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１口 金額￥

募集金額 ￥

想定利回り　

運用期間　　年

募集期間

投資家特典

事業運営者

地域

■ 

■ 

■ 

■

■ 

■ 

■ 

■

54,000,000
50,000

4

2022/08/24～2023/02/28

日本中の蔵をホテルに！いよいよ全国展開へ

本ファンドの対象事業は、日本中で使われていない蔵を「いままでにないホテル」に生まれ変わらせる
取り組みです。電通、石井佳苗さん、エンジョイワークスという強力なプロジェクトチームでつくり上
げる蔵ブランド「The Bath & Bed」。4年前にオープンし、今も安定稼動を続けている一棟貸しの宿
「The Bath & Bed Hayama」を先行事例に、富山・長野県内の3箇所で蔵の再生が同時進行します。次
の「The Bath & Bed」はあなたのまちかも知れません。

The Bath ＆ Bed ファンド 1号
投資型

3.0%（年利・税引き前）

宿泊割引等

株式会社グッドネイバーズ

長野県・富山県
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── 旅は体験だ。上質で満足度の高い旅は、どんな宿に宿泊
したかではなく、旅を通じてどんな体験をしたか、どんな自
分に出会えたか。滞在した地域との出会い、体験はいつだっ
てユニークだ。

2018年に、私たちエンジョイワークスは神奈川県の葉山にある小さな蔵をリノベーションし、
1日1組限定の宿泊施設として運営を始めました。小さな蔵の中に入ると、1階にはジャグ
ジー、2階には4人が泊まれるベッドがあります（それしかありません）。入浴と睡眠の時間以
外は、自然とまちへ繰り出す仕掛けです。

初めてのまちでローカルと触れ合う時間は、ワクワクする非日常の体験であり、この小さな蔵
で過ごす時間は、自分が日頃したくてもできなかった日常を取り戻す時間です。葉山の泊まれ
る蔵は、開業して4年経っても高い稼働率でたくさんの方に利用いただいています。

蔵は日本中に多く点在しています。大切なものを保管したり穀物を貯蔵するために使われてい
た用途を終え、現在開かずの間となっているものも少なくありません。いや、たくさんあるの
です。どこにでもある使われていない蔵を、葉山の蔵と同様に泊まれる蔵として再生し、その
モデルを展開していくことで、新しい旅の仕掛けを全国につくっていきます。眠っている地域
の魅力を呼び起こします。住まう人々が日々培ってきた暮らしが、訪れた人にとっては特別な
まちの魅力となるのです。

本ファンド対象事業の魅力

全国の使われていない蔵を  
“泊まれる蔵”に再生し、  
ローカルに出会う旅の仕掛けをつくる
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[ The Bath & Bed シリーズについて ]

日本古来の資産「蔵」に、大きな浴室・浴槽とベッドルーム。住む人の目線で楽しむ、未体験
の快適な非日常を。

The Bath & Bedは、蔵をリノベーションし、大きな浴室・浴槽と広いベッドルームを特徴とし
た一棟貸しの宿泊施設です。

扉を開けた時から広がる「蔵」にこもる非日常な時間と、地域ごとの特性によって多様に展開
される地場の食やイベントは、他のリゾートの滞在では得られない特別な体験となります。

自分のペースで心置きなくリラックスできる入浴と睡眠の時間。日本を代表するスタイリスト
と作り上げたインテリアやオリジナルのアメニティ。蔵のオーナーや地元のアーティストや
ファンとともにつくり上げるイベント。自分時間を見つめ直していただくとともに、日常生活
に取り入れられる小さなアイデアも、ひとつひとつ提供していきます。

いままで気づかなかった旅のおもしろさに加えて、地域の魅力発見につながる新しいブランド
の形を模索していきます。

全国に展開していくシリーズとして、各施設ごとに色を設定して個性を出すなど、ブランディ
ングを進めています。

その蔵、  
最"好"のホテルに生まれ変わります
もともと蔵は、貯蔵のために利用されてきた日本ならではの建築物です。古来から、温度・湿
度の変化から保存物を守る役割を果たしてきました。大きさや形状は類似し、リノベーション
により快適な環境づくりがしやすい不動産です。

地方創生の観点でも、さまざまな地域活性化のフレームとなります。１日１組限定の宿泊施設
「The Bath & Bed シリーズ」として蔵を全国展開するブランド化を進めます。今回のブラン
ド化第1号ファンドの対象は、富山と長野の3か所にある蔵です。
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全国に展開していくシリーズとして、各施設ごとに色を設定して個性を出すなど、ブランディ
ングを進めています。
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強力なプロジェクトチームとつくり上げる
蔵ブランド

「The Bath & Bed シリーズ」のブランディングとプロ
モーションは株式会社電通が行います。電通がこれまで
培ってきたマーケティング力やクリエイティブ力等のス
キルを掛け合わせることで、ほかにない上質な世界観の
ブランドの確立を目指します。

顧客のマーケティング全体に対するさまざまなソリューション提供に加え、デジタル時代の
変革に対応する効率的な広告開発、最適な顧客体験のデザイン、マーケティング基盤そのも
のや、事業の変革を推進しています。また、マーケティング領域を超えて、顧客と社会の持続
的成長に貢献する統合ソリューションを提供していきます。

プロジェクトチームメンバーは、プロデューサーを始め、クリエイティブの様々なスキルを
もった社員がすでに参画しています。ユーザー目線でサービスを考える。事業としての持続可
能性を模索する。仲間とワクワクしながら仕事する。The Bath & Bed を全国的な事業にする
ために、ブランドの創造と育成をメインに体験価値に根差した新しい付加価値を生み出す仕
事に従事していきます。

「The Bath & Bed シリーズ」のインテリアデザインは
「The Bath & Bed Hayama」のインテリアを手掛けた
スタイリストの石井佳苗さんが行います。シリーズ全
体のデザインや空間の質を担保していくとともに、展
開していく際に随時デザインをアップデートすること
で、利用者のみなさまに、快適で心地の良い宿泊施設
を提供します。
石井佳苗さんは、インテリアメーカー、Cassina.IXC 

に10年間勤務後独立。雑誌、広告、CM、カタログ
等、インテリアを中心にライフタイル全般の提案やス
タイリング、ショップディスプレイ、モデルハウスのス
タイリング、講師、商 品開発等、幅広く活躍。スタイ
リストならではのセンス溢れるDIYは女性の中でも先
駆け的存在となり、自宅のセルフリノベーションやDIY

のライフスタイルも注目されています。
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エンジョイワークスは、不動産、建築、まちづくり、空
き家再生・利活用などの取り組みを行っている企業で
す。「みんなで一緒にまちづくり」をテーマに住まいや
場所・コミュニティに関するプロデュースを行っていま
す。創業以来地域の様々な遊休不動産を活用したカ
フェ、シェアオフィス、宿泊施設等を運営する中で得た
課題解決のナレッジを全国の空き家問題にも展開すべ
く、事業とコミュニティの価値を学び参加することがで
き る 、 共 感 投 資 プ ラ ッ トフ ォ ーム 「 ハ ロ ー ！
RENOVATION」を運営しています。



−　　−7

先行事例は一棟貸しの「The Bath & Bed Hayama」

蔵の宿泊施設第１号「The Bath & Bed Hayama」は、リノベーションする過程で、全11回の
オフラインイベントやSNSでのリアルタイムな活動報告を実施しました。リノベーションの資
金はハロー! RENOVATIONの共感投資ファンドで調達し、さまざまな参加の仕掛けで多くの
方に宿づくりに携わっていただきました。2018年の夏に運営を開始以降、コロナ禍において
も年間稼働率65%(2021年度)、ハイシーズンには90%を超えるなど、宿泊施設として好調な
運営を継続しています。ファンドは4年2か月の運用期間を終了し、今年2022年9月に償還を
迎えます。

写真はイベント当時の様子(2018年撮影)
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外観と内装のギャップと、「こもることができる」という蔵の特性と、「まちなかにある」
という立地の特性から、未経験の宿泊体験ができることが人気のひとつです。この新しい宿
泊体験、旅の在り方は、葉山のみならず全国で特別な体験をつくり続けることでしょう。非
接触での「一棟貸し」のスタイルはこのコロナ禍においても継続して需要は高まっていくと
予想しています。

1階のBath空間

印象的なクローバー型のジャグジーは、女性客をター
ゲット。非日常を味わい、ゆったりとした入浴時間を過
ごしていただくためにセレクトしました。

2階のBed空間

イベント時に出た「小上がり」というアイデアを、DIY

イベントで参加者と制作。蔵ならではの、こもることが
できる寝室は、時を忘れて団欒を楽しんだり、プロジェ
クターで映画を楽しむことができます。
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舞台は富山・長野県内の3箇所で同時進行

今回は富山・長野県内の3箇所にある蔵をリノベーショ
ンします。

❶ 富山県中新川郡立山町
 
富山駅と富山空港からは車で30分程度とアクセスも良
く、徒歩圏内には、総合公園や、隈研吾さん設計の新し
いレストラン、商業施設(アロマ工房)などがあり、立山
に来たら必ず訪れたいスポットに隣接しています。晴れ
の日には立山連峰の山並みを見ることができ、夕暮れ時
の田園風景はどこか懐かしい気持ちにさせてくれます。

❷ 長野県南佐久郡佐久穂町
 
北陸新幹線の佐久平駅から車で30分程度。この蔵がある
佐久穂町に入るとそこは別世界が広がります。目の前に
は釣りも楽しめる抜井川が流れ、蔵からもそのせせらぎ
の音が聞こえます。日々の喧騒から離れ、見渡す限りの
山々の緑が癒してくれます。最寄り駅のJR海瀬駅までは
車で10分程度。佐久穂町に移住した方々が飲食店を開業
するなど、活気も感じられる町です。

❸ 長野県上高井郡小布施町

栗菓子と葛飾北斎ゆかりの地として有名な観光地「小布
施」の市街地から歩いても15分程度の好立地にありま
す。自転車を使えば、小布施観光を楽しんだり、北斎晩
年の天井絵「鳳凰図」がある岩松院へも行くことができ
ます。蔵のオーナーが敷地内に居住しており、時期に
よってはリンゴとブドウの農業体験もできます。住宅地
の中にあるので、ローカルの方々との交流も楽しみのひ
とつです。
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次のBBはあなたのまちへ！  
投資してもっと旅を楽しもう

ファンド概要

一口金額　5万円  
想定利回り　3.0%（税引前）  
運用期間　4年（予定）  
プロジェクト総額：54,000,000円  
ファンド募集金額：54,000,000円

事業概要

本プロジェクトは、主に対象物件を一棟貸しの宿として運営する宿泊事業です。宿泊費は1泊
25,000円～60,000円（税別）を想定しています。リゾートホテルの滞在ではなく、滞在する
まちの魅力や人との出会いに期待している方、さまざまな地域を旅したい方をターゲットと
しています。

スケジュール

2023年3月：リノベーション工事着手

2023年7月：リノベーション工事完了

2023年9月：宿泊事業スタート予定

※工事進捗などによっては変更となる可能性があります。

想定利回り「年3.0%(税引前)」

本ファンドの想定利回りは「年3.0%(税引前)」。  
100万円ご投資頂くと4年の運用期間中合計で112万円(税引前)が償還される分配シミュレー
ションとなっています。※詳しくはファンド情報の分配シミュレーションのページをご確認く
ださい。

定期的なIRレポートの発行

本ファンドに出資いただいた方には、定期的なIRレポートを通じて本物件の運営状況を報告
します。稼働状況、運営においてどのような取り組みを行っているかを知っていただきなが
ら、投資家として事業にご参加いただくことができます。ご自身で賃貸物件の運営などの事
業展開を考えていらっしゃる方や、不動産でお困りのオーナーさんにも、お役立ていただけ
る情報をお届けします。投資家のみなさまからの運営におけるアイデアも運営に活かします。
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特典1★投資してBB会員になろう！
投資額10万円以上で  
・BBシリーズ(3か所)の宿泊が20%OFF(以下の期間・曜日において、各施設1泊ずつの利用)  

投資額50万円以上で  
・BBシリーズ(3か所)の宿泊が50%OFF(以下の期間・曜日において、各施設1泊ずつの利用)

・ご希望の場所のBB先行お披露目会にご招待!まち歩きツアー付き  
投資額100万円以上で  
・BBシリーズ(3か所)の宿泊が無料(1年間で1泊ずつの利用)  

・ご希望の場所のBB先行お披露目会にご招待!まち歩きツアー付き  
・3つの蔵の成り立ちを知る、まちづくりで活躍する方との懇親会  

注1） 宿泊の特典のご利用要件は下記になります。

・ご利用期間:2023年9月1日~12月22日、2024年1月8日~6月30日

・ご利用曜日:日曜日~木曜日(祝祭日前日を除く)

※開業時期は2023年9月を予定していますが、工事進捗などによっては変更となる可能性があり
ます。
※ご利用期間がわかりづらい表現だったため表記を修正致しました（2022.08.27）

特典2★投資して蔵の再生事業者になろう！
100口(500万円)投資いただくと、あなたのまちの蔵を優先的に「The Bath & Bed」にします。
今回の1号と同様、強力なパートナーとともにBBグループとして蔵を宿泊施設にします。蔵の再
生事業者として、まちをより活性化していきましょう。年に1回、日付指定で3つのうちの1つの
蔵に宿泊できる特別券も差し上げます。
 
注2） 宿泊の特典のご利用要件は下記になります。

※開業時期は2023年9月を予定していますが、工事進捗などによっては変更となる可能性があり
ます。 

※事業性の検討により、宿泊施設化できない場合もございますが、事業検討を行います。
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事業者も大募集！  
あなたのまちの蔵を活かそう
全国に「The Bath & Bed」をつくる、事業パートナーを募集します。ファンドを利用して自
己資金を抑え、レバレッジを効かせるとともに、地域のみなさんと一緒につくり「共感」と
「仲間」を集めることで、地域に根ざした事業をつくっていくことができます。

特典3★特典追加！  
10口以上の大口投資家には、小布施限定無料宿泊体験をプレゼント
運用期間中、最大1週間分の宿泊体験をプレゼントします。20名様限定！

・小布施のまちのおススメ旅プランをご紹介します  
・1週間の農業体験も可能です  
季節によっては美味しいシャインマスカットが食べれるかも！  
投資家特典1と合わせると、3蔵の旅がさらに楽しくなる！

詳しくはお問い合わせください。
※6泊まで連泊可  
※以下の期間の適用は不可。詳細は運用期間中、別途ご連絡いたします。  
・7月~8月の繁忙期  
・5月ゴールデンウィーク期間  
・年末年始期間
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既にいただいたご質問等は、ファンド情報のファンド情報のFAQページ（https://hello-renovation.jp/renovations/investing/

15709/question ）にまとめていますのでご参考ください。他にもご不明点がある場合はお問い合わせページ（ https://

hello-renovation.jp/contact ）からお気軽にお問合せください。

不動産特定共同事業者
会社名　　　株式会社エンジョイワークス
所在地　　　神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目3番1号2階

許可番号　　金融庁長官・国土交通大臣第114号

代表者　　　代表取締役　福田　和則
不動産特定共同事業の種別　第1号、第2号、第3号及び第4号 (電子取引業務を行う。)

業務管理者　小川　広一郎
電話番号　　0467-53-8583
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投資型（参加型）クラウドファンディングの申し込み方法

インターネット上で不特定多数の人から資金を集める「クラウドファンディング」の中でも、金銭的なリターンを投資家
に分配する仕組みを「投資型クラウドファンディング」と言います。「ハロー! RENOVATION」では、プロジェクトの組
成段階からアンケートやSNSなどのオンラインで、またイベントなどを通じてアイデアを提供したり、運営開始後も投資
家は透明性の高い運営レポートや事業報告会を通し運営情報を得たり、運営にあたってアイデアや企画を提案できる仕組
みとなっており、当社では「参加型クラウドファンディング」と呼んでいます。

ファンド毎に分配の仕組みが決められており、基本的に年1回、ファンド決算日から4ヶ月以内に分配金が支払われます。
分配金はお客様が指定している銀行口座へ振り込まれます。出資金は、ファンド毎に決められた最終分配日（最終決算日
から4ヶ月以内）に、お客様が指定している銀行口座へ振り込まれることで返還されます。また、ファンドの運用上、余剰
資金が生まれる場合は、営業者の判断で早期に出資金の一部を返還する場合があります。※経済情勢、不動産市況、事業
運営状況などの変化により、出資金の元本が減少し、出資金全額が返還されないリスクがあります。

投資完了までの流れ
 
他人へのなりすましやマネーロンダリング防止などの目的から、事前に登録情報を確認させていただきます。そのため、ど
うしても手続きはやや複雑になることご了承ください。ハロー ! RENOVATIONで投資する手順（ h t tps: / /he l lo-

renovation.jp/topics/detail/15709 ）もご参考ください。

以下URLより投資家ご登録をお願いいたします。  

https://hello-renovation.jp/renovations/https://hello-renovation.jp/topics/detail/15709/investing  
※個人の場合マイナンバーカード、ご本人確認書類が必要です。法人の場合、登記事項証明書等
が必要になります。 ハロー! RENOVATION 投資家ご登録の流れ (PDF) をご参照ください。

会員登録
1 ハロー！RENOVATIONの会員登録をお願いいたします。  

https://hello-renovation.jp/user/registration

投資家登録
2

認証コード登録

3

投資完了

4

ご登録確認後、クラウドファンディングデスクよりハガキを郵送いたします。 
「認証コード」付きのハガキを受け取りましたら、マイページにて「認証コード」をご入力く
ださい。その後ファンドへご投資いただけます。 
https://hello-renovation.jp/renovations/https://hello-renovation.jp/topics/detail/15709/
investing

ご案内のメールに従い、お振り込みいただいたら、投資完了になります。
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募集情報

本匿名組合契約の名称 The Bath ＆ Bed ファンド　1号
出資形態 匿名組合契約（商法第535条に定める匿名組合方式）

営業者
商号　株式会社エンジョイワークス
所在地　神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目3番1号 2F

代表　代表取締役　福田和則

取扱者 営業者と同一（自己募集）
出資金募集総額 5,400万円
出資単位 金5万円（１口以上１口単位）

申込期間及び払込期間
2022年8月24日～2023年2月28日

※払込期間のみ、末日が銀行休業日の場合はその日以降最初の銀行営業日までとします。

会計期間及び運用期間

4年

開始日：2023年4月1日

終了日：2027年3月31日

契約期間 本匿名組合契約成立日（お客様の申し込んだ日によって異なります）から会計期間終了日ま
で

決算日

分配の基準とする決算日は毎年10月末日として、匿名組合員に対する分配金額の計算を行い
ます。決算報告書（分配明細書）は、営業者所在地に備え付けると同時に、取扱者よりお客
様の登録メールアドレスに電磁的方法で送付する、または営業者のウェブサイト上に設けら
れるお客様専用ページに記載いたします。

利益分配

匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定します。

分配額＝当期利益/ 募集総口数

匿名組合員への分配金額は、以下の計算式により算定します。
分配金＝当期利益 X 当該匿名組合員の出資金額／出資金総額

決算報告日 決算日から3か月以内
分配日 決算日から4か月以内

税金
利益の額に対して、20.42%(復興特別所得税0.42%を含む）の源泉徴収が行われます。分配
金額が出資額を超えた場合の超過額が利益となります。

他費用

・管理報酬：匿名組合出資金総額に対して年額2.2%（税込）

年額税込118.80万円（＊1年未満の場合は期間割合）

・アレンジメントフィー：297万円（税込）

・銀行手数料
・税理士に対する本匿名組合の決算料
・弁護士費用
・その他本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用

譲渡・解約 本匿名組合の持分は原則として譲渡・解約はできません。
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■ 本匿名組合契約の留意点およびリスク
本匿名組合契約の締結には、以下のような留意点およびリスクがあります。

1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者である株式会社エンジョイワークスが行うことになっており、これらにつ
き匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。

2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、やむを得ない事由が存在する場合を除き、本匿名組合契約は解約できません。また、本匿名組合契約の譲渡
は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では
存在しません。

3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中にお
ける営業者の利益金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。従って、会計期間中の本匿名 組合事
業における利益によっては利益の分配が行われない可能性があります。また、利益の分配が行われたとしても、全会計期
間を通した匿名組合員に支払われる利益の分配金額の合計及び出資金の返還額の合計は、当初の出資金を下回るリスクが
あります。

4. 営業者及び取扱者の信用リスク
・営業者が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は営 業者に対して破産、会社更生、民事再生な
どの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあります。これらに該当することとなった場合、本匿名 組合契
約では、分配金額は毎年の決算後に一括して行われる時点まで営業者に 留保されているため、分配金額の支払い、および
出資金の返還が行われないな どの損失が生じるリスクがあります。

・営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業 者に対して有する支払請求権は、他の優先
する債権に劣後して取り扱われます。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び匿名組合利益
分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権につ
いては支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされ
ないリスクもあります。 また、出資金は取扱者に払い込まれるため、取扱者が、その業務または財産の状況の変化により
支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生など の各種法的倒産手続きの申立てがなされた場合には、分配金額の支
払い、および出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。
・本匿名組合事業の利益により分配金額が発生しても、利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合は、分配金額の支
払いが行なわれないリスクがあります。

■出資対象事業に係る留意点およびリスク
1. 施設の利用率の変動によるリスク
本匿名組合事業は、施設の利用率の減少や利用料水準の低下による賃借人の収益の減少により、賃借人が賃料の支払い不
能に陥り、営業者の収益が減少することで、分配金・出資の返還額が減少し、当初出資した金銭の額を下回る元本欠損が
生ずるおそれがあります。

リスク
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2. 賃料の下落によるリスク
本匿名組合事業は、対象不動産からの賃貸収入をもとに分配金・出資の返還額を算定する仕組みとなっていますので、賃
料が下落し、賃貸収入が減少した場合には、それを直接の原因として、分配金・出資の返還額が減少し、当初出資した金
銭の額を下回り、元本欠損が生ずるおそれがあります。

3. 設備・工事の調達価格の変動並びに建設会社の債務不履行および建設工事が遅延し
た場合のリスク
本匿名組合事業においては、対象物件のリノベーション工事を行います。この中で、内装設備の調達価格、工事費等に関
する変動の可能性が存在します。設備、工事価格の上昇があれば、本匿名組合事業の損益に悪影響を与える可能性 があり
ます。また、営業者が発注した工事会社の債務不履行や、建設工事に遅延が生じた場合、本匿名組合契約の存続及び収益
等に悪影響が生ずる可能性があります。

4. 修繕、補修費用の変動リスク
本匿名組合事業においては、物件を維持管理しつつ事業を行うことになります。設備については、一定の保守メンテナン
ス及び修繕の費用が発生する場合、また設備の状況によっては、当初想定時よりもこれらの費用が増加する場合がありま
す。

5. 大規模な災害発生に伴うリスク
本匿名組合契約に基づく出資金は、内装等工事費設備費等に充てられることから、当該設備が天災その他何らかの非常事
態で一斉に損壊する場合、その契約 期間中の時点によっては、出資者への利益分配、出資金の返還に影響が出る場合が
あります。

6. 損害賠償に関するリスク
本匿名組合事業においては、運営開始後何らかの理由で利用者等の関係者及び第三者に傷害を与えたり、器物を損壊させ
たりする可能性があります。これらの発生時にはかかる損害の賠償を求められる場合が考えられます。通常の器物 の損壊
の場合は、金額は限定的と考えられますが、人命にかかわる事故の場合、金額の上限が不明確になり、場合によっては分
配金・出資金の返還が想定を下回る可能性があります。

7. 建物の老朽化に関するリスク
本匿名組合事業の対象不動産は、建築年不詳であり、老朽化が見られます。将来取り壊しまたは建替えが行われる可能性
があります。その場合、取り壊しや建て替えのタイミングによっては本物件が使用できなくなり、分配金および出 資金の
返還が想定を下回る可能性があります。

8. 不動産が滅失、毀損、劣化するリスク
対象不動産の全部または一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化 した場合、リノベーションした内装も同様
に滅失・毀損または劣化する可能性 が高く、本匿名組合事業の継続が困難となる可能性があります。それらを直接の原因
として、賃料収入が減少し、当初出資した金銭下回る金額の返還しか受けられなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあり
ます。

9. 契約解除に伴うリスク
営業者は、本匿名組合事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発した ときは、本匿名組合事業を継続できなくな
るおそれがあります。
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運用スケジュール

スケジュール

募集期間
2022年08月24日～2023年02月28日

運用期間
2023年04月01日～2027年03月31日

※年間の利益を分配予定

調達資金と使用用途

調達資金
投資型クラウドファンディング　5400万円

合計　5400万円

使用用途
改修工事　　3300万円

家具・什器　330万円

外構工事　　330万円

設計料　　　330万円

プロデュースフィー　495万円

アップフロントフィー　297万円

運転資金　318万円

合計　5400万円
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ファンド運営上の年間収支想定

約961万円のファンド収入から、諸費用を控除し、ファンド利益（投資家への分配額）を約197万円と見込んでおります。

投資家リターンの考え方

毎年のファンド利益相当額の分配（利回り3.0%程度）と、別途ファンドの運用終了時にまとめて償還する為の積立を合計
で約1617万円と想定しております。
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ファンド運用終了時点の元本償還の考え方

ファンド運用終了時点で、それまでの運用期間中に積み立てた総額1617万円に加えて、再度ファンドを3003万円募集
し、総額5400万円（投資額の100%相当）を投資家さまに償還することを想定しております。
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分配シミュレーション
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スキーム

営業者

１.営業者
本匿名組合の事業の対象である物件の施設運営を行う事業運営者の概要は次のとおりです（2022年8月24日現在）。

商号または氏名 株式会社エンジョイワークス
許可 不動産特定共同事業（金融庁長官・国土交通大臣第114号）
所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目3番1号2F

代表者 代表取締役　福田 和則
電話番号 0467-53-8583
主な事業 宅地建物取引業、不動産特定共同事業
資本金 1億円
設立日 2007年11月29日

商号または氏名 株式会社グッドネイバーズ
許可、登録等 住宅宿泊管理業者[国土交通大臣(01)第F00604号]
所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目3番1号2F
代表者 代表取締役　福田 和則
電話番号 0467-53-8583
主な事業 宿泊事業の運営、運営サポートおよびコンサルティング
資本金 100万円
設立日 2016年4月18日

2.事業運営者
本匿名組合の事業の対象である物件の施設運営を行う事業運営者の概要は次のとおりです（2022年8月24日現在）。

ファンド運営者
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株式会社エンジョイワークス（以下、「当社」といいます。）は、当社が運営するウェブサイトおよび当社グループが運
営するウェブサイトで提供するすべてのサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件等について、以下のとお
り、利用規約（以下、「本規約」といいます。）を定めます。なお、本サービスを利用された場合、本規約の内容を承諾
いただいたものとみなしますので、ご注意ください。また、本規約の内容は必要に応じて変更することがございますが、
その都度、皆様に連絡いたしかねますので、随時、本ページに記載されております最新の内容をご参照ください。

第1条　定義
「会員」とは、本規約に同意した上、当社が定める方法により本サービス利用のために必要な内容(会員登録情報)を登
録・送信し、当社が承認した個人または団体をいいます。「プロフェッショナル会員」とは、会員の内、当社がプロフェッ
ショナル会員として承認をした個人または団体をいいます。「プロジェクト」とは、会員またはプロフェッショナル会員
により、本サービス上で掲載される企画の総称のことです。「利用者」とは、会員及び本サービスを利用する全ての者を
いいます。

第2条　規約の適用
本規約は、本サービスの会員と当社との間の、本サービスに関する一切の関係に適用されます。但し、本規約とは別に、
各種サービスごとに当社が別途定める規約や注意事項等が存在し、本規約とその定めが異なる場合には、当該規約や注意
事項等が本規約に優先して適用されます。また、本規約とは別に、各種サービスごとに当社が別途定める規約や注意事項
等が存在し、当該規約や注意事項等に「ユーザー」又は「お客様」と記されている場合、適宜、「会員」又は「利用者」
と読み替えることとし、「サポーター」と記されている場合、適宜、「支援者」と読み替えることとします。

第3条　会員登録の際の注意事項
本サービスの利用をご希望される場合、まず会員登録が必要となります。サイト上の指示に従って所定の設問にサイト上
で応答していただくことで会員登録が完了しますが、その際には以下の条件をお守り下さい。
• 所定の設問にご自身に関する真実かつ正確なデータを入力すること
• 上記の登録データが常に真実かつ正確な内容を反映するものであるように、適宜修正すること
• 上記に違反した場合または真実かつ正確なデータが提供されていないと当社が判断した場合には、当社は、会員のID等
を無効とし、将来にわたって本サービスの利用を禁止することができるものとします。

• 登録の解除を希望する会員は、当サイトに記載された手続きに従い、いつでも登録の解除手続きを行うことができま
す。但し、ファンド関連の会員は、運用中のファンドをお持ちの場合など、分配金のお振込みなどについてご連絡させ
ていただく必要がある場合などには、登録の解除をすることができません。

• 登録の解除をされた場合には、当サイトで登録されたID及びパスワードを利用して登録されている他のサイトからも登
録の解除をすることとなります。

第4条　サービスの目的と内容
本サービスは、空き家・遊休不動産の不動産情報の掲載、Renovationの事例掲載、Renovationにまつわるインタビュー記
事の掲載、Renovationを支援してくれるプロフェッショナル会員の掲載など、空き家・遊休不動産を再生・活用し、新た
な町づくりを行う為のRenovationに関する情報を発信いたします。

共通利用規約
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本サービスは、空き家・遊休不動産を活用するためのプロジェクトを提案する会員と、そのプロジェクトを支援してくれ
る会員の交流及びプロジェクトの支援の場を提供するクラウドファンディングサービスの機能も提供いたします。
また、本サービスは、不動産の賃貸や売買その他当社および当社グループが提供する商品やサービス等およびその商品や
サービス等に関する情報を提供いたします。

第5条　利用資格
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの登録及び再登録を拒否することがあり、またそ
の理由について一切開示義務を負いません。利用者は、本サービスを利用することにより、以下の各号のいずれにも該当
していないことを表明保証したものとみなされるものとし、該当することが判明した場合に、サービス利用の拒否、停
止、その他当社がサービス運営上必要であると判断して行う一切の処置に対して異議をとなえないものとします。

• 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。）であること
• 反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があること
• 過去５年間において、反社会的勢力であったこと
• 過去５年間において、反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があったこと
• 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
• 登録希望者が過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
• 当社サービスを利用するにあたって、威力を用いるなど当社従業員及び会員との円滑なコミュニケーションを取ること
が著しく困難である場合

• その他当社が登録を適当でないと判断した場合

第6条　パスワード管理
会員は、会員登録時に登録を行ったパスワードの管理および保管を行う責任を負うものとします。
会員は、会員登録時に登録を行った電子メールアドレス、パスワード等を第三者に利用させ、または譲渡もしくは担保設
定その他の処分をすることはできないものとします。
電子メールアドレス、パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものと
し、当社は一切の責任を負わないものとします。
会員は、パスワードが第三者に漏えいした場合、あるいはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直
ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うにものとします。この場合、当社はその会
員のアカウントを停止することができるものとします。
パスワードを設定をしている会員は、定期的にパスワードを変更する義務を負い、その義務を怠ったことにより損害が生
じても当社は一切の責任を負わないものとします。

第7条　個人情報の取り扱い
当社が取得した会員に関する個人情報は、別途定める当社のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
会員はプライバシーポリシーに従って当社が会員の利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。
当社は、会員が当社に提供した情報、データ等を個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及
び公開することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとします。
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第8条　連絡通知
会員は、本サービスに関する案内、その他当社から会員に対する連絡または通知は、電子メール等当社の定める方法で会
員に対して配信することを了承するものとします。当社から会員に対する連絡または通知は、会員が当社に申請した連絡
先に発信することにより、会員に通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。会員により登録された電子
メールアドレス等の情報が真実または正確でなかったことにより、会員に損害が発生しても、当社は一切責任を負いませ
ん。

第9条　会員登録の解除
会員が登録の解除を希望するときは、所定の書式に必要な内容をデータ入力・送信することにより、当社に対し、会員登
録の解除手続をとるものとします。
当社は、以下に該当する事由があると当社が認めたときは、当該会員の登録を解除することがあります。

（1）会員登録情報の誤りや会員のアクセス環境の障害等により、本サービスの提供に障害が生じたとき

（2）本規約のいずれかの条項に違反した場合

（3）その他会員登録を継続することが不適当な事由があるとき

前2項のいずれかの事由に該当した場合、当該会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失
い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
当社は、本条に基づき当社が行った行為により当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
会員登録解除後の個人情報の取り扱いについては第7条の規定に従うものとします。

第10条　本サービスの変更及び終了
当社は、都合により本サービスを変更、終了することがあります。
当社は、本サービスを終了する場合には、会員に対し終了する旨を本サイト等にて事前に会員に告知するものとします。
本サービスの変更、終了に起因して会員又は第三者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします

第11条　禁止行為
会員は、本サービスを利用するに際し、以下の行為を自ら又は第三者を通じて行わないものとします。
• 本サービスを不正の目的をもって利用する行為
• 当社、他の会員、又は第三者の著作権、特許権等の知的財産権を侵害する行為
• 当社、他の会員、又は第三者のプライバシーを侵害する行為
• 当社、他の会員、又は第三者の名誉毀損行為、侮辱行為や業務妨害となる行為
• 不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為
• コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
• 当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
• 犯罪行為又は法令、本利用規約または公序良俗に違反する行為
• 本サービスの運営を妨害する行為
• その他当社が不適当と判断する行為
当社は、本サービスにおける会員が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合に
は、当該会員に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項
に基づき当社が行った措置に基づき当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
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第12条　財産権
当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
会員は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行
為をしないものとします。
本サービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償
で自由に利用（複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。）することができるものとし、
会員はこれを許諾するものとします。
会員は本サービスへ送信された情報について、自らが投稿その他送信することについての適切な権利を有していること、
および送信情報が第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
会員が自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につ
き承諾させるものとし、第三者が承諾しない場合には、同著作権を譲渡できないものとします。

第13条　サービスの停止
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止
又は中断することができるものとします。
• 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
• コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
• 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変など不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
• サービスに対する一時的な大量のアクセス等によりシステムに負荷が集中した場合
• その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
• 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第14条　免責
当社は、会員が本サービス利用に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものと
し、会員が使用する機器、ソフトウェアが本サービスの利用に適さない場合であっても、サービスの変更、改変等を行う
義務を負わないものとします。
当社は、本サービスの表示速度の低下や障害等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
当社は、会員が本サービスを利用できなかったことにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものと
します。
当社は、会員が本サービスを利用する際に発生する通信費用や設備投資について、一切負担しないものとします。
当社は、本サービスに関連して送信される電子メール及びＷＥＢコンテンツに、コンピュータウィルス等の有害なものが
含まれていないことを保証しないものとします。
何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、会員損害につき、検証可能であり、かつ合理的に認めら
れる会員が直接被った損害金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将
来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
会員は、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。当社
は、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等については、会員自らが、自らの責任で確認および
対応するものとします。
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第15条　損害賠償
会員が本規約に反した行為または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより、当社に損害を与えた場合、当社
は該当会員に対して相応の損害賠償の請求（弁護士費用等を含む）を行う場合があるものとします。

第16条　基準時間
本サービスの基準時間は、全て本サービスのサーバ内で管理されている時刻によるものとし、会員はこれを了解の上で本
サービスを利用するものとします。
本サービスにて表示される時間情報について、当社はその精緻さや有用性を保証しないものとします。

第17条　本規約の変更
当社は、本規約を事前の承諾通知なく、変更することができるものとします。当該変更の後、本サービスを利用した会員
は、かかる変更に同意したとみなされるものとします。

第18条　秘密保持
会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事
前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。 

第19条　本規約の有効性

本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約のその他の規定は有効とします。
本利用規約の規定の一部がある会員との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、本規約はその他の会員との関係
では有効とします。

第20条　準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は、日本法とします。当社と会員との間で本規約に関連する紛争が発生した場合には、両者で誠意をもっ
て協議し、これを解決するものとしますが、万が一、訴訟の必要が生じた場合には、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

平成29年2月1日 制定

平成29年10月1日 改訂

令和元年11月23日 改訂
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株式会社エンジョイワークス（以下、「当社」といいます。）は、当社が運営するウェブサイトおよび当社グループが運
営するウェブサイトで提供するすべてのサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、必要となる情
報を本サービスの利用者（以下、「会員」といいます。）から取得します。個人情報とは、当該情報に含まれる氏名、生
年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することで特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）を指します。また、法令の定めにより、会員から個人番号を取得します。当社
は、会員から取得した個人情報および個人番号」の保護に最大限の注意を払います。

1. プライバシーポリシーの基本方針
株式会社エンジョイワークス（以下、「当社」といいます。）および当社役職員等は、個人情報の保護に関する法律、行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他関係諸法令規則等を遵守し、以下の基本
方針を定めます。
① 当社は、個人番号を含む個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を法令諸規則に則り取得し、その内容を正確か
つ最新となるよう努めます。
② 当社は、個人情報等を利用目的の範囲で利用します。また、個人番号については、法令の定めの範囲でのみ利用しま
す。
③ 当社は、個人情報等の保護のため、当社の役職員等への教育を行います。また、個人情報等の管理等の責任者を設置
し、管理体制を整えます。
④ 当社は、業務の外部委託先に個人情報等を提供する場合、当該外部委託先において個人情報等の保護が適切に行われて
いるか監督します。
⑤ 当社は、機微情報について、適切な業務の運営その他の必要と認められる場合を除いて利用および第三者提供しませ
ん。
⑥ 当社は、法令に則り、本人の求めにより、本人の個人情報の訂正、追加、削除、利用の停止または消去を行います。

2. 個人情報等の利用目的
① 不動産、金融、建築、宿泊、飲食その他当社が提供する商品およびサービス（以下「本商品サービス等」といいます。）
にかかわる勧誘、宣伝、広告、販売、運用およびそれらに関するサービスの案内のため
② 本商品サービスを法令諸規則に則り提供するため

③ 本商品サービスに関わるアフターサービス、お問い合わせ、苦情対応のため

④ 当社および本商品サービスへの問い合わせ、本商品サービスを提供する上で必要な事項の通知のため（電子メールによ
るものを含むものとします。）
⑤ 会員が投稿した情報の掲載

⑥ システムの維持、不具合対応のため

⑦ 当社サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため

⑧ 当社の各サービスにおいて個別に定める目的のため

⑨ 当社グループとしての総合的なサービスの開発、案内および提供のため

⑩ 当社グループの統合的なリスクおよびコンプライアンスの管理等のため

プライバシーポリシー
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⑪ その他本商品サービスを適切かつ円滑に提供するため

⑫ 個人番号は、法令で定められた範囲内に限り利用いたします。

⑬ その他、前各号に付随する事項のため

3. 個人情報等の主な取得方法
当社は、以下の方法で個人情報等を取得することがあります。
① 本商品サービスに係り、口座開設、投資家登録、顧客登録、利用者登録等（以下「口座開設等」といいます。）の申込
書等に、お客様にご記入、ご入力いただく方法
② 本商品サービスの提供およびその他本商品サービスに関連するサービスの提供を通じて、お客様からお聞きする方法

③ アンケート等にお客様にご記入、ご入力いただく方法

なお、当社は、お客様との会話および通話を録音し、イベント等において録音録画することがあります

4. 個人データの取り扱いを伴う、主な外部委託業務
当社が外部委託先に個人データを提供することがある主な業務は以下のものです。

① お客様の口座開設等に関する業務

② 法律、会計等の専門的な助言等に関する業務

③ 情報システムの保守運営に関する業務

④ 帳簿書類の保管に関する業務

5. 個人データの取り扱いを伴う、受託業務
当社は、お客様および本商品サービスの提供先から個人データの取扱いの委託を受けた場合、委託の目的の範囲内で、取
扱いを委託された個人データを取り扱います。

6. 第三者提供
当社は、以下に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に対して、個人データを提供しません。

① 利用目的の範囲で、公的機関および金融機関、当社グループ会社等に提供する場合

② 当社の業務提携先、広告主に対し、提携する業務の遂行に必要な最低限の個人情報を用いる場合。ただしこの場合、開
示先の企業は提携する業務遂行の目的以外に、当社から開示された個人情報を利用することはできません。
③ 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を持つ機関から、個人情報の開示を求められた場
合
④ 個人情報の保護に関する法律第23条第1条の定めによる場合

⑤ 保険金請求のために保険会社に開示する場合

⑥ 当社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合

⑦ 利用目的の範囲において、当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合

⑧ 当社の権利行使に必要な場合

⑨ 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合

⑩ 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
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なお、当社は、利用目的の範囲内において、お客様を特定および識別できない情報を開示しする場合があります。また、
お客様および第三者に対して、本商品サービスについて説明するため、お客様を特定および識別できない統計情報等を開
示する場合があります。

7. 個人データの共同利用
当社は、以下のとおり、お客様の個人データを共同利用することがあります。

① 共同利用する項目

I. 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、職業、顧客コード等に関する情報

II. 取引履歴、預託金残高等に関する情報

② 共同利用者の範囲

【当社グループ】
株式会社グッドネイバーズ
③ 利用目的

I. 商品およびサービスの開発、案内、提供のため

II. 経営管理および内部管理のため

④ 共同利用の管理責任者

株式会社エンジョイワークス
株式会社グッドネイバーズ

8. 個人情報の削除
当社は、本人より、当該本人の個人情報の訂正、追加、削除、利用の停止または消去を求められた場合、本人であること
を確認した上で、合理的な期間内に対応いたします。
ご自身の個人情報を削除するには、本サイトの「お問い合わせ」よりご連絡ください

9. アクセス解析
当社および当社グループが運営するインターネット上のサイトにおけるアクセスログの収集、および解析にはGoogle 

Analyticsを使用しています。Google Analyticsではクッキー（Cookie）を使用してアクセスログを収集しますが、これは
個人を特定する情報を含みません。なお、収集されるアクセスログは Google 社のプライバシーポリシーに基づいて管理
されます。

10. プライバシーポリシーの改訂
当社は、プライバシーポリシーの全部または一部を改訂することがあります。その際は、最新のプライバシーポリシーを
本サービスのサイト内に掲載いたします。この場合、個人情報は、改定後のプライバシーポリシーに従って取り扱われる
ことになります。ただし、法令上、本人の同意が必要となるような内容の変更の場合には、 当社所定の方法で本人の同意
を得るものとします。
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11. 個人情報相談窓口
株式会社エンジョイワークス
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-3-1-2F

電話：0467-53-8583

プライバシーに関する意見・苦情・異議申立て等がございましたら、本サイトの「お問い合わせ」までご連絡ください。
ご相談内容をふまえ、個人情報等の保護に関する管理体制等を適宜見直し、継続的な改善に取り組みます。

12. 個人情報管理責任者
神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-3-1-2F

株式会社エンジョイワークス
コンプライアンス部長

平成29年2月1日 制定

平成30年8月16日 改定

令和元年11月23日 改定

令和3年5月17日 改定

令和3年10月1日 改定
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事業者名
株式会社エンジョイワークス

運営責任者
福田　和則

所在地
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜１丁目３−１ 2F

電話番号
0467-53-8583
受付時間：水土日祝日年末年始を除く平日

お問い合わせ
【購入型クラウドファンディングの場合】
プロジェクトリーダーへの質問・お問い合わせは、各プロジェクトページのコメント欄をご利用ください。

【オンライン講座の場合】
株式会社エンジョイワークスにお問い合わせください。

役務の対価
【購入型クラウドファンディングの場合】
各プロジェクトで募集期間内に集まった総支援金額の20%(決済手数料を含む)が当社の手数料となります。

支援者であるサポーターに対価をご負担いただく役務の提供はありません。
支援金の支払いは、リターンの対価としてプロジェクトリーダへ支払われるものであり、当社は代理受領者として支援金
を授受するにすぎません。

【オンライン講座の場合】
各講座の詳細ページをご確認ください。

役務の対価以外の負担
インターネット接続料金、通信料金等の負担を含め、インターネット環境および使用端末（PC、スマートフォン・タブ
レット等）は、お客様ご自身でご用意ください。

支払方法
【購入型クラウドファンディングの場合】
クレジットカード決済（一回払いのみ）

【オンライン講座の場合】
クレジットカード決済（一回払いのみ）

特定商取引法に基づく表記
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支払時期
【購入型クラウドファンディングの場合】
各プロジェクトの募集期間終了日の翌日にお支払いに関する「明細」を発行し、 プロジェクトリーダーに弊社指定の方法
で御確認いただいた後に、 弊社の手数料相当額を支援金額から差し引く事によりお支払いいたします。

【オンライン講座の場合】
各講座の詳細ページをご確認ください。

役務の内容およびその提供時期
【購入型クラウドファンディングの場合】
当社は、ユーザーがプロジェクトリーダーとなり掲載したプロジェクトに対し、 他のユーザーがサポーターとなり、その
プロジェクトへ金銭的な支援をする両者のマッチングの場を提供してます。 したがって、当社からプロジェクトリーダー
への役務の提供時期は、各プロジェクトの掲載開始から当該プロジェクトの掲載終了までとなります。
なお、支援者であるサポーターに当社が直接提供する商品および役務はありません。 リターンの提供はあくまで各プロ
ジェクトリーダーからサポーターに直接行われるものですので、 各プロジェクトの記載に準じます。

【オンライン講座の場合】
各講座の詳細ページをご確認ください。

返金・キャンセル
【購入型クラウドファンディングの場合】
本サービスに掲載が開始されたプロジェクトは、原則、当社の承諾なく掲載を取り下げること、および、募集期間や目標
金額、リターンの内容や金額を変更することはできません。 ただし、プロジェクトが募集期限終了前で、かつ目標金額に
達成していない場合に、 やむを得ない理由でプロジェクトの開始が実行できないとプロジェクトオーナーが判断した場合
は、 プロジェクトオーナーは速やかに当社までその旨を通知した上、当社が承諾した場合はプロジェクトの掲載を終了す
ることができます。 なお、各プロジェクトにおいて募集期間内にプロジェクトが成立した場合の返金・キャンセルの受付
は、一切お断りさせていただきます。

【オンライン講座の場合】
一般教養講座および専門講座の場合、それぞれの講座が終了するまでの間、受講者が解約を申し出ない限り、毎月自動更
新されます。受講者による解約申し出により解約された場合、講義が開始している月の料金は返金いたしません。 資格講
座の場合、一括で料金をお支払いいただき、お買い取りいただきます。また、資格講座の場合、料金をお支払いいただい
た後の返金および解約はできません。
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当社は、反社会的勢力との関係を遮断することの社会的責任、コンプライアンスおよび企業防衛の観点からの重要性を十
分認識し、反社会的勢力排除に向けた取り組みを実施するためにこの基本方針を定め、社員一同がこれを遵守することと
します。

1.組織としての対応
反社会的勢力に対しては、担当者や担当部署だけに任せずに、経営トップ以下、組織全体として対応するとともに、対応
する社員の安全を確保します。

2.外部専門機関との連携
適切な助言、協力が得られるよう、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連
携強化を図ります。

3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。

4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行います。

5.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引や同勢力への資金提供は絶対に行いません。

反社会的勢力排除に関する基本方針
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当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下の勧誘方針を定め、これに従って適切に金融商品の勧誘を行
います。

１．当社は、お客様の知識、経験、財産の状況、及び当該商品の契約を締結する目的に照らし、商品内容やリスク内容等
の適切な説明を行い、適正と考えられる勧誘を行うように努めます。
２．当社は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引頂くよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、ウェ
ブページ又は書面の交付その他の適切な方法によりご理解を頂き、誤解を招く表現を用いないよう努めます。
３．勧誘にあたっては、お客様に信頼頂くことを第一義に、関連法令及び諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に努め
ます。
４．当社は、セミナーその他対面での勧誘を行う場合、お客様が迷惑と感じる場合には行わないように努めます。勧誘に
際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
５．お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、商品知識の習得、内部管理体制の強化に努めます。
６．ご意見、ご要望がございましたら、下記の事業企画部クラウドファンディングデスクまでお寄せください。
電話番号：0467-53-7949

メールアドレス：cf_desk@hello-renovation.jp

※当社が取り扱う全てのファンドは、当社役職員が購入する場合があります。購入に際しての価格、口数、申込期間、管理
報酬、銀行関連手数料、想定利回り等、費用及び配当についての条件は全て一般のお客様と同一で、役職員が有利に扱わ
れることは一切ございません。

株式会社エンジョイワークス

金融商品販売法に基づく勧誘方針
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不動産特定共同事業における業務管理者名簿

株式会社エンジョイワークス（以下「当社」といいます。）が取り扱う全てのファンドは、当社役職員が購入する場合が
あります。当社役職員が当社の取り扱うファンドを購入する際の購入条件は、一般のお客様と同一であり、当社役職員が
有利に扱われることはございません。

当社役職員のファンド購入条件について

※出資金に対して、年額3.3％（税込）の管理報酬、その他銀行手数料等をご負担頂きます。

※事業の状況により、利益の分配が行われない可能性及び返還される出資金が元本を割る可能性があります。リスクの内容
や性質はファンドごとに異なります。詳しくはハロー！RENOVATIONの「ファンド情報」から内容をご確認頂き、当該
ファンドの匿名組合契約書、契約成立前書面、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

株式会社エンジョイワークス
不動産特定共同事業者［神奈川県知事　第9号］

※不動産特定共同事業のファンドにおいて、株式会社エンジョイワークスは、当事者として不動産特定共同事業法第２条第
３項第２号の匿名組合型契約を出資者と締結します。
第二種金融商品取引業者［関東財務局長（金商）第3148号］

※金融商品取引業のファンドにおいて、株式会社エンジョイワークスは、取扱者として金融商品であるファンドの募集等の
取扱いを行います。
加入協会　第二種金融商品取引業協会
当社の金融商品取引業務にかかる苦情処理措置及び紛争解決措置にかかる機関:

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

受付： 0120-64-5005　月～金曜日9:00～17:00 祝日等を除く

リスク等投資に際しての注意事項
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FAQ

Q.このファンドは、どういうものですか？
事業に必要な資金について出資者の方から調達を行います。出資者の方は、投資した事業の収益の一部を分配金として受
け取り、出資金の返還も受けます。また、投資家特典も提供させて頂きます。

Q.投資家特典とはどのようなものがあるのでしょうか？
個別のファンドごとに特典は異なりますので、ファンドごとの特典は、プロジェクト概要ページをご覧ください。

Q.利益の分配に際し、税金はどうなりますか？
利益部分に20.42％の源泉所得税がかかります。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われ
ます。

Q.途中解約はできますか？
やむを得ない事由が存在する場合に限り、営業者に対して書面によって通知することにより匿名組合契約を解除すること
ができます。

Q.元本は保証されていますか？
本ファンドは元本を保証するものではありません。 ファンド対象の売上如何によっては出資金が減額、あるいはゼロとな
る可能性があります。

Q.他人に譲渡することはできますか？
営業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り、匿名組合契約上の地位を譲渡することができます。

Q.実質的支配者とはなんですか？
実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことを言います。当該
個人の方の氏名･住居･生年月日等を確認させていただきます。

実質的支配者に関する詳細はこちら
https://hello-renovation.jp/faq/ruler

Q. 投資型（参加型）クラウドファンディングとは何ですか？
インターネット上で不特定多数の人から資金を集める「クラウドファンディング」の中でも、金銭的なリターンを投資家
に分配する仕組みを「投資型クラウドファンディング」と言います。
さらに、「ハロー！RENOVATION」では、プロジェクトの組成段階からアンケートやSNSなどのオンラインで、またイベ
ントなどを通じてアイデアを提供したり、運営開始後も投資家は透明性の高い運営レポートや事業報告会を通して、運営
情報を得たり運営にあたってアイデアや企画を提案できる仕組みとなっており、当社では「参加型クラウドファンディン
グ」と呼んでいます。
当社では、不動産特定共同事業法にのっとり、投資型クラウドファンディングを提供しています。投資型クラウドファン
ディングには金融商品取引法にのっとったスキームもあり、当社は第二種金融商品取引業登録も完了しましたので、金融
商品取引業にのっとったスキームのファンドも今後提供していきます。
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Q. 不動産特定共同事業とは何ですか？
不動産特定共同事業とは、複数の投資家が出資して現物不動産への投資を行い、その運用収益の分配を受ける仕組みの一
つです。
不動産特定共同事業法に基づく許可を受けるまたは登録を行った宅地建物取引業者が行うことが出来ます。
当社は不動産特定共同事業第1号及び第2号の許可を得て、不動産投資型クラウドファンディングを運営しています。

Q. 匿名組合契約とは何ですか？
匿名組合契約とは、出資の際に締結する契約の一種です。
投資家（匿名組合員と言います）が事業者（営業者と言います）の事業の為に出資し、その事業から生まれた利益の分配
を受ける契約です。
投資家は表に出ず、匿名のまま出資を行い利益の分配を受けることから、匿名組合契約と呼ばれます。

Q. ソーシャルレンディングとの違いは何ですか？
ソーシャルレンディングは、お金を借りたい会社とお金を運用したい投資家を、インターネット上でマッチングするサー
ビスです。ソーシャルレンディング運営会社が投資家から集めた資金を企業に融資し、企業からの利息と元本返済を投資
家に分配する仕組みです。企業の資金使途は多様ですが、不動産に関するものも多くなっています。
金融商品取引法や貸金業法によって規制を受けます。
不動産投資型クラウドファンディングが不動産の運用収益（賃貸収入等）を分配の源泉とするのに対し、ソーシャルレン
ディングは借入企業からの融資利息を源泉とすることが大きな違いです。

Q. REITとの違いは何ですか？
REITは、投資信託の一種です。多くの投資家から資金を集めた資金をもとに、オフィスビルや商業施設、マンション等の
比較的大型の不動産複数に投資し、売買益や賃貸収入等を投資家に分配する商品です。
一般的に、REITは投資期間が無期限ですが証券取引所に上場されているので、日々売買が可能で換金が容易です。逆に
日々値段が変動する為、不動産投資型クラウドファンディングと比較して値動きは大きくなります。
金融商品取引法や投資信託法によって規制を受けます。
なお、REITにはクーリング・オフ制度がありません。

Q. 募集金額に達しなかった場合はどうなりますか？
募集金額に達しなかった場合、当社が不足額を出資しファンドが成立する場合と、ファンドが不成立となる場合がござい
ます。
ファンドが不成立となった場合は、出資していただいた金額は速やかに返金いたします。また、ファンドの募集期間はプ
ロジェクトや募集の状況によって延長される場合があります。
※ファンド不成立による返金時の振込手数料は当社が負担いたします。

Q. 最低投資額はいくらですか？
現在は1口5万円としています。

Q. ファンドの利回りはどのように想定されていますか？
各ファンドの「分配シミュレーション」ページにてご覧いただけますのでご確認ください。
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Q. 分配金はどのように支払われますか？
ファンド毎に分配の仕組みが決められており、基本的に年1回、ファンド決算日から4ヶ月以内に分配金が支払われます。
分配金はお客様が指定している銀行口座へ振り込まれます。

Q. 出資金はどのように返還されますか？
出資金は、ファンド毎に決められた最終分配日（最終決算日から4ヶ月以内）に、お客様が指定している銀行口座へ振り
込まれることで返還されます。
また、ファンドの運用上、余剰資金が生まれる場合は、営業者の判断で早期に出資金の一部を返還する場合があります。
※経済情勢、不動産市況、事業運営状況などの変化により、出資金の元本が減少し、出資金全額が返還されないリスクが
あります。

Q. 出資金返還および分配金支払いの際に、振り込み手数料はかかりますか？
振込手数料は出資者にご負担いただきますので、振込手数料が差し引かれた金額がお客様が指定している銀行口座へ振り
込まれます。

Q. 出資金はファンドの運用期間の途中で引き出すことは可能ですか？
ファンドの運用期間が終了し返還されるまで、引き出すことはできません。

Q. ファンドの途中解約はできますか？
やむを得ない事由が存在する場合に限り、営業者に対して書面によって通知することにより匿名組合契約を解除すること
ができます。この場合、定められた方法により返還される出資金の額が計算されますが、状況により出資金元本が欠損す
るあるいはゼロとなる可能性があります。

Q. ファンドの元本は保証されていますか？
ファンドは元本を保証するものではありません。経済情勢、不動産市況、ファンド対象事業の運営状況などの変化によ
り、出資金の元本が欠損するあるいはゼロとなる可能性があります。

Q. 他人にファンド出資を譲渡することはできますか？
営業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り、匿名組合契約上の地位を譲渡することができます。

Q. 投資家特典はどのように受けとったり、利用したりできますか？
ファンドごとに異なります。ファンド成立後運用期間中、当社クラウドファンディングデスクまたは担当プロデューサー
より随時ご案内致します。

Q. 運用実績はどのように確認できますか？
ログイン後、マイページ内にお客様が投資しているファンドの運用レポート及び年次の財産管理報告書が順次掲載されま
す。

Q. 出資すると不動産の所有権や賃借権を取得することになりますか？
投資家が、不動産に関する所有権や貸借権を取得することにはなりません。 当社が行う不動産事業に出資いただく形にな
りますので、所有権や貸借権は当社に帰属する形となり、投資家のお手続きはございません。
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Q. 法人でも口座の開設は可能ですか？
法人のお客様でも口座の開設は可能です。
手続き等詳細はお問い合わせください。

Q. 海外からの投資はできますか？
現在、ご投資、ご登録は日本在住の方のみとさせていただいております。
なお、口座開設後、海外へお引越しされる際は、クラウドファンディングデスクまでご連絡をお願いします。

Q. クーリング・オフは可能ですか？
可能です。
お客様が契約成立時書面を電子的に受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、当社宛に書面による解約を申し
出ることで、クーリング・オフによる契約解除が可能です。
解約に関わる手数料等は一切かかりません。
手続き等詳細はお問い合わせください。

Q. ファンドの分配金には税金がかかりますか？
ファンドの分配利益は、雑所得として総合課税の対象となりますので、原則として確定申告をする必要があります。ただ
し、雑所得が20万円以下で、他に確定申告する必要がない場合は申告義務はありません。

なお、分配時、利益部分の20.42%が源泉徴収されます。

税務の詳細は税務署または税理士へのご相談をお願いします。

Q. 投資家本人が死亡した場合はどうなりますか？
お客様がお亡くなりになった場合、相続される方に口座を開設いただき、亡くなられたお客様の持分を移管させていただ
きます。必要書類や手続きについてはお問い合わせください。
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ハロー! RENOVATION（ハロリノ）は、全国の空き家や遊休不動産と、事業を
行いたい人をつなぎ、想いのある投資によってリノベーションを推進する、参
加型プラットフォームです。さまざまに関わっていただくみなさんと一緒に、
持続可能で豊かなまちづくりを実現します。

株式会社エンジョイワークス（ハロー! RENOVATION 運営事務局）
全国初の小規模不動産特定共同事業者(2019年3月に不動産特定共同事業者に切り替えて許可を取得)として、地
域のひとや空き家再生プロジェクトに興味・関心のあるひとが主体的に参加するためのプラットフォーム「ハ
ロー! RENOVATION」を運営。空き家・遊休不動産の再生に不可欠な資金調達という課題に、関わるひとと解
決する「共感投資ファンド」の仕組みを軸に、プレイヤーと全国で挑戦中。

enjoyworks.jp

宅地建物取引業[神奈川県知事(3)第28062号]

一級建築士事務所[神奈川県知事登録 第16506号]

不動産特定共同事業許可[神奈川県知事 第9号]

第二種金融商品取引業[関東財務局長(金商)第3148号]

住宅宿泊管理業者[国土交通大臣(01)第F00604号] *  

* 関連会社グッドネイバーズにて取得

想いのある投資で出資対象も自身も豊かなものに

hello-renovation.jp

共感投資ファンドの対象は、不動産と、そこで行われる事業や活動です。事業
に関わる人と、不動産と、投資をつなぐことで、豊かに暮らせる地域社会をつ
くりあげていきます。

事業の収益から投資家に利回りを分配する、不動産特定共同事業法または金融
商品取引法を活用したスキームにより運営されています。イベントや動画、
SNS、レポートによって、事業を知り関わる機会が多く用意されています。

人と事業と未来に、投資する
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