
コワーキングスペース水戸Wagtail

運営　一般財団法人 水戸市商業・駐車場公社

（南町三丁目バス停前）

 029-297-2770    029-297-2771    wagtail@ravi.310.ne.jp

〒310-0021 水戸市南町3-3-35

日・祝・年末年始 定休9:00～20:00 ／キャンペーンの詳細・イベントのお申込み方法は HP をご確認ください。

 お電話・メールでのお問合せもお待ちしております。

ワグテイル   水戸 検索

HP のブログや facebook にも耳よりな情報・最新情報が盛りだくさんです。

定期開催イベント

スタッフによる館内・利用案内の後、実際にコワーキングをご利
用頂く体験会です。館内・利用案内のみは常時可能ですので、お
気軽にお声かけください。

見学＆
無料体験会 18:00～19:30（水）5/30

10:00～11:30（土）5/12

事前申込 優先先着 5名 参加費 無料

３Dプリンターにご興味のある方、ご利用を検討中の方を対象にスタ
ッフが講師となり講習を行います。
お客様のペースに合わせた１対１の講習です。

3Ｄプリンター
操作講習会 ①10:00～ ②13:00～ ③16:00～

5/10 （木）（木）5/24
定員 各回1名 受講料 ￥1,000 事前申込 必須

ワグテイル 水戸
で検索！

【講師】日本政策金融公庫水戸支店 大友憲政氏

創業プランをカタチにしてみませんか？あなたの夢を
事業計画に落とし込むワークショップ形式の勉強会です。
少人数制でじっくり基礎から学べます。

事業計画書作成勉強会 参加者募集中！
開催日はＨＰを
チェック！

 アイデアを形にする”ものづくり”ができる広い空間。作業台や３Dプリンターを常設。

ファクトリースペース
（3D プリンター使用料￥５００/1h※材料費別途必要）

お１人様 ￥500/4h  ￥1,000/1d 

コワーキングスペース お１人様 ￥500/4h  ￥1,000/1d 

共有オフィスとなるオープンな空間。wi-fi完備。

ワグテイルのつかいかた ミニ

各種利用料金一覧表
月額メンバーは、定額で各スペースをご利用できます。※予約回数制限有。

開放的で大人数を収容できる空間。プロジェクターやスピーカー等は貸出無料。

イノベーション・コミュニティスペース １室　￥1,000/１h
（要事前予約、 定員１５名。 利用目的審査があります。）

他のスペースからは隔離された空間。ホワイトボード、大きなデスクを常設。

会議スペース １室　￥500/１h
（要事前予約、 定員６名）

ワグテイルでは毎月さまざまなイベントを行っています。

共有オフィススペースとして、水戸市内の起業・創業に取り組くむ方を支援し、
産業や地域経済の活性化を目指す施設です。
コワーキングスペースを中心に、会議スペース等の４つのスペースにて多様な
ニーズにお応えします。
お客様のスタイルに合わせ、①月額会員利用②スペース・使用時間を選んで利用
のどちらかの方法でのご利用が可能です。
新しい働き方を実践できる場です。ぜひビジネスチャンスにお役立てください！

個人でお仕事をしている方。 利用者同士でアイデア ・ 情報を交換したい方。

試作製作をしたい方。

少人数での会議や商談、起業・創業支援や各種相談会をしたい方。

各種セミナーを開催したい方。業種交流イベントなど情報交換をしたい方。

ワグテイルとは？

メンバー

料金表

ビジター

会議スペースコワーキングスペース イノベーション・
コミュニティスペース

500円/時間 1,000円/時間
1,000円 （1日）
500円 （4時間）

月額 8,000円 （入会金 5,000円）
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　詳細やお申し込み、他のセミナーの予定はHPまたはスタッフまで！

17:00 ～ 第３部　　 懇親会

申込締切▶▶▶プレゼンター参加：6/30（土） , 一般参加：7/27（金）

事業計画書
作成勉強会 両日ともに 18:00～20:00

（水）5/16 5/30（水）

先着 5名 事前申込 必須参加費 無料

2018

05

3/1（木）～5/31（木 )まで3/1（木）～5/31（木 )まで

※ビジターのみ

facebookで
チェックイン割 円引き円引き100100

スペース利用料から 4月２日（月）～６月30日（土）まで

定休日変更のお知らせ

2018年 4月２日（月）～６月 30日（土）までの期間
定休日が変更になります。

【変更前】毎週日曜日・祝日
【変更後】毎週火曜日・祝日

※営業時間の変更はございません (9:00-20:00)

▶日曜 祝日 火曜 祝日

い
まな
ら

（※スペース利用料から割引。会計前提示で適用）

1．ご自身のfacebookから「チェックイン」を選択

2.「コワーキングスペース水戸Wagtail」を検索

3.「投稿する」を選択し、受付にて画面を提示

おかげさまで、ワグテイルは３月に 2周年を迎えました。

The 
2nd 

Anniversary

※時間や内容に変更がある場合がございます。 予めご了承ください。6・7月のセミナーのご案内

起業をめざす方たちと意見交換をしてみたり、先輩起業家のお話を聞いてみませんか。
夢を実現したいけれどもなかなか勇気が出ない、そんなあなたの一歩を応援します。

14:00 ～ 第１部　  　女性のための頭脳交流会
15:30 ～ 第２部（前半）創業セミナー
16:00 ～ 第２部（後半）女性起業家を交えての交流会
パネリスト▶ 笠間茶屋 /畑岡久美子さん スコーンドルフィン /根本好美さん

第１・２部 女性限定 定員 30名　無料

第３部 性別不問・定員制限なし　参加費あり　※別途申込が必要になります。

プレゼンター
　募集中！
（事前審査あり）女性のための起業講座 

2018.7.28 Sat 14:00 ～

ファシリテーター ▶ 一般社団法人　起業支援ネットワークNICe 増田　紀彦 氏

ビジネスプランコンテストに挑戦したい！思い描いた事業を実現化したい！

ビジネスプランをブラッシュアップするためのアドバイスを行います。

起業に向けての段階を着実に上っていきましょう！

2018.6.２Sat 14:00-17:00

※定員に達し次第締切。みと創業支援塾 卒塾生・ワグテイル会員は参加費無料

第２回 みと創業支援塾フォローアップセミナー開催日

                                                                  ▶▶▶ 2018.9.15 Sat

一般参加
O K !

参加費
￥2,000

申込締切

5/25  金

講師 ▶ 一般社団法人　起業支援ネットワークNICe 増田　紀彦 氏

第一回

みと創業支援塾フォローアップセミナー
第一回

みと創業支援塾フォローアップセミナー

申込締切 ▶▶▶一般参加：7/23（月）


