
 

 

 

 

 別紙「LEAGUE銀座ラウンジ会員利用規約」を承諾の上、UDSが運営する LEAGUE 銀座のビジネスラウンジメンバーに申

し込みます。 

申込プラン ラウンジ会員/月額 20,000円（税抜） 

オプション 

(希望欄にチェック) 

□住所/登記利用（月額+8,000円） 

 ※法人契約のみ申込可、複数の社名/屋号でご利用される場合 2社名以降は月額+8,000円 
 

□1名追加（月額+10,000円） 

 ※ラウンジ会員は 1申込に対して計 2名までとなります。 
 

□ロッカー利用 大（月額+3,000円）  □ロッカー代 小（月額+2,000円） 

利用開始希望日 年    月    日 契約形態 個人契約  ・  法人契約 

ふりがな 

会社名／契約者名 
                                            ㊞              

ふりがな 

申込者名 

             

              

ふりがな 

使用者名           /                

住所  

TEL 契約者緊急連絡先 氏名              携帯                       

E－mail 

  

/                

   
 

 

 

 

 

 

  

下記必要書類をご提出いただいたのち、弊社にてご入会審査を行います。審査結果を 5営業日内を目途にお伝えいたします。 

審査に関するお問い合わせは一切お答え出来かねますので予めご了承ください。審査結果により、ご希望に添えない場合や、追加書

類の提出をお願いする場合がございます。 

【個人契約】 

□申込書 □事業概要（活動がわかる資料） □利用者全員分の写真付公的身分証明書※運転免許証の場合は両面 □名刺 

【法人契約】 

□申込書 □会社概要書または事業計画書 □商業登記簿謄本（3ヶ月以内発行のもの） □利用者全員分の写真付公的身分証明書 

※運転免許証の場合は両面 □利用者全員分の名刺 

【お支払いについて】 

入会事務手数料 10,000円（税抜）が発生します。 

お支払いはカード決済です。お申し込み後、カード決済フォームを Eメールにて送付いたします。 

初回は、当月利用料及び翌月分をお支払い頂きます。 

 
ご記入いただいたお客様の情報に関してはＵＤＳにて厳重に管理し、法令により求められた場合及び建物の賃貸人からの信用照会に 

対応する目的として当該賃貸人に開示する場合を除き、お客様の承諾なく第三者に開示・提示することはありません。 

また、ご記入いただきました内容は統計目的で利用するほか、ＵＤＳより個別にご連絡・ご案内をお送りさせていただく際に利用いたします。 

ラウンジ会員入会申込書 

UDS 株式会社 LEAGUE 銀座 

東京都中央区銀座 3-11-3 

TEL：03-6264-1577 

(追加者) 

(追加者) 

(代表者) 

(代表者) 



 

 

 

 

 別紙「LEAGUE有楽町ラウンジ会員利用規約」を承諾の上、UDS が運営する LEAGUE有楽町のビジネスラウンジメンバー

に申し込みます。 

申込プラン ラウンジ会員/月額 20,000円（税抜） 

オプション 

(希望欄にチェック) 

□住所/登記利用・ロッカー利用（月額+8,000円） 

 ※法人契約のみ申込可、複数の社名/屋号でご利用される場合 2社名以降は月額+8,000円 
 

□1名追加（月額+10,000円） 

 ※ラウンジ会員は 1申込に対して計 2名までとなります。 
 

□ロッカー利用のみ（月額+3,000円） 

利用開始希望日 年    月    日 契約形態 個人契約  ・  法人契約 

ふりがな 

会社名／契約者名 
                                            ㊞              

ふりがな 

申込者名 

             

              

ふりがな 

使用者名           /                

住所  

TEL 契約者緊急連絡先 氏名              携帯                       

E－mail 

  

/                

   
 

 

 

 

 

 

  

下記必要書類をご提出いただいたのち、弊社にてご入会審査を行います。審査結果を 5営業日内を目途にお伝えいたします。 

審査に関するお問い合わせは一切お答え出来かねますので予めご了承ください。審査結果により、ご希望に添えない場合や、追加書

類の提出をお願いする場合がございます。 

【個人契約】 

□申込書 □事業概要（活動がわかる資料） □利用者全員分の写真付公的身分証明書※運転免許証の場合は両面 □名刺 

【法人契約】 

□申込書 □会社概要書または事業計画書 □商業登記簿謄本（3ヶ月以内発行のもの） □利用者全員分の写真付公的身分証明書 

※運転免許証の場合は両面 □利用者全員分の名刺 

【お支払いについて】 

入会事務手数料 10,000円（税抜）が発生します。 

お支払いはカード決済です。お申し込み後、カード決済フォームを Eメールにて送付いたします。 

初回は、当月利用料及び翌月分をお支払い頂きます。 

 
ご記入いただいたお客様の情報に関してはＵＤＳにて厳重に管理し、法令により求められた場合及び建物の賃貸人からの信用照会に 

対応する目的として当該賃貸人に開示する場合を除き、お客様の承諾なく第三者に開示・提示することはありません。 

また、ご記入いただきました内容は統計目的で利用するほか、ＵＤＳより個別にご連絡・ご案内をお送りさせていただく際に利用いたします。 

ラウンジ会員入会申込書 

UDS 株式会社 LEAGUE 有楽町 

東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 6F  

TEL：03-5224-5505 

(追加者) 

(追加者) 

(代表者) 

(代表者) 



 

 

 

 

 別紙「LEAGUE有楽町ラウンジライト会員利用規約」を承諾の上、UDS が運営する LEAGUE 有楽町のビジネスラウンジラ

イトメンバーに申し込みます。 

申込プラン ラウンジライト会員（利用回数 月 4回まで）/月額 9,000円（税抜） 

オプション 

(希望欄にチェック) 

□住所/登記利用・ロッカー利用（月額+8,000円） 

 ※法人契約のみ申込可、複数の社名/屋号でご利用される場合 2社名以降は月額+8,000円 
 

□1名追加（月額+10,000円） 

 ※ラウンジ会員は 1申込に対して計 2名までとなります。 
 

□ロッカー利用のみ（月額+3,000円） 

利用開始希望日 年    月    日 契約形態 個人契約  ・  法人契約 

ふりがな 

会社名／契約者名 
                                            ㊞              

ふりがな 

申込者名 

             

              

ふりがな 

使用者名 
 

住所  

TEL 契約者緊急連絡先 氏名              携帯                       

E－mail 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

  

下記必要書類をご提出いただいたのち、弊社にてご入会審査を行います。審査結果を 5営業日内を目途にお伝えいたします。 

審査に関するお問い合わせは一切お答え出来かねますので予めご了承ください。審査結果により、ご希望に添えない場合や、追加書

類の提出をお願いする場合がございます。 

【個人契約】 

□申込書 □事業概要（活動がわかる資料） □利用者全員分の写真付公的身分証明書※運転免許証の場合は両面 □名刺 

【法人契約】 

□申込書 □会社概要書または事業計画書 □商業登記簿謄本（3ヶ月以内発行のもの） □利用者全員分の写真付公的身分証明書 

※運転免許証の場合は両面 □利用者全員分の名刺 

【お支払いについて】 

入会事務手数料 10,000円（税抜）が発生します。 

お支払いはカード決済です。お申し込み後、カード決済フォームを Eメールにて送付いたします。 

初回は、当月利用料及び翌月分をお支払い頂きます。 

 
ご記入いただいたお客様の情報に関してはＵＤＳにて厳重に管理し、法令により求められた場合及び建物の賃貸人からの信用照会に 

対応する目的として当該賃貸人に開示する場合を除き、お客様の承諾なく第三者に開示・提示することはありません。 

また、ご記入いただきました内容は統計目的で利用するほか、ＵＤＳより個別にご連絡・ご案内をお送りさせていただく際に利用いたします。 

ラウンジ ライト会員入会申込書 

UDS 株式会社 LEAGUE 有楽町 

東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 6F  

TEL：03-5224-5505 

(代表者) 



 

 

 

 

 別紙「INBOUND LEAGUE ラウンジ会員利用規約」を承諾の上、UDS が運営する INBOUND LEAGUE のラウンジメンバーに申

し込みます。 

申込プラン ラウンジ会員/月額 20,000 円（税抜） 

オプション 

(希望欄にチェック) 

□住所/登記利用 利用（月額+8,000 円） 

 ※法人契約のみ申込可、複数の社名/屋号でご利用される場合 2社名以降は月額+8,000円 

 

□1 名追加（月額+10,000 円） 

 ※ラウンジ会員は 1申込に対して計 2名までとなります。 
 

□ロッカー利用（月額+2,500 円(小)、4,000 円(大)） 

利用開始希望日 年    月    日 契約形態 個人契約  ・  法人契約 

ふりがな 

会社名／契約者名 
                                            ㊞              

ふりがな 

申込者名 

             

              

ふりがな 

使用者名           /                

住所  

TEL 契約者緊急連絡先 氏名              携帯                       

E－mail 

  

/                

   
 

 

 

 

 

 

  

下記必要書類をご提出いただいたのち、弊社にてご入会審査を行います。 

【個人契約】 

□申込書 □事業概要（活動がわかる資料） □利用者全員分の写真付公的身分証明書※運転免許証の場合は両面 □名刺 

【法人契約】 

□申込書 □会社概要書または事業計画書 □商業登記簿謄本（3ヶ月以内発行のもの） □利用者全員分の写真付公的身分証明書 

※運転免許証の場合は両面 □利用者全員分の名刺 

【お支払いについて】 

入会事務手数料 10,000円（税抜）が発生します。 

お支払いはカード決済です。お申し込み後、カード決済フォームを Eメールにて送付いたします。 

初回は、当月利用料及び翌月分をお支払い頂きます。 

審査結果を 5 営業日内を目途にお伝えいたします。 

審査に関するお問い合わせは一切お答え出来かねますので予めご了承ください。審査結果により、ご希望に添えない場合や、追加書類の提出をお願

いする場合がございます。 

 
ご記入いただいたお客様の情報に関してはＵＤＳにて厳重に管理し、法令により求められた場合及び建物の賃貸人からの信用照会に 

対応する目的として当該賃貸人に開示する場合を除き、お客様の承諾なく第三者に開示・提示することはありません。 

また、ご記入いただきました内容は統計目的で利用するほか、ＵＤＳより個別にご連絡・ご案内をお送りさせていただく際に利用いたします。 

ラウンジ会員入会申込書 

UDS 株式会社 INBOUND LEAGUE  

東京都新宿区新宿 5-15-14  

TEL：03-6709-8057 

(追加者) 

(追加者) 

(代表者) 

(代表者) 



 

 

 

 

 別紙「LEAGUE 神保町ラウンジ会員利用規約」を承諾の上、UDS が運営するLEAGUE 神保町のビジネスラウンジメンバー

に申し込みます。 

申込プラン ラウンジ会員/月額 20,000 円（税抜） 

オプション 

(希望欄にチェック) 

□住所/登記利用  （月額+5,000 円） 

 ※法人契約のみ申込可、複数の社名/屋号でご利用される場合 2社名以降は月額+5,000円 

 

□ロッカーのみ利用（月額+2,000 円）/ □1 名追加 （月額+8,000円）※同法人に限る 

 

□LEAGUE 銀座・有楽町（月額+8,000 円） ／ □INBOUND LEAGUE 新宿（月額+8,000 円） 

 ※銀座と有楽町は 1 オプション追加で 2 拠点利用できます。 

利用開始希望日 年    月    日 契約形態 個人契約  ・  法人契約 

ふりがな 

会社名／契約者名 
                                            ㊞              

ふりがな 

申込者名 

             

              

ふりがな 

使用者名 
                          

住所  

TEL 契約者緊急連絡先 氏名              携帯                       

E－mail 
  

                

   
 

 

 

 

 

 

  

下記必要書類をご提出いただいたのち、弊社にてご入会審査を行います。審査結果を 5営業日内を目途にお伝えいたします。 

審査に関するお問い合わせは一切お答え出来かねますので予めご了承ください。審査結果により、ご希望に添えない場合や、追加書

類の提出をお願いする場合がございます。 

【個人契約】 

□申込書 □事業概要（活動がわかる資料） □利用者全員分の写真付公的身分証明書※運転免許証の場合は両面 □名刺 

【法人契約】 

□申込書 □会社概要書または事業計画書 □商業登記簿謄本（3ヶ月以内発行のもの） □利用者全員分の写真付公的身分証明書 

※運転免許証の場合は両面 □利用者全員分の名刺 

【お支払いについて】 

入会事務手数料 10,000円（税抜）が発生します。 

お支払いはカード決済です。お申し込み後、カード決済フォームを Eメールにて送付いたします。 

初回は、当月利用料及び翌月分をお支払い頂きます。 

 
ご記入いただいたお客様の情報に関してはＵＤＳにて厳重に管理し、法令により求められた場合及び建物の賃貸人からの信用照会に 

対応する目的として当該賃貸人に開示する場合を除き、お客様の承諾なく第三者に開示・提示することはありません。 

また、ご記入いただきました内容は統計目的で利用するほか、ＵＤＳより個別にご連絡・ご案内をお送りさせていただく際に利用いたします。 

ラウンジ会員入会申込書 

UDS 株式会社 LEAGUE 神保町 

東京都千代田区神田神保町 2-1-3 

TEL：03-6268- 

 


