
CO-WORKING SPACE  共同利用オフィス 

Ready to get out of the basement into a real office? If you’re an independent professionals and 

need workplace flexibility, our co-working space is the best choice. They're more affordable and 

probably cooler than any office your start-up could afford. Grow your business or pursue your 

own creative projects in our co-working space. Located in Jakarta and Bali, we’re only footsteps 

away from the business district. Co-working space in Marquee are creating the best office you 

can call home, no bosses, great coffee, like minded entrepreneurs to network with and many 

other cool options that vary by location. Co-working space in Marquee Executive Offices also 

available in form of Marquee Privilege Card. 

本格的なオフィスで仕事してみませんか？職場における柔軟の対応が必要としている独

立でプロな貴方には、弊社が提供している共同利用オフィスは最適の選択肢です。手頃

な料金で、どこのオフィスと比べると最も涼しい場所だと言っても過言ではないでしょ

う。弊社の共同利用オフィスで貴方の事業、又は創造的プロジェクトを発展させましょ

う。所在地はビジネス地区から僅かな距離で、ジャカルタ市とバリ島に位置しておりま

す。家にいるような、上司がいない、美味しいコーヒーを飲める、寛容な起業家と連携

できる、所在地によって多数のいい選択肢を提供できる、そういった最高のオフィスを

弊社がつくっているのです。MARQUEE PRIVILEGE CARD という特典カードも提供してお

ります。 

MARQUEE PRIVILEGE CARD  マルキー特典カード（ＭＰＣ） 

Marquee Privilege Card gives benefits to businessman who has high mobility. 

マルキー特典カード（ＭＰＣ）は移動度の高いビジネスマンに様々なメリットを与えま

す。 

With MPC you will enjoy the following facilities. 

ＭＰＣをご利用いただくことによって、次のメリットを味わっていただけます。 

MPC Facilities: ＭＰＣのサービス提供 

 3 + 3 hours a day usage of working space and free internet connection in all 
Marquee Centers 

 全マルキーセンターズで職場と無料インターネットを一日３＋３時間程度でご使

用いただけます 
 Free refreshments (Coffee, tea and water) 

 ドリンクサービス（コーヒー、紅茶、お水） 
 20% discount for meeting rooms 

 会議室レンタル料金から 20％割引を致します 



 Special benefits or lots of discount from our partnered merchants 

 弊社の商店パートナーからの様々な特典や割引をご利用いただけます 

MPC Terms & Conditions: MPC のご利用条件： 

1. 20% Discount for meeting room usage in all Marquee centers 

全マルキーセンターズの会議室使用は料金から２０％割引を致します 
2. Special discounts or benefits to the Marquee Privilege Card holders from business 

partners 

MPC 所有者は弊社の商店パートナーからの特典や割引をご利用いただけます 

3. Marquee Privilege Card and ID are required to be shown to our CSR 

弊社のカスタマーサービスのスタッフにＭＰＣと身分証明書をお見せください 

4. Reservation of working space usage should be made beforehand 

職場の使用は事前予約をお行いください 

5. Marquee has the rights to cancel the reservation should the user(s) not present after 15 
minutes of reservation 

ご予約時間の１５分後にお客様（ユーザー）がいらっしゃらない場合には、ご予

約をキャンセルさせていただきますので、ご注意ください 

6. Marquee Privilege Card holder entitled 3 + 3 hours usage of working space during office 
hours in all Marquee centers inclusive of internet connection and it is non accumulated.

ＭＰＣ所有者は全マルキーセンターズで職場と無料インターネットを一日３＋３

時間程度で営業時間にご使用いただけますが、その使用時間は蓄積されません 
7. Refreshment is inclusive. Outside food and beverage is not allowed 

ドリンク込み。外からの飲食物の持ち込みはご遠慮ください 

8. Marquee Privilege Card payment should be 6 months in advance. Credit card 
acceptable. 

ＭＰＣのお支払は最低６ヵ月間使用程度でお済ませいただきますようお願い致し

ます。クレジットカードでのお支払いは可能です 

9. Marquee Privilege Card is transferrable one time for 6 months. 

ＭＰＣは６ヵ月一回でご送金いただけます 

10. Card replacement IDR 50.000 

カード再発行の料金は IDR 50.000,- となります 
 


