
JR東日本のシェアオフィス

働く人の“１秒”を大切に

東日本旅客鉄道株式会社



STATION BOOTH・STATION DESK

法人会員のメリット

提携店（コワーキング、ホテルシェアオフィス）のご利用の流れ

専用WEBサイトより
ご予約ください。
※画面はイメージです。

9:00-19:00

予約
STEP

1
会員サイトに表示された
QRコードをブースにタッチ。
扉が開き利用開始できます。
※事前予約をしなくても空きが
あれば利用可能です。

利用開始
STEP

2
利用終了が近くなると、
ブース内にアナウンスが
流れます。次の予約が
入っていなければ、延長
することも可能です。

利用中
STEP

3
ご利用終了時は、
そのままご退室ください。
手続きは必要ありません。

利用終了
STEP

4

専用WEBサイトより
ご予約ください。
※画面はイメージです。

9:00-19:00

予約
STEP

1
フロント・受付で
QRコードを提示いただき
チェックインとなります。

利用開始
STEP

2
快適な客室での
ソロワーク。

利用中
STEP

3
フロント・受付で
QRコードを提示いただき
チェックアウトとなります。

利用終了
STEP

4

STATION WORKの特徴
働く人の“１秒”を大切に

個 室
ＷＥＢ会議も安心の
個室ラインナップ

簡単利用
わかりやすい
予約画面

C O N C E P T

立地/
ネットワーク
移動拠点の駅を中心とした

抜群の利便性

各個人の予約状況や利用実績を確認できるので、
料金管理等がスムーズに行えます。

全国展開のネットワーク
2023年度には1000箇所へ

02 0301

01

ご利用の流れ

法人会員加入料や
月額定額料はございません。

02 現地でのお支払いはございません。
（社員さまによる立替払いは不要）

03 社員さまの利用状況（予約・実績）を
リアルタイムで確認が可能。

法人管理画面イメージ



STATION
BOOTH
リモート会議可の
完全個室

利用シーンに合わせて選べる
3タイプの商品ラインナップ

STATION
DESK

ホーム上からエキナカまで
快適空間

 提携店
（コワーキング、ホテルシェアオフィス）

ホテルの個室や
WeWork等のコワーキングが
あなた専用のワークスペースに

STATION WORKなら、目的やシーンに合わせた新しい働き方が可能です

01

02

03

短時間で
集中ワーク

ゆったり
1日ワークBOOTH DESK

提携店
ホテルシェアオフィス・
コワーキング（　　　　　）

基本料金 15分275円（税込）
※一部拠点では料金が異なります。

基本料金 15分275円（税込）
※一部拠点では料金が異なります。

※拠点によって料金が異なります。



日本全国で利用可能。
STATION WORKは新たなワークスタイルを提案します

1人用ブース 2人用ブース

東京premium

WEB会議も集中ワークも

専用Wi-Fiで安心

抗菌コーティング
約40秒で空気が入れ替わります

完全個室

Free Wi-Fi

抗ウィルス・高換気
空調

モニター

電源

Wi-Fi

多様な席タイプ フリードリンク Wi-Fi

空調 電源フォンブース

STATION BOOTH/DESK

STATION BOOTH

STATION DESK

ステーションブース

ステーションデスク

移動ロスが最も少ない「エキナカ」を中心に、高セキュリティで快適にお使いいただける空間を提供し、
企業のみなさまの働き方改革・生産性向上を強力にサポートいたします。

※拠点によって異なります。

完全個室からゆったりソファまで

専用Wi-Fiで安心

フリードリンク・フォンブース

多彩な席タイプ

Free Wi-Fi

充実アメニティ

STATION BOOTHは打合せの合間など、ちょっとしたスキマ
時間に15分単位から使用できる、完全個室型のワーク
空間です。 Wi－Fi・電源つきの充実設備で、通話やWEB
会議・資料作成等様々な場面でご利用頂けます。ブース
内は1名用ブースと、打合せに使用できる2名用ブース
（立川等一部拠点に設置）の2タイプがございます。

STATION DESKはワークスタイルに合わせて多様な席
タイプを選べるシェアオフィス空間です。 WEB会議・通話
可能な完全個室席を選べるSTATION DESK三鷹や、
リラックスに最適な席も選べるSTATION DESK東京
丸の内など、拠点によって様々な個性がございます。
STATION DESK東京premiumは応接室完備でエグ
ゼクティブな会議・商談等におすすめです。

CHECK!

CHECK!



提携店（ホテルシェアオフィス、コワーキング）

STATION OFFICE

20%OFF

北海道から沖縄まで日本全国に展開拡大中。
ホテルやラウンジがあなたのワークスペースに。

JR東日本のセットアップオフィス

※１　個室ブースSTATION BOOTHの利用には別途追加料金が必要です。
※２　事務手数料として賃料１か月分、また、指定の保証会社・保険会社との契約が必要です。
※３　STATION BOOTH/DESK 15分275円（税込）のところ、15分220円（税込）でご利用いただけます。

専用オフィスとして使えます。
登記が可能です。郵便受取もできます。

家具付きで即仕事ができます。
Wi-Fiが完備されています。QRコードキーでセキュリティも万全。

充実の共用部
打合せスペース・個室ブース ※１

敷金不要・固定賃料
通常のオフィスに比べ、イニシャル費用を大幅抑制 ※2

全国のSTATION WORKが
特別価格にPOINT 5

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

別途契約で
利用可能

快適で上質な空間で作業がはかどります

半日2,000円代～

半日～1日単位でゆったり

集中してデスクワーク

リーズナブル

STATION WORKでは、駅近郊の提携施設においてもシェア
オフィスサービスを展開しています。JR東日本グループ運営
の「JR東日本ホテルメッツ」「メトロポリタンホテルズ」等の
ほか、外部ホテルグループとの提携も続 と々拡大中です。

CHECK!

提携ホテル拡大中！

ホテルシェアオフィス

コワーキング STATION SWITCHやWeWork等シェアワークやワーケーションに最適な施設と提携し、
多様なワークスペースを提供しています。

STATION SWITCH 横浜 WeWork 丸の内北口STATION SWITCH セレオ八王子店



ご契約・ご利用方法について

1.Webサイトから予約

2.空きがあれば予約不要で利用可
ご利用開始
（ご利用方法は2パターン）

ビュー法人カードお申し込み

法人管理者様より
各社員様へ利用のご案内

JR東日本への利用お申し込みご
契
約
方
法

お
支
払
い

ご
利
用
方
法

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

ご利用中

※予約時間を超えて利用する場合は、Webサイト上
から延長が可能です。

※予約時間内は途中入退出が可能です。都度QRコード
の提示が必要です。

※「STATION DESK」のみ、利用終了時にQRコード
の提示が必要です。

※入室時は「STATION BOOTH」「STATION DESK」
設置のリーダーに、Webサイト上で表示されるQR
コードをかざしてご利用ください。
※「STATION BOOTH」ではQRコードのほか、お手持ち
のSuica/PASMO等を登録いただくことで、鍵として
ご利用いただくことも可能です。

※一部拠点を除く。

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 ※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 ※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

STATION WORKの詳しい情報はWebサイトへ。
料金・空き状況についてもチェックできます。

ステーションワーク 検索

詳しくはWebサイトへ

※（株）ビューカードへのお申し込みとなります。
※ビュー法人カードでのお支払いが前提となります。
※所定の審査がございます。
※その他のお支払い方法についてはご相談ください。

※規約等にご同意の上、利用申込書をご提出いただき
ます。

※利用申込書についてはお問い合わせください。

※審査終了後、法人管理者様へIDを発行し、利用に
関する手引き一式を送付いたします。

※ID/PWの設定は法人管理者様または各社員様にて
可能です。

※申込から約2週間を目安に使用可能となります。
VIEW法人カードを作成する場合、審査に数か月
お時間を頂戴する場合がございます。

利用者

利用者

管理者

管理者

管理者

管理者

※法人カード会社の請求ポリシーに則り、
　お支払いをお願いいたします。ご請求・お支払い

株式会社JR東日本ビルディング
営業企画部
    03-5363-3110
受付時間／平日  9:30～18:00

法人契約のお問い合わせは

QRコードでの入室イメージ カードリーダーでの入室イメージ
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