
「勉強できるカフェ ガクト」は、

新宿駅南口から徒歩３分、

カフェ的な空間を備えた自習室です。

会員様それぞれの勉強スタイルに応じて

集中できる空間をご用意し、資格試験や

学校受験などの勉強、自己啓発やお仕事

など、様々なニーズにお応えいたします。

本日はオンライン説明会の
ご参加ありがとうございます。

●オンライン説明会の流れ

１．資料を基に店舗のご紹介

２．店内をWEBカメラでご案内

３．コース・料金等のご案内

４．ご質問等あればご対応



●勉強できるカフェ ガクト

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9

ＮＭＦ新宿南口ビル７Ｆ

営業時間：ＡＭ７：００～ＰＭ１１：００

（会員コースによりご利用できる時間が異なります）

定休日： 毎月１回清掃定休日

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始休業あり

ご利用年齢制限：高校１年生からご利用可能です。

勉強できるカフェ ガクト 会員様実績

【資格試験など】
司法試験 医師国家試験
税理士試験 薬剤師国家試験
行政書士試験 一級建築士試験
公認会計士試験
ケアマネージャー試験
応用情報技術者試験 等

【大学受験】
東京大学 早稲田大学 慶応義塾大学
上智大学 東京工業大学 東京理科大学
東京医科大学 日本医科大学 明治大学
中央大学 法政大学 青山学院大学 等

自習する環境

●ご自宅

●図書館 ●カフェ・ファミレス

●有料自習室 勉強する雰囲気がある

【メリット】
お金がかからず移動時間がない

誘惑【デメリット】
周囲の誘惑
集中しづらい
だらだらしがち

無料で使える
静かで
雰囲気がある

場所・開館時間が限られる
飲み物などＮＧの場所も多い
無料だから今日行かなくても…

ドリンク代金がかかる
歓迎されない場合がある
長時間いづらい

会費がかかる

美味しい
ドリンク

他の会員の
勉強する姿勢が刺激

お金をかけた分
勉強するモチベーション

好きな時間帯に
ガッツリ使える

直近（2021.1～6月）の
会員様構成比



ガクトと他の自習室との違い

一般的な自習室

デスクが並んだ図書館のような空間

カフェ的スペース「ラウンジ」
自習室スペース「勉強ルーム」
２つの空間のある自習室

●会話、音出しＯＫ
●ノートＰＣ、電卓使用可
●飲食自由（持ち込み可）

●会話、音出しＮＧ
●タブレット、スマホ等はＯＫ
●ドリンクのみＯＫ

オプション（有料、予約制）でさらに２つの空間

ラウンジ 勉強ルーム

セミナールーム ミーティングルーム

最大12名、1時間3,850円（税込） 最大4名、1時間2,200円（税込）

毎日、大部分の時間で
スタッフが常駐しています。
店内の状況を逐次チェックしていますので
安心してご利用いただけます。
また、困った時のサポートやご相談を
随時お受付しております。

※午前中はスタッフが不在の場合がございます。

給茶機でドリンク飲み放題
のほか、バリスタがセレクトした
豆から挽いた本格ドリップ
コーヒーや紅茶などもご用意。

系列のリライブフードアカデミーは
日本バリスタ協会の指定校です。
バリスタがセレクトして仕入れた
コーヒー豆を、毎日お店で挽いて、
ドリップしてご提供しています。※
※午後からのサービスです。

喫煙ブースをご用意。
タバコ休憩するのにお店の
外にでる必要がありません。

喫煙ブースのご利用後は、備え付けの
消臭スプレーで服を消臭してから
お戻りくださるようお願いします。
※未成年の方はご利用できません



ガクトではこんなこともできます

ガクトはこんな風に使えます

ラウンジ 勉強ルーム

●ノートパソコンや電卓使用
●くつろぎながら仕事や勉強
●食事をしながら休憩

●無言で集中して仕事や勉強
●広いデスクスペースで勉強
●ヘッドホンで音楽を聞きながら

家庭教師の先生と
マンツーマンで勉強
（ラウンジ利用） 友人・知人で集まって

ワークショップ
（ラウンジ利用）

会議や打ち合わせ
食事しながらもＯＫ
（ラウンジ利用）

オプション（有料、予約制）で、
セミナールーム（最大12名）、
ミーティングルーム（最大4名）の
貸切も可能です。

テレワーク
リモートワーク
電話しながら仕事
（ラウンジ利用）

会員様直筆のお声です



会員様の声②

●ガクトを利用して良かったところは？

・静かな勉強ルームで集中して勉強でき、
カフェスペースで落ち着けるので、
使い心地が良かった。（フルタイム/男性）

・飲み物も美味しく、スタッフの接客も
とても良心的で、入会時の期待以上
でした。（フルタイム/男性）

・多くの方が励んでいる姿が見れて
刺激になって良かった。（ナイト/女性）

・雰囲気が良く、アクセスも良いため、
居心地の良い場所でした。（ラウンジ/男性）

・仕事が忙しくても、平日は
２３時まで営業しているので、
たっぷり勉強ができて
本当に助かりました。

（ホリデー＆ナイト/女性）

●ガクトの環境はいかがでしたか？

・勉強ルームの個室ブースと、ラウンジとの
区画で分けられており、ブースで集中して
勉強したあとで、息抜きにラウンジを利用
することができた。

・ラウンジで音楽が流れており、無音より
勉強に集中しやすい環境だった。

・カウンターで勉強しているとき、時々
スタッフの方と話をすることもできて、
良い息抜きになりました。

・居心地が良かった。
コーヒーなどのドリンクも充実していた。

・天然酵母パンの
サンドイッチが美味しかった。



ご利用料金のご案内
【消費税込】2021.6改訂

7/11までまん延防止等重点措置

時短営業中

正規会員とマンスリー会員について

マンスリー会員ご契約上の注意

正規会員︓⽉単位の契約で⻑期契約が可能 【おすすめ】
マンスリー会員︓１か⽉間単位で最大３か⽉までの短期契約
入会日から契約の⽉数が経過後に自動的に退会となります。

（例︓７⽉１０日に１か⽉のマンスリー契約を申込の場合、
８⽉１０日期限で自動的に退会となります）

〇各コースで契約可能で、ご利⽤可能時間、ご利⽤の条件は
各コースの正規会員と同一です。

〇入会時に入会⾦と会員カード発⾏⼿数料、契約⽉数分の
コース会費をお支払いください。

〇コース変更はアップグレード（料⾦が上がるコースへの変更）
のみ可能です。⼿続時に残る契約期間で計算した会費差額を
お支払いください。

〇休会や中途解約はできません。２ヵ⽉以下でご契約の場合、
最大３か⽉まで延⻑可能です。⼿続時に延⻑分の⽉会費を
お支払ください。

〇３か⽉を超えた契約はできず、自動的に退会となります。
契約期間終了時に⼿数料無料で、同じコースの正規会員に
変更することができます。

正規会員ご契約上の注意

〇継続会費のお支払をクレジット支払または銀⾏⼝座振替の
いずれかからお選びいただきます。

〇入会時に入会⾦と会員カード発⾏⼿数料、継続会費の支払
⼿続きが完了するまでの期間のコース会費をお支払いください。

〇コース変更や休会ができます。退会は当⽉10日までの届出で
⽉末での退会、11日以降の場合翌⽉末での退会となります。

申込時に必要なもの（共通）

身分証明書（免許証、健康保険証など）
未成年の⽅は保護者同意書



各コースのご案内

●フルタイム
平日7：00～23：00 土日祝7：00～22：00

全ての時間帯、全ての場所が使えるコースです。
ご利用時間が不定期な方にもおすすめ。

●ラウンジフルタイム
平日7：00～23：00 土日祝7：00～22：00

全ての時間帯ご利用いただけますが、場所はラウンジ限定で
勉強ルームはご利用いただけません。
勉強ルームはノートパソコン・電卓が使用不可のため、
常時ノートパソコン・電卓をお使いの方におすすめです。

●デイリーフルタイム

平日16：00～23：00 土日祝7：00～22：00

平日のお昼に会社や学校へ通勤通学されている方に。
平日は会社や学校帰りに夜から、そして週末のお休みに
がっつり終日使える人気のコースです。

●ホリデー＆ナイト

平日7：00～23：00 土日祝 なし

平日の全ての時間帯、全ての場所が使えるコースです。
平日だけ新宿で活動されるノマドワーカーの方、
土日はご家庭でごゆっくりされる方におすすめです。

おすすめ

人気です

●ホリデー
平日 なし 土日祝7：00～22：00

高校生の方は、夜は
平日２２時までとなります。

土日祝日に全ての時間帯、全ての場所が使えるコースです。
週末のお休みだけガッツリ利用したい方におすすめ。

●デイリー
平日7：00～17：00 土日祝 なし

平日の朝から夕方まで、すべての場所が使えるコース。
平日お昼だけ活動するノマドワーカーの方におすすめ。

●ナイト

平日7：00～12：00 土日祝 なし

平日の朝から午前中限定で全ての場所が使えます。
朝活中心に勉強をされる方におすすめ。

●モーニング

平日16：00～23：00 土日祝 なし

平日の夕方から、全ての場所が使えるコースです。
平日のお仕事や学校帰りにご利用の方におすすめ。

ビジター利用
ご自分の契約コースの時間外に、
ビジター料金での利用ができます。

●1時間プラン 1,100円
●3時間プラン 2,200円
●５時間プラン 3,300円
●ワンデイプラン ６，６００円

●追加30分 550円

組み合わせてのご利用も可能です
（５時間＋3時間＝8時間 など）

他店料金との比較

●新宿 Ａ自習室（チェーン店）

営業時間 平日７時～２３時
土曜７時～２２時、日曜７時～２１時
フルタイム（全時間） 18,128円

ウィークデイ（平日１０～２３時） 11,528円

●渋谷 Ｂ自習室

営業時間 ７時～２３時
フルタイム（全時間） 16,280円

ウィークデイ（平日7～２３時） 10,780円

１日、１時間あたり

【フルタイム 月額 16,049円】
週５日、１日あたり５時間利用した場合
（２０日、月間１００時間）

１時間あたり 160.5円
１日あたり 802.5円

【ホリデー＆ナイト 月額 13,189円】
週４日、１日あたり５時間利用した場合
（16日、月間80時間）

１時間あたり 164.9円
１日あたり 824.3円

【ナイト 月額 10,989円】
週4日、１日あたり4時間利用した場合
（16日、月間64時間）

１時間あたり 171.7円
１日あたり 686.8円

1時間あたり ボトルコーヒー1本くらい

●16,049円

●14,949円

●14,949円

●13,189円

●12,089円

表示価格は税込です

●10,989円

●10,989円

●5,709円



★思い立ったら即入会キャンペーン★

オンラインご参加ありがとうございました！

入会金5000円引
本日すぐ、１週間以内にご入会手続のご予約をいただくと

●１か月以上ご契約の方に限らせていただきます。（マンスリー会員にも適用されます）
●モーニング会員様は対象外です。
●入会時に入会金と、初期会費（10日までは当月＋翌月分、11日以降は翌々月分まで）の

お支払が必要です。

★2nd Chance★ １週間以内にご入会手続のご予約いただくと2000円引


