
凡例：県内サテライトオフィス一覧

   個室              ブース席                共有のシェア席                 固定席    一時利用                月額利用                 個人利用    入館時検温       消毒液の設置

 

   マスク着用       アクリル板の設置

 

   定期的な消毒      ソーシャルディスタンスの実施

No. 住所・電話番号/URL 設備/利用料 感染症対策

1 BIZcomfortセンター北

横浜市都筑区中川中央1-30-1

プレミアヨコハマ3F    ビズコンフォート＆ビズサークル

電話番号：03-5789-3325（共通）

営業時間：24時間（ドロップインのみ平日9:00-18:00）

アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン/グリーンライン 「センター北駅」徒歩1 分

https://bizcomfort.jp/kanagawaken/center-kita.html

全日プラン：12,000円/月 個室プラン：29,000~円/月

ドロップイン:300円/1時間 1,000円/日

入室時の消毒・マスクの着用のお願い

飛沫防止のパーテーション設置

空間除菌装置の設置

会議室・テレフォンブースの除菌器の設置

2 BIZcomfort横浜元町

横浜市中区元町4-168 BIZcomfort元町ビルB1F/3F

電話番号：03-5789-3325（共通）

営業時間：24時間（ドロップインのみ平日9:00-18:00）

アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩5 分

 https://bizcomfort.jp/kanagawaken/yokohamamotomachi.html

全日プラン：14,000円/月 固定席プラン：30,000円/月

ドロップイン:300円/1時間 1,000円/日

入室時の消毒・マスクの着用のお願い

飛沫防止のパーテーション設置

空間除菌装置の設置

会議室・テレフォンブースの除菌器の設置

3 BrooklynWorks

横浜市鶴見区豊岡町19-23 グランマルセ203

電話番号：045-295-1337

営業時間：月・火・木・金・土 9:30-18:00 （ドロップインは10:00-18:00）

定休日:水・日祝日

アクセス：鶴見駅から徒歩2分

https://genie-ag.co.jp/coworking/

個人会員 月額利用料：6,980円/月

法人会員 スタンダード：32,900円/月法人会員 ミニ：18,900円/月

ドロップイン：2時間 700円（税別） 1日 2,500円

明記なし

4 BUKATSUDO

横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号ランドマークプラザ 地下1階

電話番号：045-681-2880

営業時間：月-土 9:00-23:00 日祝日 9:00-21:00

アクセス：（みなとみらい線）みなとみらい駅から徒歩3分

https://bukatsu-do.jp/

月額会員：フルタイム 15,000円/月ドロップイン：500円/1時間 ソーシャルディスタンスのため定員制限あり

5 CoinSpaceFUTAMATARIVERLIBRARY

横浜市旭区二俣川2丁目50-14 コプレ二俣川オフィス 6F

営業時間：7:30-22:30

アクセス：二俣川駅 徒歩1分

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/futariver/

月額会員：10,000円/月ナイトプラン：5,000/月

ビジター（2名以上利用）：1,500円/1時間

6 CREATIVESPORTSLAB

横浜市中区日本大通34

営業時間：平日 9:00-22:00 土日祝 10:00-22:00

アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」2番出口より徒歩4分

https://www.baystars.co.jp/thebays/floor2/

コミュニティ会員:個人 10,000円/月 法人 50,000円/月

プロジェクトブース会員：90,000円～/月

１日体験利用：2,000円/日（平日限定）

明記なし

7 Gran-S東戸塚

横浜市戸塚区品濃町550-7

電話番号：045-824-4214

営業時間：平日10:00～17:00

アクセス：JR横須賀線 東戸塚駅 徒歩5分

https://gran-s.com/lp/

フリーデスク会員 ¥27,500/月

個室 ¥66,000～/月
明記なし

県内サテライトオフィス一覧 2021年8月の情報を基にしています。最新情報と異なる場合がございますので、詳細は各施設へお問い合わせください

   コピー機/複合機等            会議室

横浜市



8 GS横浜東口会議室

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：6:00 - 24:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅 徒歩2分

https://upnow.jp/gsspace/yokohama01

平日プラン：990 円（税込）/ 時

休日プラン：1,100円（税込）/ 時

9 H¹T横浜

横浜市西区北幸1丁目11-11NMF横浜西口ビル7F

電話番号：0120-836-039(契約時共通）0120-342-110（会員用共通）

営業時間：平日 07:00～22:00  土日祝 08:00～20:00

アクセス：JR/京浜急行線/相鉄線/東急東横線/みなとみらい線「横浜」駅 西口徒歩5

分

https://www.h1t-web.com/desk/desk_search11.html

15分150円～（要法人契約）

オープンスペースでの会話禁止

万が一感染者が出た場合はご利用施設・日時の公開と対象施設の利用

を停止し、館内の消毒作業を実施

10 H¹T新横浜

横浜市港北区新横浜2-4-17新横浜千歳観光第2ビル4階

営業時間：平日 08:00-20:00 定休日：土日祝日

https://www.h1t-web.com/desk/desk_search10.html

15分150円～（要法人契約）

オープンスペースでの会話禁止

万が一感染者が出た場合はご利用施設・日時の公開と対象施設の利用

を停止し、館内の消毒作業を実施

11 H¹T青葉台

横浜市青葉区青葉台1-6-14 EQUINIA青葉台4階

電話番号：0120-836-039（共通/契約関連：平日10-17時）

     0120-342-110（共通/会員用：全日7時30分～23時

営業時間：平日 08:00～22:00／土日祝 08:00～22:00

アクセス：東急田園都市線「青葉台」駅 西口徒歩1分

https://www.h1t-web.com/desk/desk_search14.html

15分150円～（要法人契約）

オープンスペースでの会話禁止

万が一感染者が出た場合はご利用施設・日時の公開と対象施設の利用

を停止し、館内の消毒作業を実施

12 HALレンタルスペース

横浜市青葉区美しが丘5-2-14

営業時間：24時間

アクセス：東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分

https://www.instabase.jp/space/6633703147

ドロップイン：1,155円～1,320円／1時間（推奨：4名まで） 明記なし

13 I.S.O横浜

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル4F

電話番号： 0120-60-8282（共通）

営業時間：24時間

アクセス：みなとみらい線 馬車道駅 6番出口から徒歩3分

https://www.iso-hama.co.jp/

バーチャル会員:20,900円～/月シェア会員:46,200円～/月

（初期費用、保証金別）
明記なし

14 Kikcafe

横浜市保土ケ谷区岩井町29-4

電話番号：045-334-1114

営業時間：火～日・祝日 11:00-18:00 定休日：月

アクセス：保土ヶ谷駅西口から徒歩２分

https://kikcafe-hodogaya.com/

シニア会員：10,000円/月 １ヶ月会員：10,000円/月

ドロップイン２時間プラン：700円
明記なし

15 K-plat綱島

横浜市港北区綱島西2-5-13 梅島ニックハイム第7  420号

営業時間：営業時間：7:00-22:00 定休日：なし

アクセス：東急東横線 綱島駅 徒歩4分

https://kplat.biz/

平日 1,000円

休日 1,300円

収容人数最大12名(机着席は8名まで)

明記なし

16 LEON会議室

横浜市中区花咲町1-48 ロゼ桜木町

営業時間：営業時間 7:00～22:00

アクセス：JR根岸線 桜木町駅 徒歩2分・ブルーライン 桜木町駅 徒歩1分

https://www.instabase.jp/space/570322469

ドロップイン：528円～1,210円／1時間（推奨：6名まで） 明記なし



17 mamespace

横浜市磯子区久木町20-46

営業時間：全日：5:00−22:00

アクセス：JR根岸線 根岸駅 徒歩15分

https://www.instabase.jp/space/3698372616

ドロップイン：220円～1,078円／1時間（推奨：4人まで） 明記なし

18
mass×mass

関内フューチャーセンター

横浜市中区北仲通3-33 中小企業共済会館ビル 1F/2F

電話番号：045-274-8701 (代表番号)  045-274-8700 (コンシェルジュ)

営業時間：24時間365日（会員のみ） ドロップイン : 10:00～17:00 (土日祝日年末年始

休み)

アクセス：みなとみらい線 馬車道駅 6番出口から歩いて3分

https://massmass.jp/

ドロップイン：1,500円/1時間コワーキング：16,500円/月

シェアオフィス（固定専有オフィス）：35,200円/月～

（会員登録費用、保証金等の初期費用別）

清掃・消毒の実施

19 meets#横浜

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：平日：24時間 土日祝：00:00～22:00

アクセス：JR京浜東北線 横浜駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/4664590729

ドロップイン：1,210円～1,485円／1時間 換気OK・除菌機能付き脱臭機あり

20 myplaceたまプラーザ

横浜市青葉区美しが丘2-1-11

電話番号：090-6135-4781

営業時間：8-23時

アクセス：たまプラーザ駅 (東急田園都市線) 徒歩3分

https://www.myplace-rent.com/

時間貸：825円～／1時間（収容人数：標準2名） 明記なし

21 myplace江田（防音室）

横浜市青葉区荏田北3ー2ー3 サンハイツ203

電話番号：090-6135-4781

営業時間：月～日：8:00～23:00

アクセス：東急田園都市線 江田駅 徒歩2分

https://www.myplace-rent.com/eda

ドロップイン：800円～/1時間（収容人数：標準2名） 明記なし

22 NewWorkセンター南

横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. A館3F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：センター南駅 出口１ 徒歩1分

https://www.newwork109.com/post/store/1795

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底

23 NewWorkたまプラーザ

横浜市青葉区新石川2-4-12 フォーラムたまプラーザ3F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：たまプラーザ駅 直結 徒歩1分

https://www.newwork109.com/post/store/149

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底

24 NewWork横浜

横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜16F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：横浜駅 きた東口 徒歩5分

https://www.newwork109.com/post/store/161

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底

25 NewWork新横浜

横浜市港北区新横浜3-7-3 リーフスクエア新横浜ビル6F

営業時間：8:00-21:00  定休日：土日祝日

アクセス：JR 新横浜駅 北口 徒歩3分 / 市営地下鉄 新横浜駅  7番出口 徒歩1分

https://www.newwork109.com/post/store/482

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底



26 NewWork青葉台

横浜市青葉区青葉台1-6-12 カンゼームビル5F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：青葉台駅 徒歩2分

https://www.newwork109.com/post/store/1715

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底

27 NewWork⾧津田

横浜市緑区⾧津田5-3-7 ソルタス⾧津田2F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：⾧津田駅 徒歩1分

https://www.newwork109.com/post/store/1367

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底

28 NewWork日吉

横浜市港北区日吉本町1-21-10 三陽ビル4F

営業時間：8:00-21:00  定休日：土日祝日

アクセス：日吉駅 西口 徒歩1分

https://www.newwork109.com/post/store/1143

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）

定額制プラン：基本料金・月額30,000円/ライセンス
咳エチケット・手洗い・うがいの徹底

29 ReadyRoom

横浜市都筑区中川中央1-24-17

営業時間：平日・土日祝 9:00ー21：00

アクセス：ブルーライン センター北駅 徒歩1分

https://www.instabase.jp/space/9937650770

ドロップイン：880円～1,320円／1時間
エアコン新品、空気清浄機完備

ハンドソープ／アルコールジェル／除菌シートの設置

30 Shairly・café

横浜市都筑区中川1丁目17-22 ガーデンプラザ宮台402

電話番号：045-306-9004

営業時間：9:30-19:00（月曜定休）定休日：月

https://shairly.com/

ドロップイン：3時間 500円 1日 1,000円エコノミー会員：月額3,000円

レギュラー会員：月額8,000円

（別途入会金有）

明記なし

31 SOHOSTATION

横浜市中区山下町24番8

電話番号： 045-224-8080

営業時間：24時間

アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」下車 徒歩5分

https://www.soho-inc.co.jp/station.html

賃料：59,200円/月～

（初期費用、管理費、共用施設費、会費、光熱費を含まない）
明記なし

32 SoloTimeセンター北

横浜市都筑区中川中央1丁目30-1プレミアヨコハマ2階

電話番号：0120-502-945（共通）

営業時間：平日 7:00-24:00 土日祝 9:00-21:00

アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン/グリーンライン「センター北駅」出口2より

徒歩2分

https://solotime.jp/archives/locations_item/locations_item-844

従量課金プラン：700円/1時間（要法人契約）女性専用エリアあり

定期的に店舗内共用部をアルコール除菌剤により拭き上げ実施

全店舗施設全体にデルフィーノを噴霧し、オフィス丸ごと抗菌

発熱・咳などの症状がある方はご利用を固くお断り

ご利用前後に必ず除菌用品にて机上の消毒のお願い

33 SoloTime東戸塚

横浜市戸塚区川上町90-6 東戸塚ウエストビル8F

電話番号：0120-502-945（共通）

営業時間：平日 7:00-22:00 土日祝：9:00-21:00

アクセス：JR線「東戸塚駅」西口より徒歩1分

https://solotime.jp/archives/locations_item/locations_item-69

従量課金プラン：700円/1時間（要法人契約）女性専用エリアあり・保育所併設

定期的に店舗内共用部をアルコール除菌剤により拭き上げ実施

全店舗施設全体にデルフィーノを噴霧し、オフィス丸ごと抗菌

発熱・咳などの症状がある方はご利用を固くお断り

ご利用前後に必ず除菌用品にて机上の消毒のお願い

34 STAYUP

横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエーションスクエア14階

電話番号：0120-881-778

営業時間：24時間 （平日 月-金曜日8:30～19:00※その他営業時間は無人営業）

アクセス：京急・私鉄各線 横浜駅「きた東口」より徒歩約6分

https://stayup.jp/

ドロップイン：600円/1時間 1,000円/2時間  2,000円/日

月額会員：月額20,000円～/月 （別途入会金有）
明記なし



35 TANEMAKI

横浜市西区岡野1丁目3-10 サニーコート横浜1F

営業時間：

（月額）24時間 定休日なし

（ドロップイン）9:00-18:00/最終受付17:00 月曜・火曜 定休日

アクセス：相鉄線 平沼橋駅から徒歩3分

https://tane-maki.net/

月額：24プラン 14,480円（税込）ドロップイン：

～1時間 300円 ～2時間 600円 ～3時間 900円 ～4時間 1,200円 4時間以上 1,500円

（税込）

風邪やインフルエンザ、その他感染症の疑いがある場合は、速やかに

ご退室ください。

36 TSUBAKI新横浜

横浜市港北区新横浜1-19-3

営業時間：全日： 07:00-23:00

アクセス：JR横浜線 新横浜駅 徒歩6分

https://www.spacee.jp/listings/11506

平日 300～1,100円/1時間

土日祝 300～1,200円/1時間

37 VILLENT横浜1

横浜市神奈川区鶴屋町2-27-5

電話番号：050-3196-4142

営業時間：24時間

アクセス：横浜駅西口徒歩5分

https://upnow.jp/kuraya59/Yokohama

ドロップイン:平日897円／1時間、土日祝998円／1時間（12名席）

38 VILLENT横浜2

横浜市横浜市西区南幸2-10-13

電話番号：050-3196-4142

営業時間：24時間

アクセス：横浜駅西口相鉄ジョイナス徒歩3分

https://upnow.jp/kuraya59/villentYokohama2

時間貸：平日897円/1時間、土日祝998円/1時間（12名席）

39 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい

横浜市西区みなとみらい 3-7-1 8F

営業時間：24時間

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい」駅 徒歩2分

https://www.wework.com/ja-JP/buildings/ocean-gate-minatomirai--yokohama

ホットデスクメンバーシップ：45,000/月

「専用デスク」または「プライベートオフィス」は要問合せ
清掃業務および衛生基準の強化

40 WorkFactoryYokohama

横浜市西区岡野1-4-5 中澤ビル3F

電話番号：045-313-1011

営業時間：平日 6：00-23：00 土日祝 6：00-22：00

アクセス：相鉄線「平沼橋駅」徒歩約2分

http://yokohamaworkfactory.mystrikingly.com/

ワークデスク：500円/1時間

ミーティングデスク：700円/1時間
明記なし

41 yokohamahop

横浜市西区平沼1-33-1 日新横浜ビル5F

電話番号：045-620-0073

営業時間：7:00-23:00（年中無休）

アクセス：横浜駅東口徒歩9分

https://yokohamahop.com/

月会費：女性10,000円    男性15,000円

ドロップイン：1～2時間： 500円

2～5時間：1,000円

5時間以上：1,500円

42 ZXYセンター南

横浜市都筑区茅ケ崎中央51-14    ルノンセンター南 2F

電話番号：0120-934-505（共通/平日：8:00～20:00）

営業時間：平日 7:00～21:00 定休日：土日祝日

アクセス：地下鉄 ブルーライン 他「センター南駅」7番出口から徒歩 約2分

https://zxy.work/location/center-minami/

Share（従量課金制）： 15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

43 ZXYたまプラーザ

横浜市青葉区美しが丘2-14-2    横浜銀行たまプラーザ支店 3F

電話番号：0120-934-505（共通/平日：8:00～20:00）

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：東急田園都市線「たまプラーザ駅」北口から徒歩 約2分

 https://zxy.work/location/tamaplaza/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業



44 ZXY横浜西口

横浜市西区北幸1-11-7    日本生命横浜西口ビル 8F

電話番号：0120-934-505（共通/平日：8:00～20:00）

営業時間：平日 8:00-20:30  定休日：土日祝日

アクセス：JR 東海道線 他「横浜駅」西口から徒歩 約5分

https://zxy.work/location/yokohama-nishiguchi/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

45 ZXY横浜西口2

横浜市西区北幸1-5-10    東京建物横浜ビル 6F

電話番号：0120-934-505（共通/平日：8:00～20:00）

営業時間：平日 7:00-21:00  定休日：土日祝日

アクセス：JR 東海道線 他「横浜駅」西口から徒歩 約4分

https://zxy.work/location/yokohama-nisiguchi2/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

46 ZXY横浜西口3

横浜市西区北幸1-4-1    横浜天理ビル 4F

電話番号：0120-934-505（共通/平日：8:00～20:00）

営業時間：平日 8:00-21:00  定休日：土日祝日

アクセス：JR 東海道線 他「横浜駅」西口から徒歩 約4分

https://zxy.work/location/yokohama-nishiguchi3/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

47 ZXY戸塚

横浜市戸塚区戸塚町4018番地1    ザ・パークハウス戸塚フロント 2F

電話番号：0120-934-505（共通/平日：8:00～20:00）

営業時間：平日 7:30-20:30 定休日：土日祝日

アクセス：JR 東海道線 他「戸塚駅」西口から徒歩 約3分

https://zxy.work/location/totsuka/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

48 アイルstudy&workstudio

横浜市西区北幸2-10-48 むつみビル2階 A号室

電話番号：045-534-9137

営業時間：11:00～23:00（タイプによって異なる）

アクセス：横浜駅 みなみ西口より徒歩約5分

https://office-tr.jimdo.com/

ビジター（ドロップイン）：一般 400円/1時間（税込）

月パスポート：全日コース 15,000円/月（税込） 休日コース 10,000円/月（税込）
定期的な換気、デスク等の消毒作業

49 アセットデザインTHECODE横浜

横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3,4F

電話番号：03-5213-0477（共通/平日10:00～18:30）

営業時間：24時間

アクセス：京浜東北線／横浜市営地下鉄他「桜木町」駅より徒歩2分

https://ro-japan.com/office/office/53

シェアオフィス：12,000円/月

レンタルオフィス：39,000円～/月

（初期費用、管理費等別）

定期的な換気、デスク等の消毒作業

50 アセットデザインTHEOFFICE横浜西口

横浜市西区楠町1-3 BLA横浜西口2,3,7,8F

電話番号：03-5213-0477（共通/平日10:00～18:30）

営業時間：24時間

アクセス：「横浜」駅から徒歩8分

https://ro-japan.com/office/office/55

シェアオフィス：10,000円/月

レンタルオフィス：53,000円～/月

（初期費用、管理費等別）

定期的な換気、デスク等の消毒作業

51 アセットデザイン横浜関内ビジネスセンター

横浜市中区扇町1-1-25 キンガビル1～5F

電話番号：03-5213-0477(共通/平日10:00～18:30）

営業時間：24時間

アクセス：京浜東北線 他「関内駅」徒歩2分

https://ro-japan.com/office/office/54

シェアオフィス：11,000円/月

レンタルオフィス：24,000円～/月

（初期費用、管理費等別）

定期的な換気、デスク等の消毒作業

52 アネックス横浜 ふれあい貸し会議室 横浜A

横浜市西区南幸2丁目9-9

電話番号：0120-965-391（共通）

営業時間：平日10:00-00：00 土日祝：8:00-00:00

アクセス：相鉄本線 平沼橋駅 徒歩5分

https://www.instabase.jp/space/1044456259

1,210円/1時間(ワンルーム最大8名まで）

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気



53
いいオフィス横浜

横浜市西区高島2丁目14-9アソビル3F

営業時間：月～金10:00 - 20:00  土11:00 - 20:00  日曜日、祝日休館

電話番号：045-594-8319

アクセス：横浜駅東口徒歩2分

https://e-office.space/yokohama-by-yokohamaekichokutsuu-asobuild/

定額:16,000円～/月

ドロップイン:600円～/1時間      2,000円/日

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

54 いいオフィス横浜byMeRISE

横浜市西区北幸2-10-48 むつみビル5階

営業時間:平日13:00-22:00 土日祝10:00-19:00

電話番号：03-4405-9391

アクセス：横浜駅西口徒歩5分

https://ii-office.jp/yokohama-by-merise/

定額:20,000円～/月

ドロップイン:500円～/2時間 2,000円/日

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

55 いいオフィス横濱白楽

横浜市神奈川区六角橋1丁目20-19

営業時間:月～金10:00 - 17:00 土日祝日休館

電話番号：045-642-5004

アクセス：東急東横線「白楽」駅徒歩2分

https://e-office.space/hakuraku-by-maffice/

定額:20,000円～/月

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

56 いいオフィス関内byMIDPOINT横濱関内

横浜市中区常盤町3丁目30-1

営業時間:月～金12:00-16:30 土日祝日休館

電話番号：0120-222-347

アクセス：関内駅3番出口徒歩1分

https://ii-office.jp/kannai-by-midpoint/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:600円～/2時間 1,500円/日

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

57 いいオフィス新横浜byBISTATION

横浜市港北区新横浜3丁目17番12号アルファスペース新横浜2階～4階

営業時間：月～金9:00 - 17:30 12:00 - 13:00 受付不在の為チェックイン不可

      土日祝日休館

電話番号：045-534-5420

アクセス：新横浜駅 徒歩5分

https://e-office.space/shinyokohama-by-bistation/

定額:20,000円～/月

ドロップイン:400円～/1時間 2,000円/日

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

58 いいオフィス鶴見byBrooklynWorks

横浜市鶴見区豊岡町19-23 グランマルセ2F

営業時間：月～金9:30 - 18:00 ドロップイン最終受付：16:00

土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始休館

アクセス：JR鶴見駅 徒歩1分

電話番号：045-295-1337

https://e-office.space/tsurumi-by-brooklynworks/

定額:20,000円～/月

ドロップイン:700円～/2時間      2,500円/日

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

59 いいオフィス二俣川byオトナ塾grand

横浜市旭区二俣川1-3-2 相鉄ライフ二俣川3階

営業時間:月～日10:00 - 20:00

電話番号：045-465-4058

アクセス：相鉄線 二俣川駅北口直結

https://e-office.space/futamatagawa-by-otonajukugrand/

定額:20,000円～/月

ドロップイン:500円～/2時間 2,000円/日

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

60 いづみco&work

横浜市神奈川区泉町15-5 1F

営業時間：24時間（年中無休）

アクセス：東急東横線反町駅から徒歩5分

https://izumicowork.com/#top

月額料金：20,000円/月 明記なし

61 ウィズスクエア横浜

横浜市神奈川区西神奈川1-13-12    アーバンビル6Ｆ

電話番号：045-317-8381

営業時間：平日 9:00-21:00 土曜 9:00-18:00 定休日：日祝日

https://www.office-tandk.com/

テレワークプラン：11,000円（税込）

固定デスクプラン：33,000円（税込）

個室プラン：45,000円～（税込）

タイムシェアプラン（ドロップイン）：210円/1時間

換気扇・空気清浄機の設置



62 エキスパートオフィスGRAND新横浜

横浜市港北区新横浜3丁目6番12号 日総第12ビル

電話番号：0120-587-560（共通）

営業時間：24時間

アクセス：JR横浜線・横浜市営地下鉄ブルーラインB7出口より徒歩1分

https://www.expertoffice.jp/area/grand-shinyokohama/

料金詳細は問い合わせにて
スタッフの手洗い・うがいルールの徹底

共有部の消毒拭き作業を定期的に実施

63 エキスパートオフィス新横浜

横浜市港北区新横浜3丁目7番18号

電話番号：0120-587-560（共通）

営業時間：24時間

アクセス：JR横浜線・横浜市営地下鉄ブルーラインB7出口より徒歩1分

https://www.expertoffice.jp/area/shinyokohama/

料金詳細は問い合わせにて
スタッフの手洗い・うがいルールの徹底

共有部の消毒拭き作業を定期的に実施

64 エキ前会議室グレイス

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：24時間365日ご利用可

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/6783475173

ドロップイン：平日  500~900円/1時間  土日祝日 900円/1時間

(ワンルーム最大12名：推奨8名)
換気

65 エキ前会議室アーバン

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：24時間365日ご利用可

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/4922676964

ドロップイン：平日  500~1,200円/1時間  土日祝日 1,500円/1時間

(ワンルーム最大12名)
換気

66 エキ前会議室アクア

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：24時間365日ご利用可

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/4024638943

ドロップイン：平日 500~1,200円/1時間  土日祝日1,500円/1時間

(ワンルーム最大12名)
換気

67 エキ前会議室リーフ

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：24時間365日ご利用可

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/4449172233

ドロップイン：平日 500~1,200円/1時間  土日祝日 1,500円/1時間

(ワンルーム最大12名)
換気

68 オーディン横浜上大岡

横浜市港南区大久保1-17-25

営業時間：営業時間 6:00～24:00

アクセス：京急本線 上大岡駅 徒歩6分

https://www.instabase.jp/space/5358717365

ドロップイン：275～869円／1時間 （ワンルーム最大7名：推奨5名）

69 オープンオフィス横浜金港町

横浜市神奈川区金港町7-3 金港ビル7F

電話番号：0120-965-391（共通）

営業時間：24時間365日ご利用可

アクセス：京急線「神奈川」駅より徒歩2分

https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-

area/opo_yokohama_kinkocho/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有 明記なし

70
オフィスボックスカラオケビッグエコー

たまプラーザ駅前店

横浜市青葉区美しが丘2-15 プラザサウスウエスト2F

電話番号：045-903-2480

営業時間：10:00-5:00

アクセス：田園都市線たまプラーザ駅の北出口より徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置



71
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜プラザ店

横浜市西区南幸2-9-17 P.Aプラザ横浜ビル2・3F

電話番号：045-323-4040

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 14:00-5:00 金・土・祝前日 14:00-6:00

アクセス：JR横浜駅、相鉄出口から徒歩5分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

72
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜関内店

横浜市中区真砂町4-39

電話番号：045-640-6780

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 12:00-5:00 金・土・祝前日 12:00-6:00

アクセス：横浜市営地下鉄 関内駅2番出口正面 徒歩1分

 https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

73
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜西口駅前店

横浜市西区北幸1-1-13コンフォート178ビル2Ｆ

電話番号：045-290-9111

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 12:00-5:00

     金・土・祝前日 12:00-6:00

アクセス：JR横浜駅西口から徒歩5分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

74
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜西口駅前本店

横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜1F

電話番号：045-412-0144

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 10:00-5:00

     金・土・祝前日 10:00-6:00

アクセス：横浜駅西口 徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

75
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜相鉄口駅前2号店

横浜市西区南幸2-15-8

電話番号：045-317-3737

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 11:00-5:00 金・土・祝前日 11:00-6:00

アクセス：横浜駅西口 徒歩3分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

76
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜相鉄口駅前店

横浜市西区南幸1-12-7 横浜西口ビル6F,7F

電話番号：045-410-3450

営業時間：月～木 12:00-5:00 金～日・祝前日 12:00-6:00

アクセス：横浜駅相鉄出口徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

77
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜相鉄口五番街店

横浜市西区南幸 1-5-27

電話番号：045-415-8156

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 10:00-5:00 金・土・祝前日 10:00-6:00

アクセス：JR横浜駅、相鉄線改札みなみ西口方面の出口徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

78
オフィスボックスカラオケビッグエコー

横浜六ッ川店

横浜市南区六ツ川1丁目282-1 カサベルダ六ツ川

電話番号：045-721-5200

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 11:00-2:00 金・土・祝前日 11:00-4:00

アクセス：京浜急行弘明寺より徒歩10分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

79
オフィスボックスカラオケビッグエコー

港南台駅前店

横浜市港南区港南台4-17-4 第二鈴木ビル 3F

電話番号：045-353-8088

営業時間：10:00-5:00

アクセス：港南台駅 徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

１名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求

可能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置



80
オフィスボックスカラオケビッグエコー

綱島店

横浜市港北区綱島西1-11-19 第2綱島名店会館2F

電話番号：045-543-3399

営業時間：11:00-5:00

アクセス：東急東横線・綱島駅西口より徒歩１分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

81
オフィスボックスカラオケビッグエコー

新横浜アリーナ通り店

横浜市港北区新横浜2-3-10 YK-8ビル 7・8Ｆ

電話番号：045-477-1933

営業時間：12:00-5:00

アクセス：JR横浜線または横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅より徒歩5分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

82
オフィスボックスカラオケビッグエコー

新横浜駅前店

横浜市港北区新横浜2-1-19 サザンウインズ新横浜4F

電話番号：045-472-0112

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 11:00-2:00

     金・土・祝前日 11:00-5:00

アクセス：JR新横浜駅北口から徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

83
オフィスボックスカラオケビッグエコー

中山駅前店

横浜市緑区寺山町68-1 ファインクレスト中山2F

電話番号：045-937-7110

営業時間：11:00-5:00

アクセス：JR横浜線中山駅南口徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

84
オフィスボックスカラオケビッグエコー

鶴ヶ峰店

横浜市旭区鶴ケ峰2-20-1 くいーぷビル2Ｆ

電話番号：045-371-7110

営業時間：11:00-5:00

アクセス：鶴ヶ峰駅 徒歩3分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

85
オフィスボックスカラオケビッグエコー

日吉店

横浜市港北区箕輪町2-5-5

電話番号：045-564-0090

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 11:00-3:00

     金・土・祝前日 11:00-5:00

アクセス：東急東横線 日吉駅より徒歩15分・綱島駅15分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

86
オフィスボックスカラオケビッグエコー上大岡駅前

camio店

横浜市港南区上大岡西1-15-1 camio 3F

電話番号：045-843-0002

営業時間：10:00-5:00  定休日：テナントビル休館日

アクセス：上大岡駅より徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

87 カラメル横浜西口店

横浜市西区南幸2-8-11

営業時間：24時間

アクセス：JR横浜駅（出口３）より 徒歩4分

https://colormell.jp/spaces/yokohama-nishiguchi/access/

時間貸し：825円～／時（4名席） 時間貸し：1,375円～／時（6名席）

定期レンタル：要問い合わせ

88 クリエイティブデザインセンター

横浜市西区高島2-11-2スカイメナー横浜2F CDC

電話番号：045-548-6861

営業時間：24時間

アクセス：横浜駅より徒歩3分

http://www.officecdc.jp/

月額：30,000円/1ブース ＋ 共益費 7,500円/人 明記なし



89 クレスト会議室

横浜市中区花咲町1-46-1

営業時間：7: 00-24:00

アクセス：ブルーライン 桜木町駅より徒歩1分

https://upnow.jp/metrominutes/kngw96

時間貸し：277円～／時（6名席） 空気清浄機設置あり

90 コワーキングスペースmaneku

横浜市中区吉田町53新吉田町ビル 5A

電話番号：045-308-7756

営業時間：平日:9:00-20:00 土:9:00-18:00 定休日：日祝日

アクセス：桜木町・関内駅より徒歩5分

https://www.maneku.net/

固定席：（平日利用）12,000円/月 （タイプにより）23,000円～25,000円/月（初期

登録費等別）

91 さくらWORKS

横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F

電話番号：045-664-9009

営業時間：平日7:00～23:00（プランにより異なる）

アクセス：JR関内駅より徒歩5分、みなとみらい線馬車道駅より徒歩5分

https://sakuraworks.org/

ブロンズ会員:7,700円/月  シルバー会員：16,500円/月

（初期費用、年会費、光熱費、共益費等別）ドロップイン：ロング 一般 1,000円/日

ショート 一般 500円/日（2時間）

ドロップインの入室制限あり

92
シェアオフィス【kai横浜】

横浜市西区平沼1丁目3-10

営業時間：24時間

アクセス：相鉄本線 平沼橋駅 徒歩5分

https://kai8rentalspace.net/kai-yokohama/

平日：900円／時 土日祝：1200円／時（8名席） 24時間換気

93 スカイメナー横浜

横浜市西区高島2-11-2

営業時間：7:00-22:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/7377054151

時間貸し：330円～／時（6名席） 定期換気

94 ソフトオフィス関内

横浜市中区弥生町2-15-1    ストークタワー大通り公園Ⅲ 804・1005号室

電話番号：03-5813-5563（管理会社 多摩ソフトウエア有限会社)

営業時間：24時間

アクセス：JR関内駅より徒歩5分

http://www.tamasoft.co.jp/SoftOffice/kannai/

固定席：19,000円/月～

フリーデスクプランもあり
明記なし

95
テレキューブ

MARKISみなとみらい

横浜市西区みなとみらい3丁目5-1

営業時間：平日土日祝7：00-21：00

アクセス：JR根岸線 桜木町駅 徒歩8分

https://telecube.jp/location/mark-is-minatomirai-b4f/

個人登録：275円／15分

法人登録：基本＋重量プラン ・55,000円～／月 ・従量プラン275円／時
常時換気

抗菌コーティング施工済み

96
テレキューブMARKISみなとみらい地下4階

横浜市西区みなとみらい3丁目5−1

営業時間：平日土日祝7:00-21:00

アクセス：みなとみらい線 「みなとみらい駅」より 徒歩1分

https://telecube.jp/location/mark-is-minatomirai-b4f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

97 テレキューブイトーヨーカドー立場店2階

横浜市泉区中田西1-1-15

営業時間：平日土日祝9:00-21:00

アクセス：横浜市営地下鉄ブルーライン「立場駅」より徒歩1分

https://telecube.jp/location/itoyokado-tateba-2f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み



98 テレキューブクイーンズタワーA棟2階

横浜市西区みなとみらい2-3-1

営業時間：平日土日祝8:00-21:00

アクセス：JR、東急東横線、市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩8分

https://telecube.jp/location/queenstower-a-2f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

99 テレキューブ横浜ランドマークタワー3階

横浜市西区みなとみらい2-2-1

営業時間：平日土日祝 8:00-21:00

アクセス：JR「桜木町駅」 より動く歩道徒歩5分

https://telecube.jp/location/yokohama-landmark-tower-3f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

100 テレキューブ相鉄FUTAMATARIVERLIBRARY6階

横浜市旭区二俣川2丁目50番地14

営業時間：平日土日祝8:00-21:00

アクセス：相鉄「二俣川駅」改札口より徒歩2分

https://telecube.jp/location/sotetsu-futamata-river-library-6f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

101 テレキューブ相鉄ライフ三ツ境2階

横浜市瀬谷区三ツ境2番地19

営業時間：平日土日祝 8:00-21:00

アクセス：相鉄「三ツ境駅」改札口より徒歩1分

https://telecube.jp/location/sotetsu-life-mitsukyo-2f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

102 テレキューブ相鉄ライフ二俣川3階

横浜市旭区二俣川1丁目3−2

営業時間：平日土日祝10:00-20:00

アクセス：相鉄「二俣川駅」改札口より徒歩1分

https://telecube.jp/location/sotetsu-life-futamatagawa-3f//

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

103 テレキューブ相鉄二俣川ジョイナステラス2 2階

横浜市旭区二俣川2丁目50番地14

営業時間：平日土日祝8:00~21:00

アクセス：相鉄「二俣川駅」改札口より徒歩1分

https://telecube.jp/location/sotetsu-joinus-terrace2-2f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング施工済み

104 テレワークスペース個室菊名

横浜市港北区菊名6-13

営業時間：24時間

アクセス：JR横浜線 菊名駅より徒歩5分

https://upnow.jp/telespa2/kikuna

時間貸し：330円～／時（1人）

使い放題プラン：9900円～／月

105 テレワークスペース個室戸部

横浜市西区西戸部町2丁目173

営業時間：8:00-22:00

アクセス：京急本線 戸部駅より徒歩7分

https://upnow.jp/telespa2/tobe

時間貸し：330円／時（1人）

使い放題プラン9,900円～／月

106 トール横浜上大岡

横浜市港南区大久保1-17-25グランデ大久保206号室

営業時間：6:00-24:00

アクセス：京急本線 上大岡駅より徒歩5分

https://upnow.jp/nornyokohama/thor-kamiooka

時間貸し：264円～／時（7名席） 空気清浄機設置あり



107 はまルーム桜木町

横浜市中区花咲町1丁目46

営業時間：7:00-23:00

アクセス：JR根岸線 桜木町駅より徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/2781577265

時間貸し：110円～／時（8名席）

108 ビートルビル

横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 SYビル2階

電話番号：045-595-9926

営業時間：平日 8:00-21:00(時短営業）土日祝日 9:00-20:00(時短営業）

アクセス：横浜駅西口より徒歩5分

https://beatlebil.com/

ドロップイン：600円/1時間（最初の2時間）2時間以降 400円シェアオフィス：月額

利用料 8,800円
空気浄化装置設置あり

109 ビジネス＆コミュニティ横浜駅前オフィス

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1    ダイヤビル303

営業時間：24時間営業

アクセス：みなとみらい線横浜駅より徒歩4分

https://business-community-sq.org/

個室ブースプラン：55,000円/月フリーデスクプラン：8,800円/月 明記なし

110 ビジネスエアポート横浜

横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3F

営業時間：平日 8:00～21:00(土日祝日・年末年始・当館指定日は休館)

電話：0120-033-109

アクセス：「横浜」駅東口より徒歩5分(横浜ポルタG出口より徒歩3分)

https://business-airport.net/landingpage/yokohama/

1DAY会員：3,000円/日

アドレス会員：60,000円/月

111 ビステーション新横浜

横浜市港北区新横浜3丁目17番12号    アルファスペース新横浜2階～4階

電話番号：045-534-5420

営業時間：レンタルオフィス（24時間） コワーキングスペース（5:00～24:00）

アクセス：新横浜駅（JR横浜線）より徒歩5分

http://www.bistation.jp/shinyokohama/

[レンタルオフィス]    1名様～6名様まで各種プラン

[コワーキングスペース]    月額会員プラン・ドロップインプランあり

112 ビステーション新横浜

横浜市港北区新横浜3-17-12

電話番号：045-534ｰ5420（受付：9-12:00、13-17:30

営業時間：24時間（受付：9-12:00、13-17:30）

アクセス：新横浜駅 (JR横浜線)より 徒歩5分

https://www.bistation.jp/shinyokohama/

時間貸：共有440円／時、2,200円／日、個室770円／時（1名席）

月額：共有11,000円／月（1名）、専用51,700～360,800円／月（席数により異なる）

※レンタルオフィス利用者は無料でポスト設置

113 ブルーコンパス

横浜市西区平沼一丁目40番1号 嶋森ビル8階

電話番号：045-532-4192

営業時間：9:00-21:00（プランにより異なる）

アクセス：横浜駅東口より徒歩4分

https://bluecompass.co.jp/

ドロップイン：910円/日

正会員：9,800円/月（入会金別途）

女性専用

次亜塩素酸空間除菌脱臭機設置あり

114 ふれあい貸し会議室綱島梅島

横浜市港北区綱島西2-5-13

営業時間：6:00-22:00

アクセス：東急東横線 綱島駅より徒歩4分

https://www.instabase.jp/space/8319504009

時間貸し：110円～／時（12名席）

115 ふれあい貸し会議室上大岡グランデ

横浜市港南区大久保1-17-25

営業時間：6:00-22:00

アクセス：京急本線 上大岡駅より徒歩5分

https://www.instabase.jp/space/1146165545

時間貸し：121円～／時（10名席）



116 ふれあい貸し会議室鶴見ハウス

横浜市鶴見区鶴見中央1-10-3

営業時間：24時間

アクセス：JR鶴見線 鶴見駅より徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/8866183283

時間貸し：121円～／時（12名席）

117 ふれあい貸し会議室日吉坂口屋

横浜市港北区日吉本町1-5-41

営業時間：6:00-23:00

アクセス：東急東横線 日吉駅より徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/7061667626

時間貸し：121円～／時（10名席）

118 ペコラオフィス

横浜市中区住吉町6丁目74 ピージェイ馬車道ビル2F

電話番号：045-264-8877

営業時間：9:00-20:00 定休日：土日

アクセス：みなとみらい線馬車道駅より徒歩4分

http://www.pecoraoffice.com/

シェアオフィス 個室一人用（鍵付き）：40,000円～/月 明記なし

119 マフィス横濱元町

横浜市中区元町2-95-2 元町YNビル 1・2階

電話番号：045-264-4304

営業時間：月～土  8:00-19:00 定休日：日祝日、年末年始

アクセス：みなとみらい線元町・中華街駅より徒歩2分

https://www.maffice.com/facility/yokohama-motomachi/

固定デスク：69,300円/月 フリーデスク：23,100円/月

セレクトプラン：43,670円～/月保育付きシェアオフィス

ドロップイン：300円/30分※一時保育利用者様のみ利用可

明記なし

120 マルナカQ

横浜市港北区新羽町896-1

営業時間：6:00-22:00

アクセス：ブルーライン 新羽駅より徒歩5分

https://upnow.jp/metrominutes/marunakaq3

時間貸し：440円～／時（1名席） 明記なし

121 ミコノス横浜

横浜市保土ケ谷区岩井町11-1

電話番号：080-3505-7851

営業時間：9:00-22:00

アクセス：JR横須賀線 保土ケ谷駅より徒歩1分

https://www.mykonos-yokohama.com/rentalspace

平日昼（月～木・9：00～16：00）：2,600円／時

平日夜（月～木・16：00～22：00）：3100円／時

週末祝日：3900円～／時

122 みなとビュー会議室

横浜市中区山下町26-6

営業時間：8:00-23:00

アクセス：みなとみらい線 元町・中華街駅より徒歩3分

https://upnow.jp/metrominutes/kng0031

時間貸し：1,078円～／時（10名席）
明記なし

123 メズム横浜

横浜市西区高島横浜市西区

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅より徒歩2分

https://www.spacemarket.com/spaces/mezmyokohama/rooms/uKaT9TLZ9GgRJX

oh

平日：1,155円～／時（6名席）

休日：1,501円～／時

124 よりみちベース

横浜市中区真砂町2-12 関内駅前第一ビルB1Fグルメプラザ内

営業時間：平日:9:00-19:00  土曜:10:00-18:00  祝日:10:00-18:00

     定休日：日

アクセス：JR関内駅より徒歩1分

http://yorimichibase.com/

ドロップイン：540円/日(税込）

月額料金：6,980円/月(税込）
空気清浄機設置あり



125 ランドプレイス関内

横浜市中区吉田町3-11-302

営業時間：24時間

アクセス：JR根岸線 関内駅より徒歩3分

https://landplace.jp/space_area/yokohama/

時間貸し（00:00-18:00）：580円～／時※土日祝割増料金（6名席）

時間貸し（18:00-24:00）：800円／時

126
リージャス

横浜スカイビルビジネスセンター

横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル 20F

電話番号：0120-965-391

営業時間：平日8:30-18:00

アクセス：みなとみらい線横浜駅東口より直結

https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-area/sky-building/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有
空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

127
リージャス

横浜ブルーアベニュービジネスセンター

横浜市西区みなとみらい4-4-2横浜ブルーアベニュー 12F

電話番号：0120-965-391

営業時間：平日8:30-18:00

アクセス：みなとみらい線新高島駅3番出口より徒歩3分

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/rg-yokohama-blueavenue/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有 空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

128
リージャス

横浜ランドマークタワービジネスセンター

横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー20F

電話番号：0120-965-391

営業時間：平日8:30-18:00

アクセス：JR桜木町駅より動く歩道で徒歩5分

https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-area/landmark-

tower/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有
空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

129
リージャス

横浜ランドマークプラザビジネスセンター

横浜市西区みなとみらい2-2-1    横浜ランドマークプラザ5F

電話番号：0120-965-391

営業時間：平日8:30-18:00

アクセス：JR桜木町駅より動く歩道で徒歩5分

https://www.regus-office.jp/area-serch/landmark-plaza/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有
空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

130
リージャス

横浜駅西口ビジネスセンター

横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル6F, 9F

電話番号：0120-965-391

アクセス：JR横浜駅より徒歩3分

https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-

area/yokohama_nishiguch/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有 空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

131
リージャス

関内ビジネスセンター

横浜市中区尾上町4-57 尾上町ビルディング8F

電話番号：0120-965-391

アクセス：JR関内駅北口より徒歩3分

 https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-area/kannai/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有 空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

132
リージャス

新横浜スクエアビジネスセンター

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエア 14F

電話番号：0120-965-391

アクセス：JR東海道・山陽新幹線、横浜線新横浜駅より徒歩1分

https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-

area/shinyokohama-square/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有
空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）

133 リージャス新横浜ビジネスセンター

横浜市港北区新横浜2-5-14 WISE NEXT 新横浜 3F

電話番号：0120-965-391

アクセス：新幹線・JR新横浜駅北口より徒歩5分

https://www.regus-office.jp/area-serch/yokohama-minatomirai-area/shin-

yokohama/

完全個室オフィス/シェアオフィス/コワーキング各種プラン有
空気清浄機設置あり

飛沫対策シート貸し出しあり（有料）



134 リンツ横浜

横浜市西区平沼1-40-17

営業時間：8:00-22:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅より徒歩6分

https://www.spacemarket.com/spaces/-mihefmc7kiqn4um

平日：2,079円～／時（6名席）

休日：2,887円～／時

135 レンタルスペース「スクルド戸塚」

横浜市戸塚区上倉田町999-2 スリーナイン上倉田

営業時間：6:00-24:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 戸塚駅より徒歩7分

https://upnow.jp/nornyokohama/skuld-totsuka

時間貸し：748円～／時（5名席）
空気清浄機設置あり

136 レンタルスペースマイティーハウス

横浜市都筑区見花山29-1

電話番号：045-941-4610

営業時間：10:00-19:00

アクセス：グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅より徒歩10分

https://www.mighty-house.jp/

時間貸し：500円／時（1日単位レンタルあり）

137 ワンコイングリッシュ横浜校

横浜市西区南幸2-20-5

電話番号：045-565-9170

営業時間：13:00-18:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅より徒歩5分

https://www.instabase.jp/space/4284609901

時間貸し：1,320円／時（半個室6名席）

138 横浜アントレサロン

横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7階

電話番号：045-316-1366

営業時間：平日 8:00-21:00 土曜 9:00-18:00 定休日：日祝日

アクセス：JR横浜駅より徒歩4分

https://entre-salon.com/salon/yokohama/

フリーデスクプラン：9,505円

バーチャルオフィスプラン：3,800円 個室プラン：50,000円～

無料オープンラウンジあり

139 横浜ビジネスポート

横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル4階

電話番号：045-227-4230

営業時間：レンタルオフィス 24時間

シェアオフィス 7:45-23:00 定休日：土日祝日・年末年始

アクセス：みなとみらい線「日本大通駅より徒歩2分

https://www.mtg-mbp.co.jp/office_yokohama/

[レンタルオフィス]38,000円/月～ [シェアオフィス]1,000円/月～

140 横浜ヒューリックみなとみらい

横浜市中区桜木町1-1-7    ヒューリックみなとみらい10階

電話番号：045-228-5100

営業時間：24時間（プランにより異なる）

アクセス：JR桜木町駅北口より直結

https://www.servcorp.co.jp/ja/locations/yokohama/toc-minato-mirai/

バーチャルオフィス：34,000円/月専用デスク：50,000円/月

141 横浜駅東口会議室

横浜市西区平沼1丁目40-17

営業時間：7:00-22:00

アクセス：相鉄本線 平沼橋駅より徒歩7分

https://www.instabase.jp/space/135132666

時間貸し：352円～／時（14名席）
明記なし

142 横浜会議室

横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-7

営業時間：4:00-24:00

アクセス：みなとみらい線 横浜駅より徒歩3分

https://www.instabase.jp/space/7802927426

時間貸し：451円～／時（10人席）



143 横浜都筑ビジネス＆コミュニティ

横浜市都筑区見花山1-30見花山ビル

電話番号：045-949-0533

営業時間：8:00-22:00

アクセス：横浜市営地下鉄グリーンライン都筑ふれあいの丘駅より徒歩5分

https://business-community-sq.org/

ドロップイン:200円/1時間

専用デスクプラン：21,000円/月

フリーデスクプラン：5,250円/月

明記なし

144 加瀬のシェアオフィス菊名モデル

横浜市港北区菊名6-13-53プラザコーシン菊名マンション2階

電話：045-477-2201

営業時間：平日9:00‐18:00

アクセス：JR横浜線・東急東横線「菊名駅」駅より徒歩3分

https://office.kasegroup.co.jp/shared/roomInfo/kikuna/

月額料金：37,400円～/月 明記なし

145 会議室Y’sBOX横浜

横浜市神奈川区台町13-11

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅より徒歩4分

https://www.ys-box-yokohama.net/

時間貸し：1,000円／時（8人席）

146 個室型ワークブース鶴見

横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17

営業時間：5:00-24:00

アクセス：京急鶴見駅より徒歩2分

https://upnow.jp/metrominutes-2/tsurumi-11

時間貸し：343円／時（1名席）

147 戸塚会議室

横浜市戸塚区戸塚町4018-1

電話番号：0120-934-505

営業時間：平日7:30-20:30

アクセス：戸塚駅より徒歩3分

https://zxy.work/location/totsuka/?utm_source=google-mybusiness

Monthlyプラン：82,000円～／月（4名～）

シェアオフィス：150円～／15分

148 語楽塾リトルヨーロッパ横浜校

横浜市西区岡野1-12-18

電話番号：045-314-9239

営業時間：11:30-20:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅より徒歩6分

https://www.instabase.jp/space/4280805902

時間貸し：1,100円／時（3名席）
飛沫感染防止アクリル板貸し出し：220円／時

149 桜木町FRIENDSⅥ

横浜市中区花咲町1-46-1

営業時間：5:00-24:00

アクセス：JR根岸線 桜木町駅より徒歩1分

https://upnow.jp/friendshachiouji/sakuragicho

平日：814円／時 土日祝：976円／時（12名席）
明記なし

150 桜木町アントレサロン

横浜市中区桜木町1丁目101番地1 クロスゲート7階

電話番号：045-664-1455

営業時間：平日 8:00-21:00 土曜 9:00-18:00 定休日：日祝日

アクセス：JR桜木町駅南改札・伊賀市口より徒歩1分

https://entre-salon.com/salon/sakuragicho/

フリーデスクプラン：9,505円

バーチャルオフィスプラン：3,800円無料オープンラウンジあり

151 桜木町ワークスペース

横浜市中区花咲町1-46-1

営業時間：7:00-24:00

アクセス：ブルーライン 桜木町駅より徒歩1分

https://upnow.jp/metrominutes/kngw96

時間貸し:277円～／時（6名席）

８時間以上利用時：237円～／時 空気清浄機設置あり



152 新横浜ホールＢ・加瀬の自習室

横浜市港北区新横浜3-19-14

電話番号：045-478-4758

営業時間：[新横浜ホールB]8:00-22:00 [加瀬の自習室]7:00-23:00

アクセス：JR横浜線 新横浜駅より徒歩3分

https://kaigi.kasegroup.co.jp/build/c0019291.php

［新横浜ホールB］：4,860円／時

［加瀬の自習室（テレワーク・コワーキングスペース）］

ワンデイプラン：1,200円／日 フルタイムプラン：5,900円～／月

153 美しが丘ワーキングスペース

横浜市青葉区美しが丘1丁目8番地1    CO-NIWAたまプラーザ

電話番号：045-285-1090

営業時間：平日 10:00-18:00  定休日：土日祝日、5/1、9/2、年末年始

アクセス：東急田園都市線たまプラーザ駅より徒歩5分

https://www.selun.ne.jp/share/

フリーワークスペース（基本）：600円/1時間  会議室（1室）：2,000円/1時間

フリーワークスペース＋キッズルーム：900円/1時間

（お子さまおひとり）キッズルーム（対象：生後6か月～3歳未満）

154 勉強カフェ横浜関内スタジオ

横浜市中区尾上町3ｰ35 横浜第一有楽ビルB1F

電話番号：045-263-6541

営業時間：平日：7:00-23:00    土曜日：7:00-22:00    日曜日・祝日：7:00-20:00定休

日：年末年始（他に数回）

アクセス：JR京浜東北・根岸線「関内」駅北口より徒歩2分

https://www.benkyo-cafe.net/studio/yokohama-kannai/

月会費：フルタイム・16,480円（税別）

一時利用：500円/1時間 2,500円/1日（税別）

155 横浜の格安貸し会議室【BASE】

横浜市西区高島2-11-2

電話番号：050-5532-4384

営業時間：7:30-23:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 横浜駅より徒歩2分

https://cs-space.net/room/base/

時間貸し：500円～／時（10名席）
空気清浄機設置あり

156 横浜の貸し会議室【ワイナリー】

横浜市西区南幸2-20-12

電話番号：050-5532-4384

営業時間：7:00-23:00

アクセス：相鉄本線 平沼橋駅より徒歩5分

https://cs-space.net/room/winary

時間貸し：500～／時（12名席）
空気清浄機設置あり

1 オフィスAMOREA

川崎市多摩区登戸1919

小田急線「向ケ丘遊園」駅より徒歩2分

電話番号：044-299-6715

営業時間：8:00～22:00

http://www.a-more-a.jp/office/

コワーキンフスタンダード：14,300円／月

コワーキングライト：8,800円／月

ドロップイン：550円～／時

2 BOILwork

川崎市高津区溝口3-2-5

東急田園都市線 高津駅 徒歩3分

電話番号：044-819-0470

営業時間：8：00～21：00（ドロップインの場合9：00～18：00）

https://boilboilboil.jp/

1,650円～／月

ドロップイン 550円／時 3,300円／日
感染症対策の為、ドロップイン・貸会議室の営業時間は

10：00~21：00(当面の間)

3 cocony武蔵小杉

川崎市中原区小杉町3-5

武蔵小杉駅より徒歩5分

電話番号：050-5480-4142

営業時間：5：00～23：00

https://www.instabase.jp/space/5354944800

398～598円／時 明記なし

4 GS川崎貸会議室

川崎市川崎区駅前本町18−1

京急本線 京急川崎駅 徒歩1分

営業時間：6：00～24：00

https://upnow.jp/gsspace/kawasaki01

時間貸し:平日 844円／時

    休日 1,078円／時

川崎市



5 H¹T川崎

川崎市川崎区駅前本町26-4 ラウンドクロス川崎8階

営業時間：平日 8:00-20:00 定休日：土日祝日

https://www.h1t-web.com/desk/desk_search8.html

15分150円～（要法人契約）

6 ivyCafeNEIGHBOR&WORK

川崎市高津区溝口2丁目27-6

営業時間：6:00～17:00 定休日：不定休

 https://www.ivycafe.jp/

オープニングプラン：1回利用ごとに490円フリープラン：3,990/月で使い放題

各種プランあり
明記なし

7 LeaF川崎自習室

川崎市川崎区小川町2-7 アイヴィータワー 7階

電話番号：044-201-4655

営業時間：7:00-23:30（コースによって利用時間に制限有）

https://www.leaf-j.com/kawasaki/

時間貸：500円/1時間 2,000円/日

自由席：FA-Dコース 6,910円/月

指定席：Economy 14,364円/月 その他各種プランあり

8 NAGAYAかわさき

川崎市幸区幸町2丁目593番 モリファーストビル4F

電話番号：044-511-1022

営業時間：6:00-24:00（プランによって制限あり）

https://www.nagayaoffice.com/kawasaki/

オープンスペース・メンバー：フルタイム 15,000円/月（税別） 明記なし

9 NewWork鷺沼

川崎市宮前区鷺沼3-2-9 鷺沼センタービル6F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

https://www.newwork109.com/post/store/1597

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）定額制プラ

ン：基本料金・月額30,000円/ライセンス

10 NewWork川崎

川崎市川崎区駅前本町5-2 大星川崎ビル6F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

https://www.newwork109.com/post/store/571

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）定額制プラ

ン：基本料金・月額30,000円/ライセンス

11 NOBORITOARCH

川崎市多摩区登戸1919

小田急線 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分

電話番号：044-299-6131

営業時間：7:00～20：00（火曜定休日）

https://www.instabase.jp/space/3773020287

時間貸し:4,998円／時 明記なし

12 nokutica

川崎市高津区下作延1-1-7

電話番号：044-920-9084

営業時間：24時間（契約タイプにより制限有）

http://nokutica.com/

レンタルスペース大:1,320円/30分(12名)

レンタルスペース小: 660円/30分(6名)

人数制限(9月12日まで)

レンタルスペース(小):最大6名→最大4名

レンタルスペース(大):最大12名→最大6名

13 OfficeMotosumi

川崎市中原区木月1-32-3 内田マンション2階

電話番号： 044-863-8413

営業時間：24時間

http://motosumi.jp/

専用デスクプラン：27,000円/月フリーデスクプラン：8,000円/月



14 SoloTime溝の口

川崎市高津区溝口1丁目8番21号 溝口フジビル2階

営業時間：平日 7:30-21:30 土日祝 9:00-18:00

https://solotime.jp/archives/locations_item/locations_item-1798

従量課金プラン：700円/1時間（要法人契約）女性専用エリアあり

15 SoloTime川崎

川崎市川崎区駅前本町11-1  パシフィックマークス川崎5F

営業時間：平日 8:00-22:00 土日祝 10:00-18:00

https://solotime.jp/archives/locations_item/locations_item-1225

従量課金プラン：700円/1時間（要法人契約）女性専用エリアあり

16 SoloTime武蔵小杉

川崎市中原区小杉町3丁目430-19KFBビルディング 6階・7階

営業時間：平日 7:00-24:00 土日祝 9:00-18:00

https://solotime.jp/archives/locations_item/locations_item-700

従量課金プラン：700円/1時間（要法人契約）女性専用エリアあり

17 U-SPACE川崎店

川崎市宮前区東有馬1-1-9

電話番号：044-860-4322

営業時間 10：00～17：00

アクセス：宮前平駅 (東急田園都市線) 徒歩18分

https://www.u-space.com/rentalspace/kawasaki/

3,000円～/日（1名）

※フリードリンク付き

18 ZXY栗平

川崎市麻生区栗平2-1-6    小田急マルシェ栗平 2F

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/kurihira/

Share（従量課金制）：150円～／15分 （要法人契約）

19 ZXY溝の口

川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ 1ビル 8F

営業時間：平日 8:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/mizonokuchi/

Share（従量課金制）：150円～／15分（要法人契約）

20 ZXY鷺沼

川崎市宮前区鷺沼3-1-26 増美屋ビル 5F

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/saginuma/

Share（従量課金制）： 150円～／15分（要法人契約）

21 ZXY新百合ヶ丘

川崎市麻生区万福寺1-2-3  農住ビルアーシス 4F

営業時間：平日 8:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/shin-yurigaoka/

Share（従量課金制）：150円～／15分（要法人契約）

22 ZXY川崎東口

川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎 13F

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/kawasaki-higashiguchi/

Share（従量課金制）：150円～／15分（要法人契約）



23 ZXY川崎東口2

川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン 8F

営業時間：平日 8:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/kawasaki-higashiguchi2/

Share（従量課金制）：150円～／15分 （要法人契約）

24 ZXY武蔵小杉

川崎市中原区小杉町3-13  テニメントこすぎ 1F

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/musashi-kosugi/

Share（従量課金制）： 150円～／15分（要法人契約）

25 アイビー会議室

川崎市川崎区小川町17-14

JR東海道本線(東京～熱海) 川崎駅 徒歩4分

電話番号：080-1056-6110

営業時間：8：00～23：00

https://upnow.jp/metrominutes/kng0025

時間貸し:858円～／時

26 いいオフィス元住吉byとなりの.

川崎市中原区西加瀬５−１フロール元住吉 1階

営業時間:火曜～土曜10:00 - 20:00 L.O.19:30

祝日10:00 - 18:00 L.O.17:30

電話番号：044-386-1599

アクセス：東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩8分

https://e-office.space/motosumishi-by-tonarino/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:100円～/2時間+1オーダー制  150円/延⾧利用（2時間以上1時間

毎）

27 いいオフィス向ヶ丘遊園byAMOREA

川崎市多摩区登戸1919 エムアンドアールビル3階 4階

営業時間:月～日10:00 - 21:00 祝日休館

電話番号：044-299-6715

アクセス：小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」北改札口から徒歩2分

https://e-office.space/mukougaokayuen-by-amorea/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:500円/1時間  2,000円/日

28 いいオフィス溝の口byone/エヌアセット

川崎市高津区溝口1丁目 14-8 石原ビル1・2F

営業時間:月～日10:00 - 18:00 最終受付17:00  ・不定休

電話番号：044-948-5033

アクセス：田園都市線溝の口駅 / JR南武線武蔵溝ノ口駅から徒歩5分

https://ii-office.jp/mizonokuchi-by-n-asset/

定額:【フルタイム】19,800円/月 【プレミアム会員（全店利用可）】20,000円～/月

ドロップイン利用:500円～/1時間  3,000円/日  防音個室：400円/30分

29 ウッドサイド３９

川崎市多摩区枡形1-15

小田急線 向ヶ丘遊園駅 徒歩12分

電話番号：044-935-0027

営業時間：8:00～22:00

https://www.woodside39.com/

時間貸し:

8:00～18:00

月～金 1500円／時、土日祝 1800円／時

18:00～22：00

月～木 2100円／時、金日祝 2500円／時、土 2700円／時

30 おうちWorkSpace武蔵小杉

川崎市中原区新丸子東2-886

東急東横線 新丸子駅 徒歩4分

営業時間：5：00～23：59

https://www.spacee.jp/listings/15920

時間貸し:平日 500円～（時間帯で変動あり）

    休日 800円～（時間帯で変動あり）

31
オフィスボックスカラオケビッグエコー

京急川崎駅前店

川崎市川崎区駅前本町15-13 養老の瀧川崎会館

電話番号：044-230-5500

営業時間：月・火・水・木 12:00-5:00    金 12:00-6:00

土 11:00-6:00 祝前日12:00-6:00 日祝日 11:00-5:00

アクセス:京浜急行線京急川崎駅 徒歩30秒

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付



32
オフィスボックスカラオケビッグエコー

溝の口駅前店

川崎市高津区溝の口1-8-7 溝の口プライムB1,2F

電話番号：044-813-2515

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 10:00-5:00

金・土・祝前日 10:00-6:00

アクセス：溝の口駅 徒歩5分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

33
オフィスボックスカラオケビッグエコー

川崎東口駅前店

川崎市川崎区駅前本町6-3 川崎三和東洋ビル

電話番号：044-221-8655

営業時間：月・火・水・木 11:00-5:00    金 11:00-6:00

土 10:00-6:00 祝前日11:00-6:00 日祝日 10:00-5:00

アクセス:京急川崎駅 徒歩3分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

34
オフィスボックスカラオケビッグエコー

武蔵新城店

川崎市中原区新城3-2-3 アクセスビル2F

電話番号：044-777-7717

営業時間：10:00-5:00

アクセス:JR武蔵新城駅南口 徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

35 シティライフカンファレンス

川崎市中原区新丸子東3-946-2

東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩2分

電話番号：

営業時間：9:30～18：30（定休日：毎週水曜、第一第三火曜日）

http://city-life.jp/conference/

時間貸し:3,300円／時（10名 最大15名前後） 明記なし

36 スポロスタジオ

川崎市高津区溝口2-14-2

東急田園都市線 溝の口駅 徒歩2分

営業時間：24時間

https://www.instabase.jp/space/2517029337

時間貸し:2,200円～／時

37 スポロスタジオ
川崎市高津区溝口2-14-2

東急田園都市線 溝の口駅 徒歩2分

38

テレキューブイトーヨーカドー川崎港町店1階 川崎市川崎区港町１２−１

営業時間：平日土日祝10:00~21:00

アクセス：京急電鉄「鈴木町駅」より徒歩3分

https://telecube.jp/location/itoyokado-kawasakiminatomachi-1f//

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

39
テレキューブセブン-イレブンミューザ川崎フロア

ツー店

川崎市幸区大宮町1310番地ミューザ川崎2F

営業時間：平日土日祝8:00～21:00

アクセス：JR川崎駅西口から徒歩3分

https://telecube.jp/location/seven-eleven-muzakawasakifloor2/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

40
テレキューブセブン-イレブン川崎中原区役所前店

川崎市中原区小杉町3-247-1

営業時間：平日土日祝7:00~21:00

アクセス：JR・東急電鉄「武蔵小杉駅」徒歩約6分

https://telecube.jp/location/seven-eleven-kawasakinakaharakuyakusyomae/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分



41 ネスティングパーク黒川キャビン

川崎市麻生区南黒川4-2

電話番号：0422-30-5800

営業時間：24時間

https://cabin.nestingpark.jp/

デスク：10,000円/月 ブース：18,000円～/月 ルーム 32,000円～/月

42 ふれあい貸し会議室川崎砂子

川崎市川崎区砂子2-8-1

JR東海道本線(東京～熱海) 川崎駅 徒歩5分

営業時間：7:00~23:00

https://www.spacee.jp/listings/15589?neighborhood=%E5%B7%9D%E5%B4%8E&n

eighborhood_word=%E5%B7%9D%E5%B4%8E

平日 100円～（時間により変動あり）

休日 100円～（時間により変動あり）

43 ふれあい貸し会議室武蔵小杉菱栄

川崎市中原区新丸子東2−896−41

JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩5分

営業時間：4:00～23：59

https://www.spacee.jp/listings/18748

平日 100円～（時間により変動あり）

休日 100円～（時間により変動あり）

44 ミックス会議室

川崎市川崎区本町1丁目8-3

京急本線 京急川崎駅 徒歩3分

営業時間：7:00～22：00

https://upnow.jp/metrominutes/mix

時間貸し:660円／時

45 レンタル仕事部屋

川崎市多摩区枡形2-21-9

営業時間：24時間

アクセス：向ヶ丘遊園駅 (小田急線) 徒歩12分

https://www.instabase.jp/space/4016515887

時間貸し：499円～／時（2名席）

46 会議処＊Links新丸子駅前

川崎市中原区新丸子町732-2

東急東横線 新丸子駅 徒歩1分

電話番号：050-5374-6773

営業時間：24時間

https://links-schoolcenter.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

時間貸し:750円～／時（時間対帯により変動あり） 明記なし

47 鹿島田DAYS

川崎市幸区鹿島田1丁目10-2

電話番号：044-280-7333

営業時間：10:00-18:00

https://www.kashimada-days.com/

コワーキングタイム：500円/1時間 1,000円/3時間まで 2,000円/日（税別）

48 川崎アントレサロン

川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル4階

電話番号：044-244-7340

営業時間：平日 8:00-21:00  土曜 10:00-18:00  定休日：日祝日

https://entre-salon.com/salon/kawasaki/

フリーデスクプラン：9,505円

バーチャルオフィスプラン：3,800円個室プラン：50,000円

無料オープンラウンジあり 事前に検温して体調に関するアンケート回答必須

49 川崎会議室

川崎市川崎区駅前本町18-1

京急本線 京急川崎駅 徒歩1分

営業時間：24時間

https://www.spacee.jp/listings/16021

時間貸し:平日 660円～／時（時間により変動あり）

    休日 1,320円／時
明記なし



50 創荘-soso-

川崎市川崎区日進町3-4 unicoA 407

電話番号：044-246-9868

営業時間：8:30-22:00（契約タイプによって異なる）

https://soso.works/

フリーメンバー：月額：12,000円（税抜）ライトメンバー：月額：7,000円（税抜）

ビジネスメンバー：月額：30,000円（税抜）
明記なし

51 勉強カフェ溝の口スタジオ

川崎市高津区溝口1-1-30 溝の口ブロックス2F

電話番号：044-866-2333

営業時間：平日：6:00-23:00 土曜日：9:00-22:00  日曜日・祝日：9:00-20:00

     定休日：年末年始（他に数回）

https://www.benkyo-cafe.net/studio/mizonokuchi/

月会費：フルタイム・16,480円（税別）

一時利用：500円/1時間 2,500円/1日（税別）

52 勉強カフェ武蔵小杉スタジオ

川崎市中原区小杉町2-226-4 オフィスム武蔵小杉3F

電話番号：044-322-8772

営業時間：平日：7:00-22:30    土曜日：7:00-22:00

     日曜日・祝日：7:00-20:00 定休日：年末年始（他に数回）

アクセス：東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅徒歩6分

https://www.benkyo-cafe.net/studio/musashi-kosugi/

月会費：フルタイム・19,800円（税別）

一時利用：600円/1時間 3,000円/1日（税別）

1 GS会議室藤沢駅南口店・ブルー

藤沢市南藤沢3−5山の手ビル301号

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 藤沢駅より徒歩2分

https://upnow.jp/gsspace/fujisawa01

平日：1,298円／時 休日：1,496円／時 （12名席）

2 GS会議室藤沢駅南口店・イエロー

藤沢市南藤沢3-5 山の手ビル306号室

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 藤沢駅より徒歩2分

https://upnow.jp/gsspace/fujisawa02

平日：1,298円／時 休日：1,496円／時 （8名席）

3 NEKTONFUJISAWA

藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル4F

電話番号：0466-47-8673

営業時間：平日：9:00~22:00   毎週水曜 14:30~22:00  土日祝日：10:00~22:00

アクセス：藤沢駅南口徒歩3分のコワーキングスペース

https://nekton.life/nekton-fujisawa/

一ヶ月会員：13,200円    ドロップイン（2時間）：600円 提携託児サービス有

4 NEKTONKITAGUCHI

藤沢市藤沢1009-6 中島ビル3F

電話番号：0466-54-7941

営業時間：平日：9:00−17:00 土日祝日：10:00−17:00 (会員24h利用可能)

アクセス：藤沢駅北口8分のコワーキングオフィス

https://www.nekton.life/nekton-kitaguchi/

一ヶ月会員：13,200円    ドロップイン（2時間）：600円固定席：22,000円

喫煙スペースあり 提携託児サービス有

5 NEKTONSHONAN

藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE 7F

電話番号：070-6670-5581

営業時間：平日：10:00-21:00 (年中無休)

アクセス：藤沢駅南口徒歩1分のコワーキング・スポット

https://www.nekton.life/nekton-shonan/

一ヶ月会員：13,200円    ドロップイン（2時間）：600円同ビルに藤沢南市民図書館あ

り（蔵書12万）

藤沢市



6 NEKTONTSUJIDOU

藤沢市辻堂新町1-1-2

電話番号：0466-90-3757

営業時間：平日9：00-18：00 会員：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 辻堂駅より徒歩1分

https://nekton.life/tsujidou/

一ヵ月会員：13,200円 ドロップイン（2時間）：600円

レンタルオフィス：49,500円～／月

7 NewWork藤沢（3F・4F)

藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル3F・4F

営業時間：8:00-21:00

定休日：土日祝日

アクセス：藤沢駅 南口 徒歩4分

https://www.newwork109.com/post/store/851

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）定額制プラ

ン：基本料金・月額30,000円/ライセンス

8 SoloTime藤沢

藤沢市藤沢388番地富士ビル本舘 8階

営業時間：平日 7:00-22:00、土日祝 9:00-21:00

アクセス：JR藤沢駅北口より徒歩3分

https://solotime.jp/archives/locations_item/locations_item-1701

従量課金プラン：700円/1時間（要法人契約）女性専用エリアあり

9 いいオフィス藤沢byNEKTONFUJISAWA

藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル4F

営業時間：月～金9:00 - 22:00 土日 10:00 - 22:00

電話番号：0466-47-8673

アクセス：藤沢駅南口より徒歩3分

https://e-office.space/fujisawa-by-nektonfujisawa/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:600円/2時間  1,500円/日

10 いいオフィス藤沢byNEKTONKITAGUCHI

藤沢市藤沢1009-6 中島ビル3F

営業時間:月水金 9:00～17:00

電話番号：0466-54-7941

アクセス：藤沢駅北口徒歩5分

https://e-office.space/fujisawa-by-nektonkitaguchi/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:600円/2時間  1,500円/日

11 いいオフィス藤沢bytheKAIDANfujisawa

藤沢市南藤沢7-2

営業時間：月～金10:00 - 18:00 土日祝日休館

電話番号：070-3960-0532

アクセス：藤沢駅南口 徒歩3分

https://ii-office.jp/fujisawa-by-kaidanfujisawa/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:1,000円/2時間  3,000円/日

12
オフィスボックスカラオケビッグエコー湘南台駅前

西口店

藤沢市湘南台2-4-7 東横ビル湘南台2Ｆ

電話番号：0466-43-8007

営業時間：10:00-5:00

アクセス：小田急線湘南台駅 西口Ｃ出口から徒歩５秒

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

13 オフィスボックスカラオケビッグエコー藤沢駅前店

藤沢市南藤沢2-1-2 藤沢プライムビル4F

電話番号：0466-55-1540

営業時間：11:00-5:00

最寄駅：藤沢駅北口徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

14 シードハウスコワーキング

藤沢市湘南台3丁目7-4

電話番号：0466-46-1235

営業時間：月・水～金 10:00-17:00 火 13:00-17:00 定休日：土日祝日

アクセス：湘南台駅徒歩2分のコアワーキングスペース

https://seedhouse.co.jp/cw

会員制：月額5,500円（税別）

ドロップイン：1部屋2名 1,500/1時間 会議室は半個室
明記なし



15

テレキューブイトーヨーカドー藤沢店3階
藤沢市鵠沼石上1-10-1

営業時間：平日土日祝09:00~20:00

アクセス：JR東海道線「藤沢駅」南口より徒歩8分

https://telecube.jp/location/itoyokado-fujisawa-3f/

個人：275円／15分

法人：・基本+従量プラン 55,000円～/月 ・従量プラン 275円／15分

常時換気

抗菌コーティング実施済み

16 ネクトン弥勒寺

藤沢市弥勒寺2-6-4

電話番号：0466-90-5701

営業時間：9：00-19：00 日祝9：00-17：00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 藤沢駅より徒歩16分

https://nekton-mirokuji.com/

ドロップイン（チケット制）：500円／時

固定席：35,000～／月 空気清浄機設置あり

17 フレックス藤沢鵠沼店

藤沢市鵠沼海岸1-14-2 ヴィラ鵠沼402

営業時間：8：00-21：00

アクセス：小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅より徒歩4分

https://upnow.jp/flexxkugenuma/fujisawa

平日：990円／時 休日：1,100円／時（5名席）

18 湘南T-SITESHARELOUNGE

藤沢市辻堂元町6丁目20番-1

電話番号：0466-31-1528

営業時間：8:00-21:00(最終受付20:00）

アクセス：藤沢駅北口2番バスのりばから約15分、「藤沢SST前」より徒歩約1分

https://store.tsite.jp/shonan/floor/shop/sharelounge/

700円/1時間（延⾧30分 350円） 3,000円/日席予約アプリあり 1,800円/3時間パック

19 藤沢ミニマルオフィス102

藤沢市藤沢88

営業時間：8：00-23：00

アクセス：藤沢駅より徒歩7分

https://upnow.jp/metrominutes/kngw97

時間貸：162円／時（3名席）

20 BIZcomfort湘南藤沢

藤沢市藤沢971-3 バール湘南５F

電話番号:03-5７89-3325

営業時間:24時間

https://bizcomfort.jp/kanagawaken/shonanfujisawa.html

28,600円～/月

21 resoffice Coworking space in Shonan Fujisawa

藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル3F

電話番号:0466-41-9771

営業時間:7：00-23：00

https://resoffice.jp/info/company/

6,050円～/月

ドロップイン:1,980円～/時
明記なし

22 resoffice.PLUS南藤沢

神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル3F

電話番号:0466-41-9771

https://plus1.resoffice.jp/info/company/

37,620円～/月 明記なし

1 GokurakujiBase

鎌倉市極楽寺3-11-1

電話番号：090-3448-8023

営業時間：9:00-18:00

アクセス：江ノ島電鉄線 極楽寺駅より徒歩3分

https://www.instabase.jp/space/3142137117

時間貸：1,760円／時（5名席）

鎌倉市



2 NEKTONOFUNA

鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル4F

電話番号：0467-53-8100

営業時間：平日：8：30-20：00

     土日祝日：8:30～19:00 定休日：年末年始、他

http://www.nespa-ad.co.jp/nekton/

料金 6ヶ月会員：50,000円  1年会員：100,000円   ドロップイン（2時間）：500円

(1日）：1000円

3 NewWork鎌倉

鎌倉市御成町11番32号 日建ビル鎌倉4F

営業時間：8:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：鎌倉駅西口より徒歩1分

https://www.newwork109.com/post/store/1793

完全従量制プラン：基本料金なし/1時間700円（税別）（要法人契約）定額制プラ

ン：基本料金・月額30,000円/ライセンス

4 OpenNetworkSpaceKAMAKURA

鎌倉市材木座5丁目12-8

営業時間：8:30-23:30

アクセス：鎌倉駅より徒歩20分

https://onlab.jp/incubation-space/

月額契約利用ほか、短期貸切利用可能 明記なし

5 SatelliteROKUJIZO

鎌倉市由比ガ浜1丁目3-5-1

電話番号：0467-53-8583

営業時間：8:00-22:00

アクセス：JR横須賀線鎌倉駅西口より徒歩7分

https://satelliteyuigahama.com/rokujizo/

ドロップイン：3,500円/1日 STUDIO：賃料 20,000円/月（税別） BOOTH：賃料

40,000円/月（税別）

6 SatelliteYUIGAHAMA

鎌倉市⾧谷2-1

電話番号：0467-53-8583

営業時間：8:00-22:00（プランにより異なる）

アクセス：江ノ電由比ガ浜駅より徒歩1分

https://satelliteyuigahama.com/yuigahama/

ドロップイン：2,500円/1日 STUDIO：賃料 15,000円/月（税別） BOOTH：賃料

25,000円/月（税別）

7 ThinkSpace鎌倉

鎌倉市稲村ガ崎2-10-21

電話番号：0467-37-9624

営業時間：5:00-21：00（プランにより異なる）

アクセス：江ノ電稲村ヶ崎駅より徒歩5分

https://thinkspace.jp/

ドロップイン：1,500円/3時間（税別）プレミアム会員：28,000円/月（税別）

8 ThinkSpace鎌倉

鎌倉市稲村ガ崎2-10-21

電話番号：0467-37-9624

営業時間：24時間

アクセス：江ノ島電鉄線 稲村ヶ崎駅より徒歩5分

https://thinkspace.jp/

貸切利用：1,200円～／時（15名席）

9 T-REEFVacationHouse”BlueLagoon”

鎌倉市津西1-5-20

電話番号：080-4638−4857

営業時間：CHECK‐IN15：00‐22：00 CHECK OUTー10：00

アクセス：湘南モノレール 西鎌倉駅より徒歩8分

https://www.treef-vacation-house.com/bluelagoon

平日：13,000円 休日：16,000円（2名）

別途清掃費：7,000円

10 いいオフィス鎌倉byCHABAKKATEAPARKS

鎌倉市御成町11-10

営業時間：月～日11:00-18:00 不定休

電話番号：0467-84-7598

アクセス：JR横須賀線・江ノ島電鉄鎌倉駅西口より徒歩1分

https://e-office.space/kamakura-by-chabakkateaparks/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:600円/2時間  1,430円/日
明記なし



11 いいオフィス鎌倉byGOODWORKINGZAIMOKUZA

鎌倉市材木座5丁目8-25

営業時間：月～金 10:00 - 18:00※事前予約制 土日祝日休館

電話番号：070-7782-1100

アクセス：JR・江ノ電鉄「鎌倉駅」より徒歩20分

https://ii-office.jp/kamakura-by-goodworking/

定額:20,000円～/月

ドロップイン利用:1,500円/4時間  3,000円/日
明記なし

12 エンアルト

鎌倉市七里ガ浜1-2-4

電話番号：046−737-5354

営業時間：平日11：00-18：00 定休日：火曜

アクセス：江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅より徒歩1分

https://enarto.wordpress.com/

コワーキングスペース：1,500円／3時間

13
オフィスボックスカラオケビッグエコー大船駅前笠

間口店

鎌倉市大船1-7-1 サザンウインズ3・4Ｆ

電話番号：0467-47-8211

営業時間：月～金・祝前日 11:00-5:00 土・日・祝前日 10:00-5:00

アクセス：大船駅笠間口徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

14
オフィスボックスカラオケビッグエコー大船駅前東

口店

鎌倉市大船1-22-26大船会館ビル 2階

電話番号：0467-42-7103

営業時間：10:00-5:00  アクセス:JR大船駅東口徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

15 レンタルスペース・エンアルト

鎌倉市七里ガ浜1-2-4

電話番号：046−737-5354

営業時間：10：00-23：00

アクセス：江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅より 徒歩1分

https://enarto.wordpress.com/

レンタルスペース：平日2,400円／時 土日祝2,800円／時

16 鎌倉・旅する仕事場御成オフィス

鎌倉市御成町11-37 小林ビル1F

電話番号：0467-55-8217

営業時間：24時間

アクセス：JR鎌倉駅西口より徒歩0分

http://tabikamakura.com/

フリー席プラン：月額 35,000円（税別）固定席プラン：月額 45,000円（税別） キッ

ズOK
明記なし

17 鎌倉・旅する仕事場小町オフィス

鎌倉市小町2丁目6−5 1F

電話番号：0467-55-8217

営業時間：24時間

アクセス：鎌倉駅より徒歩5分

http://tabikamakura.com/

フリー席プラン：月額 35,000円（税別）固定席プラン：月額 45,000円（税別） キッ

ズOK
明記なし

18 鎌倉・旅する仕事場西口ラウンジ

鎌倉市御成町11-2 ヤノヤビル2F

電話番号：0467-55-8217

営業時間：24時間

アクセス：JR鎌倉駅より徒歩5分

http://tabikamakura.com/

フリー席プラン：月額 35,000円（税別）固定席プラン：月額 45,000円（税別） キッ

ズOK
明記なし

19
古都北鎌倉コワーキングスペース

＆シェアオフィスことkama.

鎌倉市山ノ内309

営業時間：9:00-22:00 定休日：年末年始

アクセス：JR横須賀線北鎌倉駅より徒歩5分

https://kotokitakama.com/

固定デスク:20,000円/月（税別）

フリーデスク：10,000円/月（税別）

創業前フリーデスク:5,000円/月（税別）



20 GOOD WORKING ZAIMOKUZA

鎌倉市材木座5-8-25 材木座テラスBF

電話番号:070−7782−1100

営業時間:月額利用(全日)9：00-20：00、ドロップイン利用(平日)10：00-18：00

https://goodworking.jp/d

ドロップイン:3,000円/日

1 Desk10

相模原市緑区西橋本5-4-21

株式会社さがみはら産業創造センター(SIC) SIC-1内３階

電話番号：042-770-9119

営業時間：平日 9:00-21:00（土日祝日も利用可能）

アクセス：JR・京王線橋本駅南口より徒歩10分

https://www.sic-sagamihara.jp/desk10/index.html

基本プラン：8,000円/月

2 H¹T相模大野

相模原市南区相模大野3-2-1 ボーノ相模大野ショッピングセンター6階

営業時間：平日 8:30-20:00   定休日：土日祝日

アクセス：小田急相模大野駅北口より徒歩3分

https://www.h1t-web.com/desk/desk_search3.html

時間貸し：150円～／15分（要法人契約） 空間清浄機の設置あり

3 KONOMACHI-CAFÉ淵野辺店

相模原市中央区鹿沼台1-12-7    アルヴィラージュ1階

電話番号：042-707-0676

営業時間：平日 10:00-20:00 土 10:00-17:00

     定休日：日・月・祝日

アクセス：JR横浜線淵野辺駅南口より徒歩1分

https://www.konomachi-cafe.com/

ドロップイン：～2時間 500円 終日 1,000円月会員：3時間会員 5,000円

フルタイム 10,000円

4 アコテ町田

相模原市南区上鶴間本町3-3-7

営業時間：7：00-22：00

アクセス：JR横浜線 町田駅より徒歩6分

https://www.instabase.jp/space/5948032453

時間貸：495円～／時（5名席）
空気清浄機設置あり

5 オフィスボックスカラオケビッグエコー橋本駅前店

相模原市緑区橋本3丁目17-7    DK相模原橋本ビル1・2F

電話番号：042-770-7677

営業時間：10:00-5:00

アクセス：JR橋本駅北口より徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

6
オフィスボックスカラオケビッグエコー小田急相模

原駅前店

相模原市南区松が枝23-7 SORRA相模原B1

電話番号：042-767-2230

営業時間：12:00-5:00

アクセス：小田急相模原駅南口より徒歩30秒

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

7 ふれあい貸し会議室相模大野アルベ

相模原市南区相模大野8-5-12

営業時間：7：00−22：00

アクセス：小田急線 相模大野駅より徒歩3分

https://www.instabase.jp/space/5432814982+C274:C275

時間貸：110円～／時（8名席）

相模原市



8 ふれあい貸し会議室町田グローリア

相模原市南区上鶴間本町3-18-27

営業時間：6:00-24:00

アクセス：JR横浜線 町田駅より徒歩3分

https://www.instabase.jp/space/2613512234

時間貸：110円～／時（12名席）

9 ランドプレイス相模原

相模原市南区相武台1丁目付近

営業時間：8:00-22:00

アクセス：小田急線 相武台前駅より徒歩4分

https://landplace.jp/space/

時間貸：484円～／時（6名席）

10 レンタルスペース「フレーズ」

相模原市中央区相模原2-13-7

営業時間：24時間

アクセス：JR横浜線 相模原駅より徒歩5分

https://www.instabase.jp/space/9484322152

時間貸：1,100円～／時（6名席）
空気清浄機設置あり

1 FG-Space

茅ヶ崎市十間坂1-4-2 ライブリーⅧ 1F 北号室

電話番号：050-5216-7496

営業時間：10:00-17:00 定休日：木 (2021年8月現在：臨時休業）

https://www.fg-space.com/

ドロップイン：300円/時間（税込）

3時間以上：1,100円（税込）
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する発表により休業

2 SKYSURFYOGA

茅ヶ崎市東海岸北3-8-41

営業時間：9：00-19：00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 茅ケ崎駅 徒歩7分

https://www.instabase.jp/space/5786702365

ドロップイン：3,850円/1時間 明記なし

3 YumeSpace

茅ヶ崎市幸町21-34

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 茅ケ崎駅 徒歩1分

https://www.instabase.jp/space/2922867334

ドロップイン：990円/1時間 明記なし

4 YumeSpaceChigasaki

茅ヶ崎市幸町21-34 アクアビル2F

電話番号：0467-50-0501

営業時間：24時間（プランによって異なる）

https://www.yumespace.com/

固定会員：20,000円～/月フリー会員：10,000円/月 One Day：1,000円/日 明記なし

5
オフィスボックスカラオケビッグエコー茅ヶ崎駅前

店

茅ヶ崎市新栄町8-22 3F

電話番号：0467-84-0015

営業時間：11:00-5:00

アクセス：茅ヶ崎駅北口徒歩30秒

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

6 コワーキングスペースチガラボ

茅ヶ崎市新栄町13-48ワラシナビル5F

電話番号：080-8731-6503

営業時間：平日9:30～22:00 日・祝 9:30～20:00（契約によって制限有）

     定休日：土曜日/GW・年末年始など

アクセス：JR東海道線「茅ヶ崎駅」から徒歩3分

https://chiga-lab.com/

ドロップイン：1,694円/1時間 ※チガラボ内の会議室 利用人数の制限、検温、消毒、マスクの使用

茅ヶ崎市



7 チガラボ

茅ヶ崎市新栄町13-48ワラシナビル5F

電話番号：080-8731-6503

営業時間：平日9:30～22:00 日・祝 9:30～20:00（契約によって制限有）

     定休日：土曜日/GW・年末年始など

https://chiga-lab.com/

個人・フルタイムメンバー：11,000円/月

法人・フルタイムメンバー：33,000円/月（同時5名まで）

ドロップイン：550円/2時間 1,100円/4時間 1,650円/日

利用人数の制限、検温、消毒、マスクの使用

8 ワーケーションスペース茅ヶ崎

茅ヶ崎市東海岸南6-3-22

営業時間：平日9:00−21:00 定休日:土日祝

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 茅ケ崎駅 バス7分 (バス停：第一中学校前）

https://www.instabase.jp/space/9245821915

ドロップイン：2,728円/1時間 明記なし

9 Takasuna BASE

茅ヶ崎市東海岸北1-2-8

電話番号:0467-37-9837

営業時間:24時間

https://www.takasuna-base.co.jp/

25,000円/月

ドロップイン:1,500円/3時間利用可能

10 COPLACE CHIGASAKI

神奈川県茅ヶ崎市共恵1-1-5 BLD Nagashima 301

電話番号:tel:0467-53-9812

営業時間:8: 00-22:30

https://coplace.jp/

13,800円/月

ドロップイン:600円/時

1 BIZcomfort湘南平塚

平塚市紅谷町8-16 サニープラザ平塚3F

営業時間：24時間（ドロップインのみ平日9:00-18:00）

 https://bizcomfort.jp/kanagawaken/cofficeshonan.html

全日プラン：11,000円/月

固定席プラン：27,500円/月

ドロップイン:330円/1時間 1,100円/日

入室時の消毒・マスクの着用のお願い

飛沫防止のパーテーション設置

空間除菌装置の設置

会議室・テレフォンブースの除菌器の設置

2 ENJOYWORK

平塚市明石町16-18 ライオンズマンション平塚明石町101号

営業時間：5:00-23:00

https://enjoywork.blue/features/

ドロップイン：2,000円/1日

7DAYSドロップイン：8,000円/7日間（7回） 月額会員プラン：フルタイムプラン

8,000円/月

各種プランあり

3 ZXY平塚

平塚市宝町5-2平塚小泉ビル 2F

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

https://zxy.work/location/hiratsuka/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

4
オフィスボックスカラオケビッグエコー平塚駅西口

店

平塚市紅谷町8-2 サニープラザ平塚B1

電話番号：0463-22-6633

営業時間：月・火・水・木 ・日・祝日 12:00-19:00

金・土・祝前日 12:00-5:00

アクセス：JR平塚駅 徒歩4分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

5 オフィスボックスカラオケビッグエコー平塚本店

平塚市紅谷町10-8 都市開発・田中共同ビル1～6F

電話番号：0463-24-6777

営業時間：10:00-5:00 アクセス：JR平塚駅 徒歩4分

 

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

平塚市



6 平塚駅前シェアスペースグリーン 2F

平塚市紅谷町4-23

営業時間：8:00−22:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 平塚駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/5584197013

ドロップイン：1,078円/1時間

7 平塚駅前シェアスペースグリーン 3F

平塚市紅谷町4-23

営業時間：8:00−22:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 平塚駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/5584197013

ドロップイン：4,400円/1時間 ※最大77名着席可能の大型会議室

8
平塚駅前シェアスペースグリーン

グリーンアルファスペース

平塚市紅谷町4-23

営業時間：8:00−22:00

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 平塚駅 徒歩2分

https://www.instabase.jp/space/5584197013

ドロップイン：363円～495円/1時間

1 CoinSpace本厚木店

厚木市泉町1-1 小田急厚木ホテルビル5階

電話番号：03-6416-3685

営業時間：8:00-23:00 アクセス：本厚木駅 徒歩1分

https://coinspace.jp/store/?id=13

100円/15分 1,200円/最大料金

全日プラン    10,000円/月

（法人向けプラン有）

2 OtoSpace本厚木

厚木市寿町2-9-18

営業時間：平日 8:00-17:00 土日祝 8:00−22:00

アクセス：小田急線 本厚木駅 徒歩9分

https://www.instabase.jp/space/1674187396

ドロップイン：220円～1,518円/1時間 明記なし

3
オフィスボックスカラオケビッグエコー本厚木中央

店

厚木市中町2-2-22

電話番号：046-294-3330

営業時間：月～金    11:00-5:00 土・日・祝祭日    10:00-05:00

アクセス：本厚木駅北口 徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

4 テレワークK本厚木

厚木市中町4-16-21 プロミティあつぎ 8F

電話番号： 046-221-7838

営業時間：月～土 8:00-21:30定休日：日祝日・年末年始

アクセス：小田急線本厚木駅 徒歩3分

http://www.telework-k.com/

ドロップイン：500円/1時間 1,000円/2時間 1,500円/日個人月額会員・フルタイム：

11,000円/月

ナイトユース：5,500円/月

明記なし

5 ビジネスセンター本厚木

厚木市泉町2番1号ビッグジャパンビル3F

電話番号：046-229-1318

営業時間：24時間 アクセス：小田急線「本厚木駅」徒歩2分

http://bjp.la.coocan.jp/

31,290円 /月～

（共益費等を含まない）
明記なし

6 小田急レンタルスペース

厚木市泉町1-1

営業時間：7:00−23:00

アクセス：小田急線 本厚木駅 徒歩1分（本厚木駅直結）

https://www.instabase.jp/space/7702245990

ドロップイン：1,100円～2,552円／1時間

厚木市



1 COWORKER’SKITCHENLiving

逗子市逗子1丁目6−27−402

電話番号：046-874-7009

営業時間：6:00-23:00（プランによって異なる）定休日：年末年始

https://www.unique-homes.co.jp/coworking/

フリー席フルタイム：12,000円/月各種プランあり 明記なし

2 いいオフィス逗子byAMIGOHOUSE

逗子市新宿3丁目2−40

営業時間：月～日7:00 - 22:00（月額会員）

電話番号：050-7109-5089

アクセス：京浜急行新逗子駅より徒歩13分

https://e-office.space/zushi-by-amigohouse/

定額:20,000円～/月

最新型空気清浄機を設置

外気並のCO２濃度を維持

徹底換気

3 ネコワーキングスペース

逗子市新宿2丁目11-25

営業時間：10:00-18:00 ※貸切イベント時は21時まで （プランによって異なる）

     定休日：水・木

https://www.unique-homes.co.jp/coworking/#necoworking

フリー席フルタイム：7,000円/月各種プランあり

猫のいるコワーキングスペース
明記なし

4 逗子の開放的なMTGスペース

逗子市逗子6-7-1

営業時間：9:00−18:00

アクセス：JR横須賀線 逗子駅 徒歩12分・京急逗子線 新逗子駅 徒歩6分

https://www.instabase.jp/space/1450299035

ドロップイン：3,300円/1時間 明記なし

5 東逗子エントランス

逗子市沼間沼間1-5-10

電話番号：070-4816-8405

営業時間：10:00−22:00

アクセス：JR横須賀線 東逗子駅 徒歩1分

https://higashizushi-entrance.business.site/

ドロップイン：1,100円/1時間 明記なし

1 旧三福

小田原市栄町3-12-8

営業時間：平日9:00 – 18:00

http://93puku.jp/spaceInfo/

ワーキングスペース：10,000円/月（税別）

1,000円/日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

コワーキングスペースのドロップイン利用：曜日に関わらず受付停止

中

コワーキングスペースの新規入会：受付停止中

2
オフィスボックスカラオケビッグエコー

小田原駅前店

小田原市栄町2丁目1-28 マルタ第二ビル 1F・2F

電話番号：0465-20-3337

営業時間：11:00-5:00

アクセス：JR小田原駅東口 徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

3
オフィスボックスカラオケビッグエコー

小田原店

小田原市栄町1-2-9

電話番号：0465-24-7744

営業時間：11:00-5:00

アクセス：JR小田原駅東口 徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

小田原市

逗子市



4 BLEND

神奈川県小田原市国府津2-6-7

電話番号:090-5774-7313

営業時間:6:00-22:00

https://seisho-blend.com/

10,000/月 明記なし

5 ODAWARA RABO

神奈川県小田原市栄町2-1-21椎野ビル3F

電話番号:050-8881-4000

営業時間:10:00-22:00

https://odawara-labo.jp/access/

500円～/時 明記なし

1 CoinSpace海老名ビナウォーク店

海老名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館3階

電話番号：03-6416-3685

営業時間：9:00-23:00（時短営業時20：00）

アクセス：小田急小田原線・相鉄線・JR相模線 海老名駅徒歩1分

https://coinspace.jp/store/?id=12

100円/15分 1,200円/最大料金

全日プラン    10,000円/月

（法人向けプラン有）

2
オフィスボックスカラオケビッグエコー海老名駅前

店

海老名市中央1丁目3-14 ViNAplus 3階

電話番号：046-200-9030

営業時間：10:00-5:00 アクセス:海老名駅 徒歩2分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

3 ビズコンフォート海老名

海老名市中央1-16-28

電話番号：03-5789-3325（共通）

営業時間：【ドロップイン受付可能日時】平日 月・水・金 9:00～18:00

アクセス：小田急線 海老名駅 徒歩5分

https://bizcomfort.jp/kanagawaken/ebina.html

個室：29,700～円/月 全日:13,200円/月

ドロップイン：330円/1時間 1,100円/日

入室時の消毒・マスクの着用のお願い

飛沫防止のパーテーション設置

空間除菌装置の設置

会議室・テレフォンブースの除菌器の設置

4 海老名コワーキングスペースROLE

海老名市扇町5-7 4F

電話番号： 046-240-7916

営業時間：平日9:00-21:00（受付は20:00まで）土日祝祭日10:00-19:00（受付は18:00

まで）定休日：年末年始・その他

アクセス：JR相模線海老名駅西口 徒歩3分

https://ricohfuturehouse.jp/4f/

ドロップイン：500円/時間 1,500円/日（税別）

月次利用：自由席 15,000/月 固定席 25,000円/月 窓際固定席 30,000円（税別）

1 16Startups

横須賀市小川町19-5 富士ビル3階

電話番号：046-845-9900

営業時間：24時間

https://16startups.com/

シェアオフィス月額：10,000円/月（入会金別途） 明記なし

2
オフィスボックスカラオケビッグエコー横須賀中央

駅前店

横須賀市若松町2-7ミウラプラザビル3F

電話番号：046-827-0990

営業時間：11:00-5:00 アクセス：京急線・横須賀中央駅東口改札 徒歩1分

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

横須賀市

海老名市



3 16WEST COAST NAHAMA BASE

神奈川県横須賀市⾧井2丁目12ー12

電話番号:046-845-9900

営業時間:

https://16startups.com/16westcoast/

15,000円/月 明記なし

4 横須賀市産業交流プラザ

横須賀市本町3-27 ベイスクエアよこすか一番館3階

電話番号: 046-828-1630

営業時間:9：00-22：00

https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/sanpla/index.html

ドロップイン:100円/時

1 大磯９９９オフィス Room1

中郡大磯町大磯999-3

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 大磯駅 徒歩3分

https://www.instabase.jp/space/7675805763

ドロップイン：2,640円～3,850円／1時間

※ワンルーム収容人数：15人（着席最大10人）
明記なし

2 大磯９９９オフィス Room2

中郡大磯町大磯999-3

営業時間：24時間

アクセス：JR東海道本線(東京～熱海) 大磯駅 徒歩3分

https://www.instabase.jp/space/7675805763

ドロップイン：1,000円／1時間

※ワンルーム収容人数：1人（着席最大１人）
明記なし

3 Cost-CoWork

神奈川県中郡大磯町大磯1043-1

営業時間:5:00-22:00

https://post-cowork.amebaownd.com/

16,000円/月 明記なし

4 CAMBIOWORK NINOMIYA

神奈川県中郡二宮町二宮884-1エムビルⅠ2階

電話番号: 050-3708-5009

営業時間:5:00-23:00

https://cambiowork.jp/

ドロップイン:220円～/2時間

エニタイム:11,000円～/月

1 コワーキングスペースAｒ

足柄上郡松田町惣領321-1

電話番号：0465-59-0258

営業時間：24時間（プランにより異なる）

アクセス：新松田駅徒歩5分

http://suprapo.jp/coworking-space/

ドロップイン：1,000円/2時間 2,000円/日 A会員：30,000円/月

B会員：25,000円/月

フィットネスジム＆コインランドリー併設

明記なし

2 うみかぜfarmer's Park in YADORIKI

神奈川県足柄上郡松田町寄3057

電話番号:0465-83-0000

営業時間:

https://umikaze-farm.com/

時間貸し:1,000円/時、5,000円/日 明記なし

足柄郡松田町

中郡大磯町



3 KAISEI CHIKAMICHI workspace

神奈川県足柄上郡延沢80-1

電話番号:0465-83-3211

営業時間:7:00‐21:00

https://kaiseimachi.sakura.ne.jp/workspace/

10,000円/月

4 サテライトオフィス ブルーツリー

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴451-12

電話番号:0465-68-3400

営業時間:10:00-16:30

https://ja.bluetreeoffice.com/

詳細記載なし ※要問い合わせ 明記なし

1 Salad_Bowl真名瀬

三浦郡葉山町堀内1123-1

営業時間：5:00～21:00

アクセス：逗子発「海岸回り葉山」行 / 「森戸神社」バス停下車 徒歩2分

https://www.saladbowl-shinnase.com/

月会費：15,000円/月～（入会金別） 明記なし

2 かざはやファクトリー

三浦郡葉山町堀内663

電話番号： 046-876-6269

営業時間：24時間

アクセス：バス停「風早橋」下車 徒歩1分

https://kazahaya-factory.com/

シェアオフィス：賃料（月額）14,500～43,000円 明記なし

1 ZXY大和

大和市大和南1-5-14 永和大和ビル 3F

営業時間：平日 7:00-21:00 定休日：土日祝日

アクセス：相鉄本線「大和駅」南口 徒歩2分

https://zxy.work/location/yamato/

Share（従量課金制）：15分 150円～（要法人契約）

施設内共有部の消毒剤による拭き清掃を毎日実施

拠点内の抗ウイルス・抗菌コーティングを順次実施

座席数を減らし営業

2 大和商工会議所

神奈川県大和市中央5-1-4

電話番号:046-263-9112

営業時間:9：00‐21：00（午前・午後・夜間で分類）

https://www.yamatocci.or.jp/

750円～会議室・時間帯により変動あり

1 ハダノ浪漫会館

秦野市栄町1−13花輪第2ビル 2階

電話番号： 0463-68-8466

営業時間：9:00-22:30（プランによって異なる）定休日：月・火

http://hadano-roman.com/roman_hall/

通常月額個人会員(フリー席）：8,500円/月

土・日・祝月額個人会員(フリー席）：4,500円/月

ドロップイン：500円/2時間 1,000円/日

明記なし

秦野市

三浦郡葉山町

伊勢原市

大和市



1
オフィスボックスカラオケビッグエコー伊勢原駅前

店

伊勢原市桜台1-3-3 いせはらcoma5F

電話番号：0463-79-5900

営業時間：月～木・日・祝祭日 11:00-19:00 金・土・祝前日 11:00-05:00

アクセス：小田急線伊勢原駅南口 徒歩10秒

https://big-echo.jp/officebox/

1名 500円/1時間（税込）6名以上1室 2,500円/1時間法人向けアプリあり（一括請求可

能）

※全プランソフトドリンク飲み放題付

入室人数の制限

換気システム作動中

従業員の手洗い健康チェック

フロント透明シート設置

1 BAYSIDE SHARE MIURAKAIGAN

神奈川県三浦市南下浦町上宮田1443-1F

電話番号: 046-827-7076

営業時間:7：00-22：00（ドロップイン10：00-17：00）

https://www.bayside-share.com/

8,000円～/月

ドロップイン:500円/時、2,000円/日
明記なし

三浦市


