参考値です。利用時の状況により、記載された通信速度を下回る場合があります。

【後片付け・ゴミについて】
ゴミ処理は当ビルの規定に基づいて廃棄となります。ゴミ箱はこちらでご用意しておりますのでルールを守って
ごみを捨ててください。原則廃棄できるのは会場内でご利用いただいたゴミのみです。
後片付けは原状復帰とさせて頂きます。お忘れ物のないようにすべてお持ち帰りください。
床の清掃は不要です。

【飲食について】
ドリンク持ち込み可
食事持ち込み可
近隣店舗からのケータリングもご相談ください。

【電源】
5か所

設備



セミナー会場(動画撮影室、講師控え室の利用含)をレンタルする時の料金です。

会場利用料

サービス名 料金

会場利用料 4,000円/時間

■会場料金に含まれるもの■
・プロジェクター(Mac,Windows10動作確認済/VGA,USB,HDMIあり)
・ホワイトボード
・マイク(BluetoothでPCの音源を流しながら話せます)
・講師控室
・動画撮影室
・延長コード
・ごみ処分(会場内でご利用いただいたゴミのみ対象)

※設定が分からない場合はお声がけください。



サービス名 料金

キッチン利用料 1000円/時間

ケーキ 450円/個

フリードリンク 500円/人

オプション
会場とセットでご利用いただけます。

単品でのご注文はできませんのでご注意ください。

※ドリンクはご予約人数分のご注文となります。
例えば20名のご参加で10名分のドリンクなどのご注文は不可となります。

※お食事をご希望の方…近隣店舗へのご案内、ケータリングのご相談承ります。
お料理の内容、ご予算ご相談ください。

※ケーキは季節の食材を使ったオリジナルのケーキをご提供いたします。
リクエストがございましたら事前にご相談ください。



会場利用詳細

プロジェクター
EPSON EB-W05
Mac,Windows10動作確認済み
USB、VGA、HDMI接続〇

ドライバーのインストールが必要となります。事前に
こちらからダウンロードをお願い致します。

https://www.epson.jp/support/portal/d
ownload/eb-w05.htm

無料オプションの詳細

マイクスピーカーセット
Moukey PAセット
Mac,Windows10動作確認済み

-PCとの接続方法-
MODEボタンを押してblueという表記
が現れたら、パソコンのBluetoothと
接続ができます。
パソコンのBluetoothをオンにして、
Moukey MTS10-2と接続してください。

https://www.epson.jp/support/portal/download/eb-w05.htm


講師控室
セミナーの間の10分休憩時などにご利用いた
だける控室です。
控室内には水道、トイレを設置しております。

格式の高いセミナーにするために設置させて
いただきました。
正面の壁面はホワイトボードになっておりま
す。

動画撮影室
グリーンバックとマイクのついた動画撮影室
です。

TONORコンデンサーマイク
単一指向性
3.5ステレオプラグ

※パソコンによってマイクとの互換性がそれぞれ違います
のでピンマイクをお持ちになることを推奨いたします。



オプション詳細

ケーキ 450円
季節の食材を使用した手作りのケーキを
お出しさせて頂きます。

アフターにご利用の際は、併設のキッチ
ンで途中から香りが立つようにするとア
フターの離脱率が減少する傾向にありま
す。
ご要望、アレルギー対応は事前にご相談
ください。

フリードリンク 500円

ホットコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、
アイスティーをご用意できます。
ご利用時間内はお替り自由です。



オプション詳細

テーブルクロス 1000円
ワインレッドのテーブルクロスを8枚ご用
意しております。

・竹の葉柄
・撥水加工
・サイズ130×180cm
4名掛けのテーブル用

キッチン利用 1000円

業務用のキッチンレンタルをしておりま
す。
カフェとして利用していたキッチンなの
で一通りの調理器具、食器などが揃って
います。

詳細は次頁にてご確認ください。



キッチン詳細

・商用利用〇
・食品営業許可〇
・食品衛生責任者〇
・防火管理者〇
・調理器具一式〇
・業務用オーブン〇
・使用後グリストラップ清掃不要〇
・ゴミ処理〇

当会場キッチンの特徴

・調理用鍋各種
・業務用オーブン
・家庭用電子レンジ
・業務用コンロ
・冷蔵庫
・家庭用ミキサー
・業務用撹拌機(泡立て、捏ね等)
・業務用炊飯器(最小6合、最大13合)
・ペストリーボード
・食器各種
・コップ各種
・ふきん等
・浄水
・ごみ処分料

料金内に含まれるもの



マルゼンオーブン

自然対流オーブン搭載NEW POWER COOK RGR-0963C片面タイプ
バット2個、焼き網2個、受皿取手1個



鍋類 コンロ

アルミDON半寸銅鍋 ３６ｃｍ 1個
アルミDON半寸銅鍋 ２４ｃｍ 2個
同片手深型鍋 ２４ｃｍ 2個
アルミDON片手鍋深型 １５ｃｍ 1個
SA鉄プレス 北京鍋 ２７ｃｍ 1個
アルミDONフライパン ３０ｃｍ 1個
アルミDONフライパン ２４ｃｍ 1個
その他 フライパン数種

全体の大きさ：横86cm×縦46.5cm
コンロ大：横44.5cm×縦29.6cm
コンロ小：横29cm×縦16.5cm

※業務用コンロは火力が強いため、テフロ
ンのフライパンはお勧めしません。



ミキサー 炊飯器 Kitchen Aid撹拌機

TESCOM ミキサー
TM8200 最大メモリ１L

最小メモリ300ｍｌ
家庭用のミキサーです。
熱いものはいれられません

タイガー 業務用炊飯電子
ジャー JCC-270P
最大量 13合 最小量 6合

KSM150WH 正規品
標準付属品
・ワイヤーホイップ(泡立て)
・平面ビーダー（粘度のある
ものを混ぜる)
・ドゥーフック(重い生地を
練り上げる時)
・ステンレスボウル



オーブントースター 電子レンジ ペストリーボード

家庭用ｵｰﾌﾞﾝﾄｰｽﾀｰ NEOVE
TNM8B-W
450W/900W

家庭用 フラット電子レンジ
EM-520X
庫内有効寸法315X318X180

木製ペストリーボード
麺棒
食パン型、製菓型数種



オーブン使用可食器 その他利用可能食器 グラスなど

オーブンにそのまま入れられ
る食器です。
深皿、平皿のご用意がござい
ます。
青、水色、白の3色

その他の食器です。写真のも
の以外に、小皿などもござい
ます。

デミタスカップ
中カップ
大カップ
グラス小
グラス大



■エキマエ大船ビジネスポート ハイウェーブ利用規約

下記のいずれかに該当する場合は、申込み取り消しまたは、ご使用をご遠慮いただく場合がございます。
その際に生じた損害責任は、ご利用者にご負担いただきますのであらかじめご了承ください。

申込み時の使用目的、使用方法が事実と反した場合。
他の会議室利用者、ビル内他会社に迷惑を及ぼした場合。
申込み利用者が許可なく第三者に転貸した場合。
風紀上または安全管理上、不適当と認めた場合。
常識を超えた備品のお持込または、使用された場合。

■申込みの受付開始日
原則、ご利用日3ヶ月前より、予約を受付いたします。長期利用等の場合はご相談ください。

■営業日および営業時間
日・火・水・金・土・日(定休日：月・木)
11:00~19:00



■ご利用料金お支払い・キャンセル料
予約申し込み後、当社よりご請求メールを送信させて頂きますので、現地にてお支払いください。
(クレジットカード可)

キャンセル料は下記の通りになります。

ご利用日を除く一週間前･･･ご請求金額の２０％
ご利用日を除く5日前 ･･･ご請求金額の４０％
ご利用日を除く３日前･･･ご請求金額の８０％
ご利用日を除く２日前～ ･･･ご請求金額の１００％
仮予約状態での当日キャンセル ･･･ご請求金額の１００％
※1週間前とは、ご利用日が２０日とした場合前日の１９日を起点とし、7日前の13日となります。

※変更につきましても、時間が削減される変更、例えば、全日から午前、午後への変更であれば、半日分のキャン
セル分、日にちの変更については、元のご利用日のキャンセル分、のキャンセル料が発生いたします。

※キャンセル時の料金は、事務、振り込み手数料分を差し引いた金額のご返金となりますので、あらかじめご了承
ください。受付日は１８時までを当日。１８時以降は翌日となります。

※台風等災害時等、交通機関不通によるお客様不着、危険と判断されての中止等よるキャンセルにつきましては、
通常キャンセル扱いとなりますので、ご了承ください。



■お申し込みについての注意事項
受付時間（平日10：00～18：00）以外のお申し込みにつきましては、翌営業日の確認とさせていただきます。
（土・日・祝日は受付時間外です。ご注意ください。）

弊社スタッフよりメールにてご予約内容の確認をいたします。内容確認いただき、ご不明点がなければご予約確
定となります。

予約は原則、利用日の3日前までとなります。直近のご予約および、オンライン照会ができない日時の予約につき
ましては、エキマエ大船ビジネスポートハイウェーブ(0467-53-9871）にお問い合わせください。（状況によって
予約を承れない場合がございます。）

■免責・損害賠償
利用に伴う盗難・紛失及び人的事故等につきましては、弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承くださ
い。
災害や当物件における不測の事故など会議室、または物件設備等がご利用いただけなくなった場合、お客様側で
発生する損害については補償できかねますのでご了承ください。
施設・設備その他備品について、汚損・破損・紛失した場合は、すみやかに弊社へご連絡ください。※ご利用者
（参加者・関係者）に起因する損害については、ご利用者様に賠償していただきます。

■災害対策・盗難について
火災や地震・事故等に備え、非常口や避難通路・消火器・消防施設等を予めご確認願います。
荷物・貴重品などはお客様ご自身での責任をお願いいたします。万が一、盗難・紛失した場合は、弊社は一切責
任を負いません。



■利用について注意事項
・他のフロア利用者様より苦情をいただいた場合、改善されない場合はその時点でご利用の停止、また、以後のご
利用を禁止させていただきますので、会場以外（廊下など）ではお静かにお願いします。（携帯の通話はセミナー
時はご遠慮願います。）なお、ご利用停止に対するキャンセル料等はお支払いいたしかねます。
・ご使用は会場の準備も含め、予約時間内とさせていただきます。準備等でそれ以前、もしくはそれ以降もご利用
になりたい場合は、延長にてお承ります。ただし、前後の予約の関係でお承りできない可能性もあります。無断延
長利用が発覚した場合、倍料金の請求となります。
・利用時間には、会場の準備・リハーサル・撤去等の原状回復時間を含みます。なお、延長をご希望の場合は３日
前までに事前に弊社にご相談ください。（延長可能な場合は、別途利用料金をいただきます。）
・会場内へ機材や大型備品などを搬入する場合は、許可申請が必要となる場合もございますので、事前にご相談く
ださい。
・入場者の受付・誘導・管理は、お客様ご自身でお願いいたします。
・会場内における範囲での机、椅子等の簡易な移動によるレイアウトの変更は可能ですが、ご利用終了時に、お客
様ご自身にて必ず原状にお戻しの上、ご退室ください。原状回復がされていない場合、原状回復費が発生いたしま
す。
・貸出備品類ですが、会場内の建造物・設備・備品・鍵などの破損または紛失した場合、修理代その他の損害を賠
償して頂きます。
・施設内は禁煙となっております。ビル１F等、他の利用者のご迷惑にある場所での喫煙もご遠慮下さい。
・駐車場がございませんので近隣の有料駐車場をご利用ください。



■お支払方法
当日会場にてお支払いとなります。現金・クレジットカード・電子マネーがご利用いただけます。

■キャンセル料
利用予定日の7日前からキャンセル料が発生します。

7日前20％、5日前40％、3日前80％、2日前から当日100％

■修繕・破損事故等について
会場利用後機器修理・修繕・補修等が必要となった場合、その費用は内容を問わずご利用者様の負担となります。
会場ならびに備え付けの設備の使用によりご利用者様に損害が生じた場合、弊社は一切の法的責任を負いません。
また、万が一利用者の障害や怪我が生じた場合であっても、賠償その他の費用についてはご利用者様の負担となり
ます。

■設備使用による損害
本件会場ならびに本件会場備え付けの設備の使用により第三者に損害を与えた場合、ご利用者様の法的責任の有無
にかかわらず損害を被った第三者に対して誠実に対応し、解決のために要する一切の費用はご利用者様が負担し、
当該損害については弊社は一切の法的責任を負いません。

キッチン利用に関する詳細はエキマエ大船ビジネスポート ハイウェーブ キッチンスペース賃貸借契約書に記載



アクセス
神奈川県鎌倉市大船1-11-7 ヴィコロビル3F
TEL：0467-53-9871
Mail:info@highwave.link
URL:https://highwave.link


