
TYPE 開業拠点 開業日 詳細リンク
（開業後ご覧いただけます）

コメント

提携店(コワーキング等) コワーキングスペースBreath 2023年3月13日 こちら 三鷹駅徒歩5分。オープン席。一部WEB会議可。

提携店(コワーキング等) Space KURURU by Breath 2023年3月13日 こちら 府中駅直結「くるる」4階。半個室。WEB会議可。

提携店(コワーキング等) ホテルメッツ大森 2023年3月13日 こちら 大森駅直結。ホテルの一室がワークスペース。

STATION BOOTH さいたま新都心駅 2023年3月14日 こちら さいたま新都心駅改札内に１台設置。

STATION BOOTH 東大宮駅 2023年3月14日 こちら 東大宮駅改札内に１台設置。

STATION BOOTH 住吉駅 2023年3月14日 こちら 住吉駅改札内に１台設置。

STATION BOOTH JR難波駅 2023年3月14日 こちら JR難波駅改札外に１台設置。

STATION BOOTH 牛久駅 2023年3月14日 こちら 牛久駅改札外に１台設置。

提携店(コワーキング等) STAYUP横浜 2023年3月15日 こちら 横浜駅徒歩約6分。オープン席。WEB会議可。

提携店(コワーキング等) STAYUP湘南藤沢 2023年3月15日 こちら 藤沢駅徒歩約５分。オープン席。WEB会議可。

提携店(コワーキング等) HUB Square HITACHI 2023年3月15日 こちら 日立駅徒歩約10分。オープン席。WEB会議可。

提携店(コワーキング等) しゅうぷろ 2023年3月15日 こちら 別所温泉駅から徒歩約7分。定員15名のレンタルスペースあり。

提携店(コワーキング等) SWEET WORK 2023年3月15日 こちら 松本駅徒歩12分。フリーパン付き。

提携店(コワーキング等) 二戸広域観光物産センター 2023年3月15日 こちら 二戸駅徒歩3分。2名定員のサテライトオフィス。

STATION BOOTH 浦和駅 2023年3月17日 こちら 浦和駅改札内に３台設置。

STATION BOOTH 武蔵浦和駅 2023年3月17日 こちら 武蔵浦和駅改札内に１台設置。

STATION BOOTH うめきた新駅 2023年3月18日 こちら JR西日本大阪駅うめきた地下口改札外に１台設置。

STATION BOOTH 幕張豊砂駅 2023年3月18日 こちら 幕張豊砂駅改札内に１台設置。

STATION DESK STATION DESK グランスタ丸の内 2023年3月20日 こちら 東京駅グランスタ丸の内に開業。選べる完全個室１２席。

提携店(コワーキング等) JRE Local Hub館山 2023年3月20日 こちら ホテルファミリーオ館山内。館山の自然を感じながら快適ワーク。

STATION BOOTH Air フォルクローロ高畠(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air かみのやま温泉(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air さくらんぼ東根(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 村山(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 大石田(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air くりこま高原(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 水沢江刺(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 新花巻(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air いわて沼宮内(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 七戸十和田(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 浦佐(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 田沢湖(Air) 2023年3月23日 こちら

STATION BOOTH Air 雫石(Air) 2023年3月23日 こちら

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　新宿南口 2023年3月24日 こちら 「新宿駅」南口より徒歩7分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　高田馬場　 2023年3月24日 こちら 「高田馬場駅」早稲田口より徒歩5分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　赤坂見附 2023年3月24日 こちら 「赤坂駅」番・2番出口より徒歩4分。15分１３２円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　田町 2023年3月24日 こちら 「田町駅」西口（三田口）より徒歩5分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　高輪ゲートウェイ 2023年3月24日 こちら 「高輪ゲートウェイ駅」より徒歩8分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　外苑前　 2023年3月24日 こちら 「外苑前駅」2番、3番、4a番、4b番出口より徒歩1分 。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　神田 2023年3月24日 こちら 「神田駅」北口より徒歩６分。15分１３２円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　大手町 2023年3月24日 こちら 「大手町駅」A2番出口より徒歩3分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　小川町　 2023年3月24日 こちら
都営新宿線「小川町駅」、丸の内線「淡路町駅」、千代田線「新御茶ノ水駅」
B5番出口よりすぐ 。１５分９９円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　神保町 2023年3月24日 こちら 「神保町駅」A5出口よりすぐ。15分１３２円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　小伝馬町 2023年3月24日 こちら 小伝馬町駅 徒歩1分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　溜池山王 2023年3月24日 こちら 「溜池山王駅」9番出口より徒歩4分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　千葉駅前 2023年3月24日 こちら 「千葉駅」東口より徒歩５分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　札幌アスティ45店 2023年3月24日 こちら 「札幌駅」南口出口から徒歩5分 。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　梅田 2023年3月24日 こちら 「大阪駅」中央改札口より徒歩９分。１５分１１０円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　新大阪駅前 2023年3月24日 こちら 「新大阪駅」より徒歩7分。１５分１１０円（税込）～ 

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　南海なんば駅 2023年3月24日 こちら 「なんば駅」徒歩５分。15分１３２円（税込）～

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　本町 2023年3月24日 こちら 「本町駅」17番出口より徒歩1分。１５分１１０円（税込）～ 

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　伏見 2023年3月24日 こちら 「伏見駅」2番出口より徒歩2分。１５分１１０円（税込）～ 

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　名古屋駅前広小路通り 2023年3月24日 こちら 「名古屋駅」桜通口より徒歩10分。１５分１１０円（税込）～ 

提携店(コワーキング等) アクセアカフェ　那覇 2023年3月24日 こちら 「県庁前駅」より徒歩５分。１５分９９円（税込）～

STATION BOOTH 郡山駅1階在来線改札外コンコース 2023年3月28日 こちら 郡山駅改札外１階コンコースに１台設置。計３台となり予約が取りやすくなりました。

STATION BOOTH 宇都宮駅新幹線改札内 2023年3月30日 こちら 宇都宮駅新幹線改札内に２台設置。

STATION BOOTH 宇都宮駅改札外（西口側） 2023年3月30日 こちら 宇都宮駅改札外（西口側）に2台設置。

STATION BOOTH 有楽町駅改札内 2023年3月31日 こちら 有楽町駅改札内通路に１台設置。

STATION BOOTH 有楽町駅改札外 2023年3月31日 こちら 有楽町駅改札外に２台設置。

STATION BOOTH 勝田駅 2023年3月31日 こちら 勝田駅改札外に１台設置。

STATION BOOTH 西武 練馬駅 2023年3月31日 こちら 西武鉄道練馬駅改札外に１台設置。

STATION BOOTH 西武 所沢駅 2023年3月31日 こちら 西武鉄道所沢駅改札内に１台設置。

STATION BOOTH 西武 新所沢駅 2023年3月31日 こちら 西武鉄道新所沢駅改札外に１台設置。

STATION BOOTH 西武 秋津駅 2023年3月31日 こちら 西武鉄道秋津駅ホーム上に１台設置。

STATION BOOTH 垂水駅 2023年3月31日 こちら 垂水駅改札外に１台設置。

2023年3月　STATION　WORK開業拠点一覧（23年3月24日更新）

STATION BOOTHの新たなタイプが誕生。半個室型ワークスペースを88円(税
込)/15分でご利用可能（予約必要）
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https://www.stationwork.jp/booth-desk-franchise/base-search/base-details/?floorId=875&type=2
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https://www.stationwork.jp/booth-desk-franchise/base-search/base-details/?floorId=824&type=3

