
全プランで、国内最多のワークスペースが利⽤可能



いい仕事は、
いいオフィスから
いつでもどこでも、必要な時に必要なだけ、
マルチロケーションで多様な働き⽅を実現。
創造⼒と⽣産性を刺激するワークスペースを提供します。

- 1 -



上質なオフィスインテリア
エリアや物件の特性に合わせてリノベーション
インパクトのあるデザインで企業価値も向上

⼀等地のアドレス利⽤
オフィスは全て⼀等地・駅近にあり、
法⼈登記も可能でHPや名刺にもご利⽤可能

良⼼的な価格
ビジネスに必要なものは全て完備
契約時も、毎⽉も、ムダなコストが不要

充実の設備とサービス
無償インターネット回線、オフィス家具も完備
コピー機や会議室、電話回線も従量制の低料⾦

オフィスの増減もフレキシブル
豊富なオフィスサイズで
事業環境の変化にも柔軟に対応

マルチロケーションが利⽤可能
国内最⼤級の全国のワークプレイス利⽤権付き
いつでも、どこでも、柔軟な働き⽅を実現

選ばれる理由
常時7,000社以上が利⽤利⽤企業は累計20,000社を突破
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国内最⼤
ネットワーク

直営・連携

国内⼀等地にある80拠点以上のオフィスに加え、
全国700拠点を超える連携のワークスペースも利⽤可能

マルチロケーション

 東京 有楽町・銀座・⽇本橋・新橋・虎ノ⾨・浜松町・有明
    渋⾕・⻘⼭・恵⽐寿・広尾・品川・⽥町・五反⽥
    神⽥・秋葉原・⾚坂⾒附・溜池⼭王・六本⽊・⾚坂
    四ツ⾕・麹町・新宿・代々⽊・池袋
    飯⽥橋・北千住・吉祥寺・⽴川・町⽥
神奈川 横浜・桜⽊町・関内
 千葉 柏・船橋
 埼⽟ ⼤宮
 愛知 丸の内
 京都 四条烏丸
 ⼤阪 江坂・本町・⼼斎橋

北海道・⻘森・岩⼿・宮城・福島・新潟・栃⽊・茨城・群⾺
⻑野・⼭梨・静岡・富⼭・⽯川・福井・岐⾩・滋賀・奈良・兵庫
広島・岡⼭・⾹川・徳島・⾼知・愛媛
福岡・佐賀・⼤分・宮崎・熊本・⿅児島・⻑崎

直営オフィス

連携ワークスペース
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ワークスタイルに合わせてお選びください

Private
専⽤オフィスプラン

Share
共⽤オフィスプラン

・24h 365⽇ ※
・付帯ラウンジ無料 ※
・無償インターネット

・all access 付与
・家具付き
・住所利⽤可

・全⽇7:00〜23:00
・付帯ラウンジ無料 ※
・貸しロッカー

・all access 付与
・付帯ブース無料 ※
・住所利⽤OPあり

・平⽇10:00〜18:00
・住所利⽤可
・電話回線OPあり

・all access 付与
・貸し会議室
・郵便転送あり

・全⽇7:00〜21:00 ※
・ラウンジ・ブース利⽤無料（定額制）
・提携カラオケルーム1⽇2h無料（定額制）

・全施設利⽤

⽉額19,800円〜88万円（1〜35名） ⽉額5,500円〜

選べる4つのプラン

駅近・⼀等地のビジネスロケーションに
専⽤の個室オフィスを持つことができます。

⼿頃な料⾦で、お気に⼊りの施設の共⽤
スペースを⾃社拠点としてご利⽤可能です。

Virtual
住所利⽤プラン

all access
全拠点利⽤プラン

⽉額3,300円〜 従量制（0円＋利⽤分）または
定額制（⽉額16,500円）

起業やフリーランスの営業拠点として。
施設住所を利⽤した登記も可能です。

国内最⼤のワークスペースネットワークで、
多拠点をいつでもご利⽤いただけます。

※利⽤時間は施設により異なる場合があります。また、Shareプランは、施設によりラウンジ（無料）またはブース（1名⽤1⽇3hまで無料）の何れかとなります。詳しくはWEBサイトをご確認ください。
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Private
専⽤オフィスプラン

⼀等地のビジネスロケーションに専⽤の個室オフィスを

・��⼀等地のアドレスを利⽤

・��フロントサービス（有⼈施設のみ）

・��充実の共⽤スペース

・��各所にセキュリティ完備

・��付帯ラウンジが無料

・��オールアクセス従量制の利⽤権付き

・��共⽤OA機器セットアップ

・��定員数のオフィス家具

・��無償インターネット

・��各室に専⽤ポスト

・��社名表⽰∕受付インターホン

仕事に必要なものは
全て完備
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Share
共⽤オフィスプラン

⼿頃な料⾦で、お気に⼊りの拠点を⾃社拠点として使う

・��フロントサービス（有⼈施設のみ）

・��住所利⽤・登記OPあり

・��ラウンジ利⽤が全⽇無料 ※1

・��ブース利⽤が1⽇3h無料 ※1

・��1⽇当りの利⽤料が202円〜 ※2

・��オールアクセス利⽤権OPあり

・��専⽤電話回線OPあり

・��全拠点に貸し会議室完備

・��共⽤OA機器セットアップ

・��無償インターネット

・��フリードリンク

オフィスをシェアして
ローコスト

※1：施設により、ラウンジまたはブースの何れかを
ご利⽤となります。
※2：当プランの最安値6,050円/⽉の場合で、1か⽉
30⽇として按分した⾦額表⽰となります。

- 6 -



Virtual
住所利⽤プラン

⼀等地のアドレスに登記、起業準備やSOHO分離などに利⽤する

・��⼀等地のオフィスの住所利⽤が可能

・��受付機への社名表⽰

・��施設のワークスペース利⽤（有料）

・��オールアクセス利⽤権OPあり

・��専⽤電話回線OPあり

・��週1回郵便受取りOPあり

・��他プランへの借換えも可能

・��⽉3,300円〜7,150円のローコスト

・��取引先への信⽤⼒向上に

・��少⼈数企業の営業拠点に

・��起業にコストをかけたくない⽅に

わずかな費⽤で
⼀等地のアドレスを
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all access
全拠点利⽤プラン

国内最⼤級のワークスペース必要な時に必要なだけ使う

・��投資ゼロでサテライトオフィス構築

・��契約費⽤も不要

・��国内最⼤級拠点数（700拠点以上）

・��テレワークの補完に

・��営業のスキマ時間活⽤に

・��出張時のオフィス代わりに

・��オフィスコストの削減に

・��ABW アクティビティー・ベースド・ワーキング� 実現に

・��⽣産性向上∕働き⽅改⾰の⼿段に

柔軟な働き⽅の実現に

従量制：⽉額0円＋使⽤分のみ
定額制：⽉額16,500円
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ご利⽤までの流れ

お電話または、弊社Webペー
ジの「お問合せフォーム」より
お気軽にご連絡ください。
ご⾒学は「完全予約制」となり
ます。

STEP1

お問合せ

オフィスをじっくりとご覧いただ
き、実際の機能性やデザイン制
を体感してください。
スタッフが細やかに対応させて
いただきます。

STEP2

⾒学

ご来店不要で、Webページの
お申し込みフォームからお申し
込みいただけます。お申し込み
書類のご提出後に、利⽤審査
を⾏います。
（当⽇〜2営業⽇程度）

STEP3

お申し込み・審査

ご契約もスピーディーに。全て
Webで完結します。
ご来社などの⾯倒な⼿間や時
間がかかりません。

オフィスのご利⽤は、契約開始
⽇の前⽇午後から可能となりま
すので、⼊居準備にゆとりが持
てます。
（カギ等の受け渡しも同⽇）

STEP4

ご契約・ご⼊⾦

STEP5

利⽤開始
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ご利⽤のメリット

ムダなコストを徹底的に抑制cost

オールインクルーシブで投資不要amenity

⽬を引くオフィス家具と什器備品design

スペースの増減も柔軟に対応fit

柔軟に設定できる契約期間flexible

interior

ビジネスに役⽴つ多様なサービス

企業⼒をPRするオフィスインテリア

support
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私たちは、
｢コンテンツデベロッパー｣として
充実のライフスタイルの実現を
サポートします。

1999年の創業以来、｢サービス｣｢デザイン｣
｢テクノロジー｣を融合し、企画⼒と運営⼒、
確かな技術と品質で、不動産の価値を最⼤化
してきました。
さらに、利⽤顧客の利便性を⾼めるBPO
サービスやシェアサロン、様々なインタレスト
スペースなど多様な活⽤シーンを多様な
業態で実現しています。

＊当社は東証⼆部上場のギグワークスの100%出資
⼦会社となります
＊THE HUBおよびTHE OFFICEのオフィス名称は
当社の商標登録となります

商   号  nex株式会社

所 在 地  東京都港区⻄新橋2-11-6

T E L  03-5213-0600 (代表)

設   ⽴  2007年4⽉(1999年創業)

資 本 ⾦  268,000,000円

関連会社   ギグワークス株式会社

会社概要

nex can xform
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thehub.nex.works

03-5213-0600 (平⽇ 10:00-18:30)

東京都港区⻄新橋2-11-6ニュー⻄新橋ビル3F


