
スペース掲載マニュアル

Last Update 2022.04.15

たった1時間で登録完了！

これであなたもホストになれる！
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この度は、お持ちの大切なスペースの掲載をご検討いただき誠にありがとうございます。

スペースマーケットは2014年1月にサービスを開始しました。

おかげさまで現在全国18,000件以上のスペースをご掲載いただき、

国内最大級のレンタルスペースプラットフォームとなっています。

※2022年3月現在

人々が何かにチャレンジしようとするとき、そこにはかならず「場所」があります。

例えば、

「もっとクリエイティブな発想を引き出す会議がしたい。」

「一味違う場所での誕生日会をしてあっと言わせたい。」

「穴場な撮影場所で唯一無二の写真を撮りたい。」

これらにはすべて「場所」が必要です。

スペースマーケットでは、あらゆるスペースを簡単に貸し借りできるようにすることで

このような人々がチャレンジできる機会を増やしたいと思っており、

それによって世の中をもっと面白くしたいと考えています。

掲載されているスペースは、飲食店の定休日や空き時間、ご自宅や古民家、

オフィスや施設の共有スペースから廃校やお城まで、

多様なスペースが掲載されおり、利用用途も様々です。

あなたがお持ちのスペースも、借りたい方がきっといます。

スペースマーケットに掲載することで充実したホストライフをお過ごしいただけることを

心より願っております。

スペースマーケット一同
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スペースマーケット内で、お持ちのスペースと

「会場タイプ、広さ、エリア(最寄駅)」が近いスペースを数カ

所見つけておきましょう。

スペースの紹介文言や写真の載せ方、料金設定などを参

考にできます。

レビュー数が多いスペースは

利用数の多い人気スペースなのでオススメです。

掲載前の事前準備

1. スペース掲載までの流れ

スペースマーケットの
アカウントを取得

ゲスト・ホスト登録

掲載したいスペースの
情報を入力

スペースの作成

 

身分証明書などを登録し
審査に提出

ホスト情報登録・審査

審査が通れば
掲載スタートです！

掲載開始

審査提出まで “約1時間”の簡単登録！

2. 事前にご用意が必要なもの

① 登録用の端末

PC / スマートフォン  / タブレット

※推奨環境をこちらでご確認ください

④ 振込口座

売上が振り込まれる口座です

③ 担当者の身分証明

免許証  / パスポート  / 住基カード

3. 参考スペースを見つけよう！

② スペースの情報

スペースの内装がわかるお写真3枚以上
スペースの広さがわかる資料
スペースの設備・備品がわかる資料
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※審査には2日〜1週間かかりま
す。公開基準を満たさない場合、別
途ご連絡させていただく場合があり
ます

https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/217385568


メール確認は24時間以内に！

スペースを貸すことができるアカウントを取得

1. https://www.spacemarket.com にアクセス

アカウント登録（ゲスト・ホスト登録）
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まずはアカウントの取得が必要です！

下記の手順で、ゲスト・ホスト登録が同時に行えます。

スペースを借りることができるアカウントを取得（貸す側も登録が必要です）

ゲスト登録

ホスト登録

● 既にゲスト（借りる側）でスペースマーケットをご利用いただいてい
る方
➡ログイン後、「スペースを掲載する」からホスト登録を実行してくださ
い。

2. ホスト登録画面に移動

パソコンをご利用の方 スマートフォンをご利用の方

3. ホスト登録

② メールアドレスの確認
③ 登録完了

※メールが届かない場合はこちらをチェック
① 必要事項を入力

https://www.spacemarket.com
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/900006929663


アプリではなくスマホ Webからご登録ください

ホスト情報・スペース情報の登録
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スペースマーケットにログインし、貸し出すスペースの情報を入力しましょう。
複数スペースを掲載の場合、まずは１スペースの登録を完了していただくと、その後スペースの追加が可能になります。

1. https://www.spacemarket.com にてログイン

2. ホスト登録画面に移動

パソコンをご利用の方 スマートフォンをご利用の方

3. ダッシュボードからホスト情報の登録へ

ここからは順番にホスト情報・スペース情報を入力して行きましょう！

ホスト登録画面に入ってすぐの画面（ダッシュボード）にある「ホスト情報を登録する」をクリック

https://www.spacemarket.com
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4. ホスト情報登録 / アカウント

担当者氏名をご記入ください。

審査機関による審査で、後ほどご登録いただく

身分証明書類と同じ名前であることが必要です。

個人登録のホスト様の場合、スペースページにホスト名

として掲載されます。

本人確認のため、審査には正確な情報が必要です。

※氏名(ホスト名)は審査通過後に変更可能

＜法人登録＞の場合、後で入力する社名がホスト名とし

て掲載されます。

こちらには担当者の氏名をご記載ください。

後ほどご登録いただく身分証明書類と同じ生年月日であること

が必要です。

※免許証登録の場合に、西暦が間違っていると審査が

戻ってきてしまうのでご注意ください！

お名前が免許証の表面と異なる場合は裏面と表面どち

らの写真も必要となります。

アップできる画像は1枚のみですので、お手数をおかけし

ますが画像を加工し、1枚の画像にしてからアップロード

してください。

注意事項

※推奨サイズ：5MB以下　

※形式：jpeg、png
※白黒や、ピントがあっていない画像、フラッシュ

をたいて一部に影がある画像は審査会社で読み

取れず再提出をお願いする場合がございます。

※有効期限が最低3ヶ月以上残っているもの

　をご提出ください

※パスポートは例のように顔写真がのっている

ページを見開きで撮影ください

法人でご登録の場合も原則、担当者様個人の身分証明

書をご提出いただいておりますが、

※各項目登録時に英語のエラー表示が出た際には

　こちらをご確認ください。

https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/4402753338393
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5. ホスト情報登録 / 住所

身分証明書類の表面の住所と現住所が異なる場合は現

住所をご記入ください。

法人登録の方は、法人住所のご記入でも問題ございま

せん。

※「法人の住所」にも同じ住所をご記入ください

「●●市○○区」
上記のような住所の場合には区名までを
ご記入ください。
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6. ホスト情報登録 / 銀行口座

普通口座のみ登録可能です(当座口座の登録不可)
銀行コード、支店コードに誤りのないようお気をつけくだ

さい。口座名義はカタカナで入力してください。
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7. ホスト情報登録を申請

ご登録ありがとうございます！！

ホスト情報における下記 3点

①アカウント
②住所
③振込口座

こちらのご記入が完了すると、ダッシュボードが下記のように更新されます。

「ホスト情報登録を申請」ボタンより申請いただき、ホスト情報の審査を行います。

通常2〜3営業日かかります。

＜ホスト情報の審査に落ちてしまったら＞

ホスト情報の審査に落ちるとダッシュボードに下記のような文言が出てきます。
却下理由を「ホスト情報を修正する」に基づいて正しい内容にしていただき、
再度申請ボタンを押下ください。
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8. スペースの作成

ホスト情報を申請したら、いよいよスペースを作成しましょう！

※スペースの作成・審査提出はホスト情報審査の結果にかかわらず行うことができます。
※ホスト情報審査通過がまだの方は上部メニューバーの「スペース管理」よりお進みください。

「スペース管理画面へ」ボタンを押すと以下の画面に移行します。
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スペース作成画面

③  
④

⑤

①プレビューボタン

サイトに掲載された時、どのように見えるのかを試すことができます。

②予約受付ボタン

予約を受け付ける、または停止することが可能です。スペースは公開されたままの状態となります。

③入力項目

・緑の四角で囲んである項目（基本情報、スペースの紹介・注意事項、写真・動画、プラン・価格設定）につ

いては、必須項目を含むため必ず審査提出前にご入力ください。

・黄色のびっくりマークが付いている項目は未入力箇所があるものとなりますのでご注意ください。

④入力必須情報

入力必須情報には赤字で「必須」と記載してあります。

⑤各項目保存ボタン

必須項目を全てご入力いただくと、保存ボタンを押すことができるようになります。入力途中で別画面に移

動する際にはお気をつけください。

①  
②
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９. スペース作成 / 施設情報の入力

スペースページに掲載される住所について、 ビ

ル名・部屋番号の非公開設定 が可能です。

非公開設定にした場合、予約リクエスト・お問い

合わせを行ったゲスト以外には、スペースペー

ジのビル名・部屋番号は表示されません。

なお、利用当日のトラブル防止や検索精度の向

上のため、ビル名・部屋番号を含む正確な住所

情報を登録の上、 非公開設定を行ってください。

ゲストが迷わずスペースに到着できるようピン

の位置をドラッグ＆ドロップで正確な位置に動

かしてください。

最寄り駅を設定することで、検索一覧画面に情
報を表示させることができます！  
 
自動取得された最寄り駅の編集が必要な場合
は、ご自身で設定をし直していただくようお願い
します。 
 
※ピンを手動でずらした場合は最寄り駅が自動
的に再取得されます。  
※最寄り駅を手動で作成した場合は【最寄り駅
を再取得する】をクリックすると入力した最寄駅
の情報がリセットされます。  

 

 
 



・最寄駅の出口番号

・到着まで詳しい道順

（目印となるお店や通りの名前も）

・建物の外観の特徴

丁寧な記述はゲストに喜ばれます。

最低限下記の項目を記載をお願いします！

詳しく記載いただくことで、ゲストからの問い

合わせを削減できます。

貸し出すスペースに当てはまるものを１つ

お選びください。

＜重要＞
※当日ゲストとのやりとりに使用するほか、
必要に応じてスペースマーケットから連絡を
行う場合がございます。
必ず繋がりやすい番号 を入力ください。

1
4
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10. スペースの作成

施設情報をご入力いただいたら、その施設に紐づくスペースを登録します

施設には複数のスペースを紐づけることが可能です。（例：一軒家施設にて複数の部屋を貸し出す等）

貸し出し方法をお選びください。

注意事項

・一度貸し出し区分を選択すると、審査通過するまで変更できませんのでご注意ください
・選択後に貸し出し区分を変更したい場合は、審査通過後に修正してください

スペースを1時間単位もしくは1日単位で貸し出す 場合には”時間貸し”から作成ください。

宿泊の貸し出しをご希望の場合 20ページの項目が追加されます。

その他の項目は時間貸し同様にお進みください。

※スペースマーケットに登録できるスペース をあらかじめご確認いただくようお願いいたします。

https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001491228-%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%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9
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11. スペース作成 / 基本情報の入力

貸し出すスペースの利用法として、適したものは全

てご選択ください。ゲストが検索を行う際に紐づきま

すので、漏れがないように選択 ください。

＜重要＞

ソーシャルディスタンスや騒音防止のために、最大

収容人数は少なく 設定いただくことをおすすめしま

す。

＜重要＞

パーティーやイベント、会議利用、セミナー等の目

的で、着席可能人数からスペースを探すゲストが

非常に増えております。

スペースにソファ以外のイスのご用意がある場合

は、正確に入力ください。

●
●
●

※一部利用用途を
省略しています。

カフェやホテルラウンジなどを貸切ではなく、 共用ス

ペースとして1席(1区画)単位で貸し出したい 場合に

「席単位」をお選びください。
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運用に慣れるまでは、スペースの清掃などの準

備期間もふまえて 3日前以上の設定がオススメで

す。

同一の時間帯で予約受付可能な部屋や席が複

数ある場合のみ、「 2」以上をご入力ください

(受付可能な予約枠数が 1つの場合は1個のまま

で保存してください )

本人確認済みのゲストのみ 予約可能にすること
ができます。  
 
※「本人確認」はゲストからスペースマーケットへ
提示された本人確認書類をもとにそのゲストが
本人であることを確認する仕組みです。  
詳細はゲスト向けのヘルプページ、 こちらをご確
認ください。 

https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/900002042583


＜重要＞

絞り込み条件の設定は正しく漏れなく！

「撮影関連」「キッチン関連」「ビジネス関連」と

いったカテゴライズに分け、多数のアメニティ

をご用意しています。

提供可能なものをすべて選択しましょう。

アメニティを絞ってスペースを探すゲストが非
常に多いため、漏れなく選択ください。

また、実際のスペースと異なるアメニティを設
定することでゲストトラブルへと繋がる可能性
があるため、スペース内の状況が変わった場
合は都度修正いただくようお願いします。

18



19

「設備・サービスについて」テンプレート

実際に利用可能な設備サービスを漏れなく記入しましょう。詳細を記載いただくことでゲストからの問い合わせを削減でき

ます。参考スペースの文章を参考に設定しながら、実際に運用をしていく中でPDCAを回しましょう。

▼ 設備：

机◯台、●名掛けテーブル ◯台、椅子◯脚、ソファ◯台、

プロジェクター◯型、テレビ◯型、ケーブル、HDMI&Mac用コネクタ

の有無、ホワイトボード、WiFi（速度：◯）

有線マイク◯台、無線マイク◯台、スピーカー（Bluetoothの対応可

否）

▼ キッチン設備

冷蔵庫、冷凍庫、◯口ガスコンロ、◯口IHコンロ、オーブン 、レン

ジ 、トースター、タコ焼き機 、ホットプレート、炊飯器 、電子レンジ        

ケトル

▼ 調理器具

フライパン 、両手鍋、まな板、包丁、ボウル、ざる、バット、計量カッ

プ、計量スプーン

▼ 食器類　　※各種何枚、何本あるかも明記しましょう。

大皿◯枚、中皿◯枚、小皿◯枚、 茶碗、お椀

コーヒーカップ◯個、 ワイングラス◯個、グラス◯個、ナイフ

フォーク◯個、スプーン◯個、箸

▼ エレベーター

あり・なし

＜重要＞ 
利用が増加している、テレワークやWeb
会議、セミナー、オンライン通話、動画
撮影を伴う利用は インターネット環境が
非常に重要。利用できる際は必ず記載
を！ 
 
上記の利用用途を検討いただいている
際は、インターネット環境の 速度テスト
を行い、数値を記載いただくこともおす
すめ。 
※詳しくはこちらを参考ください。  

キッチン設備をもとにスペースを選ぶ
ゲストも多くいます。利用できる設備は
漏れなく記載しましょう 。

エレベーターがない場合、 その旨と階
数の記載を（撮影時の機材搬入等の
検討や階段利用が難しい場合に重要
なポイントとなります）

▼ 消耗類、清掃備品

キッチンペーパー、ラップ、ウェットティッシュ、ゴミ袋、除菌グッズ

感染症対策に関するアメニティ を設置
いただいている場合は、こちらにも合
わせて記入ください。

アメニティと同様「設備・サービス欄」の内容が予

約の決め手になることも！

また、詳細を記載しておくことで、ゲストのニーズ

に合致しやすくなり、余分なお問い合わせの手

間を省けます。

下記テンプレートをご用意しましたので、ぜひご
参照ください。

その他詳細はこちらの記事もご参照ください。

https://fast.com/ja/
https://academy.spacemarket.com/knowhow_review_telework/#index-2
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/900000555386-%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3
https://academy.spacemarket.com/template_space-page/#index-14


※宿泊貸し出しご登録のみ必要な項目

必ず該当の項目を選択ください。
民泊新法のみ番号を入力、それ以外は許可証をご登
録ください。
※民泊新法にて宿泊許可を取得している場合、時間貸
しはできませんのでご注意ください。  
詳細はこちらをご確認ください。

https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001491228-%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%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9#1


12. スペース作成 / スペースの紹介・注意事項

次ページのテンプレートに沿ってご登録ください。細かく

記載しておくことでゲストからの質問を削減できます。

<重要>タイトルはとにかく大事！
スペースを探すゲストが一番最初に目にする部分です。

下記の定番パターンを参考にご記載ください！

※スペースには、特徴やエリアを表す 

「固有のスペース名」 をつけることを推奨しております。

ゲストにスペース名を覚えてもらうことで、スペース名での

スムーズな再検索、リピート促進など流入も見込めます。 

 

見出し例）

固有のスペース名 ＋ 特徴（おすすめポイント、アクセ

ス情報、設備、利用用途）

例）見出し  

・【◯◯カフェ】◯◯駅◯分！最大◯名利用可能なキッチン付ス

ペース（歓送迎会/懇親会/パーティー）  

・【◯◯スペース】◯◯圏内 最大◯名/女子会/コスプレ撮影/誕

生日会/ロケ撮影/パーティー  

・【◯◯ハウス】　自然光の入る丸ごと貸切の一軒家　オープン

キッチンでの撮影におすすめ  

・【貸切イベントスペース◯◯ 】　本格音響機材/ DJ機材/高性能

プロジェクター完備  

※こちらからもテンプレートをコピーできます。

事前準備で見つけた参考スペースの説明文を参考にしながら、

貸し出すスペースの特徴や設備がしっかり伝わるように記入しましょ

う。

実際のスペースページ

スペースの見出し

スペースについて

21

禁止事項
・寝具を利用できると認識させる内容（リネン類、
ベッド他の記載含む）
※時間貸し(旅館業許可証での審査除く)

・予約/連絡が可能な自社サイトのURL/電話番号
/メールアドレスの記載

・必須項目が適切に入力されていない

※上記は公開保留となり、ご連絡を差し上げる場合が
ございます。
その他禁止事項はこちらをご参照ください。

https://academy.spacemarket.com/%e3%80%88%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%89%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%ef%bc%9a%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b4%b9%e4%bb%8b/#index
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001491228-%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%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9#3


まずは最低限、下記の項目について記入しましょう。下記の文章をコピペして必要に応じて修正ください。

「スペースについて」テンプレート

こちらからもテンプレートをコピーいただけます。
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▼広さ 

スペースA  ●㎡     (着席○名　立食○名） 

スペースB  ●㎡　（着席○名　立食○名）  

スペースC  ●㎡　（着席○名　立食○名） 

 

▼周辺情報 

・コンビニ（徒歩●分） 

・スーパー（徒歩●分） 

・コインパーキング（徒歩●分） 

・飲食店（徒歩●分） 

▼こんな利用用途におすすめ 

・会議・オフサイトミーティング・テレワーク・面談 

・誕生日会・サプライズパーティー・結婚パーティー 

・新年会・歓送迎会・送別会・懇親会・オフ会・バーベキュー 

・コスプレ撮影・ロケ撮影・写真撮影・動画撮影・youtube撮影 

・リモート飲み会・料理教室 

・ワークショップ・ヨガ・スポーツ観戦 

・鑑賞会・上映会・展示会・イベント・1日カフェ 
 

▼注意事項 

・本スペースは防犯を目的として防犯カメラを設置しております。 

 

▼禁止事項 

近隣住民への配慮のため、下記の行為は禁止です。 

お守りいただけない場合、当日のご利用を中止させていただく場合もございます。 

・スペース外（入り口付近や共用部等）でタムロする・大声を出して騒ぐ・暴れること 

・スペースの汚損、破損行為 

・当日出たゴミを無断で置いて帰ること 

・◯名以上でのご利用 

▼スペースの特徴 

・駅徒歩●分のアクセス！様々な用途の企業様にご利用いただいている設備充実の会議室です。 

・オフサイトミーティング、テレワークや会議利用に最適なスペースです。 

・2LDKの一軒家をまるまる貸切でご利用いただけます。 

・2階建ての一軒家の1室をレンタルスペースとして貸し出ししております。 

・●●エリア徒歩圏内、テレワークにおすすめのスペースです。 

・オーナーが事務所として利用しているお部屋を不在時にお貸しいたします。 

・通常は●●として営業している店舗を営業時間外のみ、貸切でご利用いただけます。 

・築◯年の歴史ある庭付き古民家です。 

・西海岸をイメージしたインテリアのスタジオです。 

・北欧風インテリアの女子会におすすめなキッチン付きスペースです。 

＜その他入力いただきたいこと＞
・新型コロナ対策を実施いただいている際は、こちらを参考にご記載ください。

・ゲストへセルフクリーニングを依頼する際はその旨記載を忘れず。

https://academy.spacemarket.com/template_space-page/#index-8
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/900001023446--%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%A7%98%E5%BC%8F-%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E5%90%91%E3%81%91-#2
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13. スペース作成 / 写真・動画の設定　＜重要＞

事前準備で見つけた参考スペースの説明文を参考にしながら、

貸し出すスペースの特徴や設備がしっかり伝わるように記入しましょう。

一番上の写真はカバー写真として、スペースページの上

部に設定されます。

ゲストがスペースを検索する際に最も重要なお写真になり

ます！スペースの魅力が伝わる内装写真を設定ください。

こちらから写真撮影のポイントをご確認ください。

写真はドラッグ&ドロップの操作で順番を入れ替えることが

可能です。また、写真に説明をつけることもできます。

・人気のスペースは写真を15枚以上の登録をしています！※最大30枚まで
・下記のような写真の掲載がおすすめです！
　多角度からの内観4-5枚、外観1-2枚、トイレ・キッチン等の設備3-4枚、備品一覧3-5枚　
　レイアウト変更時の写真、図面、人が写っている事例写真

※縦向きの画像は自動で横向きに変換されます

※アップロード時にトリミングはできません

※写真の縦横比により写真が引き伸ばされる場合があります

写真は横向きの画像を！　　【推奨サイズ ：1260×840ピクセル以下、4MB以下】

備品一覧

利用例 レイアウト例

※禁止事項※

・時間貸しで寝具を利用できると認識させる画像
（リネン類（シーツ、枕、掛け布団）を含む

・外装/イラスト/ダミー画像のみの登録
（必ずスペースの内装がわかる写真を1枚以上登録）

・ヌードや性的、わいせつなものを示唆させる画像

　その他禁止事項はこちらをご参照ください。

外観

食器一覧 備品詳細 間取り図

https://academy.spacemarket.com/%e3%80%90%e6%b1%ba%e3%82%81%e6%89%8b%e3%81%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e5%86%99%e7%9c%9f%ef%bc%81%e3%80%91%e5%86%99%e7%9c%9f%e6%92%ae%e5%bd%b1%e3%81%ae6%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84/
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001491228-%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%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9#3


24

14. スペース作成 / プランの設定

適正料金は、エリア・キャパ・設備内容によって大きく異なります。

近しいエリアのスペースかつ近しい広さのスペースを参考に料金プランを決定しましょう。

平日・休日、日中・夜間で価格を変えるなどの詳細

設定は審査提出後に設定が可能です。審査提出

後〜審査通過までの間に作成ください。

※こちらに平均価格一覧を記載しています。 ぜひご

参考ください。また、近隣のスペースに価格を参考

にするのもおすすめです。

こちらもあわせてご参照ください。

終日価格（時間で借りるよりも少しお得な価格）を設

定すると、ゲストも長時間で借りやすくなり利用単価

が結果的に上がる可能性もございます。終日の時間

設定にもよりますが、時間価格から 10%引き程度の

設定が目安です。

貸し出し不可な曜日・時間がある場合は必ず設定し

ておきましょう。

＜重要＞★おすすめは今すぐ予約★
今すぐ予約ができるスペースはゲストに選ばれ

やすい傾向があります。

実際、全体の70％は今すぐ予約できるスペース。

”今すぐ予約”は”承認あり”と比較すると約2倍予約が入り

やすくなっています。

まずは基本プランを設定してください。

審査提出前には 1種類しか設定ができません。

掲載審査提出後に複数プラン作成が可能です。

スペースの編集（プラン・価格設定 ）

※審査提出後、プランの詳細設定は28ページを
ご確認ください

プランごとに予約の承認あり・なし (今すぐ予約 )を設
定が可能です。

https://academy.spacemarket.com/%e6%96%99%e9%87%91%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%8f%82%e8%80%83%e3%81%ab%ef%bc%81%e3%80%90%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%bb%e4%ba%ba%e6%95%b0%e3%81%94%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%be%a1/#1
https://academy.spacemarket.com/outline_souba/
https://academy.spacemarket.com/start-guide_imasuguyoyaku/
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/115005895247-%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E8%A8%AD%E5%AE%9A-#1
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宿泊貸し出しのプラン作成画面も簡単にご登録いただけます。
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15. スペース審査に提出！

※審査には2日〜1週間かかる場合がございます。

（公開基準に満たない場合は、ご登録のメールアドレス宛にご連絡を差し上げる場合がございます。）

※審査提出中にも情報の編集は可能です。ページの公開・非公開も選択可能です。

※審査の結果、公開についてはメールにてお知らせ致します。

※複数の料金プラン作成は審査提出後に設定可能となりますので、最低限の情報の入力が終わ

れば、まずは審査に進みましょう。

登録お疲れさまでした！  ！

全ての情報入力が完了しましたので、 画面左、入力項目の最上部にある「掲載審査」ボタン を
押しましょう。

提出が完了すると、画面中央上部にアナウンスが出現し、
審査提出ボタンに「掲載審査中」との文字が出てきます。
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スペースを追加していくと、施設ごとに分かれて表示されていきます。

※画面上のメニューバー内「スペース管理」ボタンより見ることができます。

①

②

③

④

①施設を追加

新しい建物を追加する際はこちらをクリックください。

②施設を編集

既に登録している施設（建物）を編集することができます。

③同じスペースで時間貸しと宿泊を設定した場合

このようにひとまとめにされるため簡単に管理ができます。

④今あるスペースを別の貸し出し方法で公開したい場合

※宿泊貸し出しを行う場合には各種許可証が必要となりますのでご注意ください。

⑤スペースを追加

施設に紐づくスペースを追加登録できます。

⑤



　　　　　スペースの公開/非公開・削除設定

28

サイト上のスペース公開 /非公開はご自身で設定が可能です。

非公開に設定すると、サイト上からは見えなくなりますのでご注意ください。

スペース管理画面左下にある、「その他の設定」を押していただくと

スペースの公開 /非公開・もしくは削除を実施することが可能です。

※一時的なスペースの休止などの場合には、「予約受付ボタン」のご活用もご検討くださいませ。



　　　　　　　ダッシュボード（管理画面）

29

スムーズな運営のためにダッシュボードの使い方をマスターしましょう。

ダッシュボードでは、スペース情報の編集はもちろん、スペースごとの成約金額や

お問い合わせ状況が、一目で確認可能です。



管理画面で詳細なスペース情報の設定

30

さらにスペース運営を充実させるために登録できる項目がありますので入力してみましょう。

① 飲食について

② 後片付け・ゴミについて

③ PDFファイル

④ 動画

⑤ プランの追加

⑥ 貸出可能な期間

⑦ 最低利用時間

⑧ 利用規約

登録可能な詳細情報一覧

⑨ 片付け時間

⑩ 直前割

⑪ 管理維持費

⑫ オプション

⑬ 定型文（予約確定・否認時）

⑭ 定型文（利用日前日のリマインド）

⑮ キャンセルポリシー

「スペース管理」よりご登録いただいた各スペースの確認・修正が可能です。

予約アップとスムーズな運用のため太字の項目は特に設定を推奨しています
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飲食について / 後片付け・ゴミについて / PDFファイル

飲食の持ち込みが可能か、無料か有料

か、ケータリング手配ができるか、など。

＜重要＞ゴミはホストで回収可能か、無料

か有料か。分別の方法、

部屋の掃除方法（ゲストのセルフクリーニ

ングが必要な場合も必ず記載ください）を

記載しましょう

オリジナルで作成されたマニュアル

などを、掲載することも可能です。

ルールブックを作成いただくことでトラブル

防止ができます！！

作成はこちらを参考ください。

※下記のテンプレートに沿って入力いただくことをお勧めします！
https://academy.spacemarket.com/template_space-page/#index-15

https://academy.spacemarket.com/%e3%80%88%e9%9b%9b%e5%bd%a2%e3%80%89%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%92%e9%98%b2%e3%81%90%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/
https://academy.spacemarket.com/template_space-page/#index-15
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料金プランはスペースごとに様々な設定が可能です（単位は  時間 or 日 ）

様々なスペースのプランを参考にしながら、ご自身のスペースに合うプランを設定しましょう。

※料金設定の参考に！【エリア・人数ごとの平均価格】をご紹介  

・全日料金一律パターン

・平日、休日で価格を変えるパターン

・日中、夜間で価格を変えるパターン　etc..

＜重要＞プランについて

・OPEN時、1ヶ月程度は価格設定を低くして予約が入りやすくし、数件予約が入った後（レビューが

　入った後）基本の料金設定にあげるのがオススメです。

プランを作る時のコツ

・オプション設定をうまく活用しましょう。（有料備品や、有料サービスなどをつけてゲストに選択

　肢を与えてあげる）

・利用前に下見を希望されるゲストもいます。有料で内覧プランとして特別料金を設定する際は、 
　プラン編集欄で「このプランを下見プランにする」にチェックを入れて設定してください。

・こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

ここからプランを追加！

ここからプランを編集！

https://academy.spacemarket.com/%e6%96%99%e9%87%91%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%8f%82%e8%80%83%e3%81%ab%ef%bc%81%e3%80%90%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%bb%e4%ba%ba%e6%95%b0%e3%81%94%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%be%a1/
https://academy.spacemarket.com/start-guide_plan/
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プランの編集内

特別営業の設定

曜日、時間に応じて料金を変更したい場合はこちらから設定

を行います。

設定すると最低利用単価が決まります。

あまり長時間にすると予約のハードルが上がるため

3時間などに設定しているスペースが多いです。

最低利用時間

途切れなく連続で予約が入るのを防げます。1時間など設定

しておくと、ゲストが少し退室が遅れた、早く来すぎたなどの

場合のバッティングの発生も防げます。

片付け時間

直近の予約をしてくれた方には10％割引などを設定し、埋

まっていない日程の予約を促すことも可能です。

直前割

清掃代などとして一律で設定することも可能です。

参考記事：適切な維持管理費を設定する

管理維持費

このプランを下見プランにする

下見プランとして特別料金を設定する場合は、こちらに

チェックをお願いします。無料で下見対応する場合は、お問

い合わせからの連絡を推奨しております。

基準となる価格はここで設定します。

一括で設定する"から設定した場合は、全ての曜日を貸出可能に

し、時間帯を一括で入力することができます。

https://academy.spacemarket.com/%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%aa%e7%b6%ad%e6%8c%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%b2%bb%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b/#index
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オプション

特定の備品やゴミ処理をオプションで有料にすることも可能です。現地でゲストとの直接的なやりとりは禁止

されておりますので、有料項目はこちらに設定ください。

参考記事：オプション：ゲストの選択肢を広げる

＜重要＞
定型文（予約確定・否認時）
定型文（利用日前日のリマインド）

自動返信の定型文を設定しておくことも可能です。設定方法詳細は こちらからご確認ください。 こちらに

テンプレートをご用意しています。 注意事項や利用方法を事前に記載することで、スムーズなゲスト対

応と当日のトラブル回避ができます。

https://academy.spacemarket.com/%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%88%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b910%e3%83%b6%e6%9d%a1/#7
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001237248-%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86-%E5%AE%9A%E5%9E%8B%E6%96%87-%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95-
https://academy.spacemarket.com/%e3%80%88%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%89%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%80%81%e4%bf%a1%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%ae%9a%e5%9e%8b%e6%96%87/
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キャンセルポリシー 

スペースの編集（キャンセルポリシーと利用規約） 

⑯ 利用規約

スペースを利用するゲストは利用規約に従い、スペースを利用することとなります。 
未入力の場合は、スペースマーケットのゲスト規約が適用されます。

予約完了後のゲスト都合による予約キャンセルに適用する規約を設定する必要があります。

スペースマーケットでは、予約キャンセルに対して適用する規約を “易しい“・”普通“・”厳しい“・
”カスタム“の4つからお選びいただけます。

詳しくは下記をご確認ください。

いずれかを選択。 
スペース独自のキャンセルポリシー
を設定する場合には「カスタム」に
チェックし赤枠欄に記載ください。

https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360020881312-%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%B4%84-
https://spacemarket.com/about/terms_of_space_use
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＜重要＞カレンダー（空き状況の管理）

ゲストはスペースマーケット上のカレンダーを確認しスペース選び、予約リクエストを送信します。予約を受
け付けられない日程は、予め「予約不可設定」を行い最新の空き状況にしましょう。

※複数サイトで掲載されている場合は、外部カレンダー（Googleカレンダー,ical）を連携し空き状況を自動管理することを推
奨しています。こちらからもカレンダーメンテナンスの重要性をご確認ください。

＜貸出不可設定＞　設定方法詳細は こちら

カレンダー上から該当の日付を選択し、「貸出不可にする」を選択貸し出し不可設定にする時間を入力し、保存

＜外部カレンダー連携＞　 設定方法はこちら

「外部カレンダーと連携」を選択
「アカウントを選択」よりgoogleアカウントにログイン
スペースごとに、インポート(取り込み)とエクスポート(書き出し)するカレンダーを選択

https://academy.spacemarket.com/%e3%80%90%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%82%92%e9%80%83%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%80%91%e7%a9%ba%e3%81%8d%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e3%81%97%e3%82%88/
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/360001248688-%E8%B2%B8%E3%81%97%E5%87%BA%E3%81%97%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
https://help.spacemarket.com/hc/ja/articles/235216208


以上でスペースページの準備は全て完了です！
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あとはゲストから予約が入るのを待つのみ。

スペース運営はホスト様のちょっとした工夫で大きく変わります。

素敵なホストライフをお過ごしください。

お困りごとがあった時には・・・

ヘルプページをご参照ください。

https://help.spacemarket.com/hc/ja
解決できない場合には下記カスタマーサクセスまでお問い合わせください。

お問い合わせ  営業時間  ：平日10時～17時

スペース運営のコツが詰まったサイトです。

スペースの運営に困った時・ヒントが欲しい時、ぜひお立ち寄りください。

スペースマーケット アカデミー

https://academy.spacemarket.com/

https://help.spacemarket.com/hc/ja
https://help.spacemarket.com/hc/ja/requests/new
https://academy.spacemarket.com/

