
※ 順不同
※ 系列店は運営会社により異なる場合あり

コワーキングスペース茅場町 Co-Edo
・東京都の緊急事態措置に伴う⾃粛要請解除とともに原則的に通常営業に戻す （現状は短縮営業を含む特
別営業体制）
・換気のため常時窓を開けておくようにお願い
・利⽤後はアルコールを使って利⽤した机を拭いていただく

SHI TSU RAI コワーキング
・⾵邪のような症状をお持ちの⽅、体調が優れない⽅、咳が出る⽅はこ利⽤を控えていただく
・極カマスクを着⽤し、うがい・⼿洗いなど染の対感策、咳⼯チケットをお願い （室内に薬⽤せつけん
ミューズを設置）
・席は距離を保つ
・ゴミはカン・ビン・ペットボトルは持ち帰る
・燃えるゴミは極⼒持ち帰る ／コップ などのゴミは必ずビニールに包んで捨てる ／ティッシュ、紙くず
も必ずビニールに⼊れて閉じて捨てる
・他に利⽤者がいる場合3 分以上のお電話は極⼒廊下でお願い ／オンラインミーティングはイヤホンを使
い、周りの⽅に迷惑がかからないよう声は⼩さめにしていただく

Noblesse Oblige
・従業員のマスク着⽤
・アルコール消毒の設置、推奨
・各デスク周りにクレベリンの設置
・⼊室時やイベント参加時には、お客様にもマスク着⽤及びアルコール消毒の使⽤をお願いする場合あり
・37.5度以上の熱がある⽅は⼊館をお控えいただく

コワーキングスペース「7F」
・利⽤者間の間隔をとるため席数の削減
・AIサーマルカメラによる利⽤者の検温
・換気の頻度UP
・利⽤者のマスク着⽤必須化
・利⽤者向けに⼿洗いや⼿指消毒実施のお願いをスペース内掲⽰
・⼈の⼿が触れる箇所の除菌の徹底
・受付に⾶沫感染予防を⽬的としたアクリルパーテーション設置
・スペース⼊⼝およびスペース内へのアルコール消毒液設置
・⼿洗い場へのハンドソープとペーパータオル設置
・換気扇の常時稼働と、窓・⾮常扉の開放による定期的な換気
・除菌スプレーによる机等の清掃

Knower(s)
・基本的にマスク着⽤をお願い
・換気

■ 提携店の取り組みについて （2020年5⽉時点）
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CASE Shinjuku
・当⾯の間はマスクの着⽤をお願い （フロントで常備）
・⼿洗い除菌 ／消毒の徹底 （⼊室時に必須）
・換気徹底に伴い喫煙は電⼦タバコのみ
・電話またはオンライン会議は、⾶沫感染防⽌の観点から、指定の窓際の席でお願い
・各⼊⼝に殺菌消毒液を設置
・除菌清掃 （テーブル、イス、テーブル、イス、ドアノブ、ドアノブ、SECOMSECOM静脈認証施錠内ほ
か接触が多い場所）
・換気扇の24時間稼働のほか、スタッフ在席時間内は、窓やドアなどを開けた換気を⼼がけ
・エアコン稼働の必要のない気温では、できるだけ窓を開けた状態で営業
・エアコンを稼働させる場合は、2時間に1回10分程度の換気を⾏う
・メンバー以外の⽅の利⽤について コワーキングスペースのドロップイン利⽤者についても、万が⼀に備え
て全員の⽅に連絡先電話番号の記載をお願い
・着席時に向かい合わせ、隣り合わせにならないよう椅⼦を配置

ドリノキ
・咳や熱、⿐⽔などの症状が⾒られたり、体調のすぐれない⽅のご利⽤はお断り
・マスク着⽤を義務化
・ドロップイン利⽤の⽅の⼈数制限をし、利⽤可能な座席を指定
・施設内の除菌
（ルール追加の可能性もあります。）

コワーキングスペース Open Office FOREST
＜店舗の運営について＞
・時短営業 （平⽇・⼟⽇ともに2時間短縮）
・座席数の制限 （⼀部の座席をご利⽤不可 ／6⽉以降はご利⽤不可のテーブルはなくす予定だが座席数
は従来より減らして営業）
・換気の徹底 （営業時間中は換気扇を常時稼働 ／店内４箇所の窓などを開けて換気 ／6⽉以降は冷房
効率により窓を開ける数は減らす予定 ／換気扇は継続）
・マスク着⽤のお願い （5⽉中はお客様・従業員 全員マスク着⽤必須 ／6⽉以降お客様はお願いベースに
とどめる ／ご希望の⽅にはマスクを無料で配布）
・消毒の徹底 （利⽤後の座席やドアノブ等のアルコール消毒を徹底 ／⼊り⼝には⼿指消毒スプレーと消
毒⽤アルコールのウェットティッシュを設置）
・客席の間仕切り （アクリル板を設置し⾶沫対策）
・貸会議室 （5⽉31⽇までは休業）

＜営業について＞
・営業時間 ：通常営業に戻す（平⽇9:00-22:00／⼟⽇10:00-20:00）
・貸会議室 ：３部屋のうち２部屋のみで営業を再開

NEKTON
・⼊店時検温 （37.5度以上で⼊店不可）
・⼊店時のアルコールまたは⼿洗いによる消毒
・利⽤中のマスク着⽤義務化
・時短営業を実施中
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海⽼名コワーキングスペース ROLE
・ゲストのドロップイン利⽤（提携利⽤含む）と貸会議室の新規予約及び利⽤を制限し、会員様のみの利⽤
とする
・利⽤時間は通常通りだが、受付時間は短縮

＜緊急事態宣⾔解除後＞
・受付時間、貸会議室利⽤を従来通りに戻す予定
・ドロップイン（提携利⽤含む）については、今後の状況に応じて利⽤再開とする予定

＜ご利⽤者＞
・マスク着⽤・咳エチケット・アルコール消毒の徹底を呼び掛け

尼崎創業⽀援オフィス アビーズ AbiZ
・マスク着⽤を推奨
・設置の消毒液ご利⽤を推奨
・熱があるなど、少しでも体調が悪い⽅は利⽤をご遠慮いただく

naedoco
・利⽤時はアルコール消毒液の使⽤、マスク着⽤、発熱時は利⽤不可など、感染症予防及び対応を徹底

biz BEACH CoWorking
・６⽉１⽇（⽉）から営業再開予定 （当⾯の間は時短営業（平⽇9:00〜17:00のみ） ※状況をみながら通
常営業に移⾏予定）
・スタッフ （出勤前に検温実施、出勤時に報告 ／常時全員マスク着⽤ ／来客対応ごとにアルコール消
毒（⼿）の実施）
・受付 （透明ビニールスクリーンの設置 ／ペン等の備品を使⽤ごとに除菌スプレーにて拭き上げ）
・レイアウト変更（収容⼈数制限） （席を１つ⾶ばしにし、横並びの間隔を開ける ／正⾯向かい合わせ
席は簡易間仕切りにて対応）
・空間管理 （オープン前に全席除菌スプレーにて拭き上げ ／利⽤者退場後使⽤していた席を除菌スプ
レーにて都度拭き上げ ／２時間おきに全窓開放して換気（館内換気システムは常時稼働））
・⼊場時のお願い （全員アルコール消毒（⼿）の実施 ／全員マスクの着⽤（マスクのない⽅は受付にて
１枚販売） ／⾮接触体温計が⼊⼿できれば検温も実施）

エニシア 岐⾩店
・岐⾩市に問い合わせの上、平常通り営業
・ウイルス除去に効果のある空気清浄機を４台設置
・店舗に⼊る際はアルコールの除菌をお願いし、各テーブルにも除菌スプレーを設置

仙台国際空港 ビジネスラウンジ
・⾶沫感染防⽌の為、カウンターにアクリル⽤の感染防⽌で距離を置いている
・受付の担当者は必ずマスク着⽤
・3密を防ぐ為、通常時の半分での運営（通常33席 現在15席）
・営業時間の短縮
・お客様がいなくなってから、イスやテーブルの消毒
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勉強カフェ 
＜ビジター利⽤について＞
・当⾯の間、所属スタジオ以外の利⽤は受付を中⽌
・原則ビジター・フレンドパスの利⽤も受付を中⽌ （万が⼀感染された⽅がいた場合、感染経路を確保す
るため）

＜営業時間について＞
・当⾯の間、各スタジオの閉店時間を、平⽇：1時間前倒し／⼟⽇：⽇曜⽇に合わせて短縮
・営業時間については今後の状況によって変更の可能性あり （深夜までの営業を中⽌）

＜感染拡⼤防⽌策について＞
・検温のうえ来店 （体温が37.5度以上の⽅のご利⽤はお断りさせていただく）
・感染拡⼤防⽌の為マスクの着⽤をお願い （着⽤いただけない場合、ご利⽤をお断りさせていただく場合
あり）
・店内に消毒液を設置 （来店の際は⼿指の消毒をお願い）
・座席数の削減もしくはパーテーション等の設置により、対⾯での利⽤を禁⽌させていただく
・オンラインを除くイベントの開催を中⽌
・店内の換気を強化
・店内の机・椅⼦、ドアノブ等、消毒を徹底

■新宿スタジオ ■新宿ベースポイントスタジオ
・スタジオ内の各所に消毒に次亜塩素酸⽔を使⽤ （ドアノブなどに次亜塩素酸⽔のスプレーボトルを設置
／空気清浄機に次亜塩素酸⽔を使⽤し空間除菌）
・定期的に店内をアルコール除菌
・⾶沫感染防⽌のためにパーテーションを設置し、座席の間隔を空けてご利⽤いただく
・定期的に換気を実施し、密閉空間の防⽌に努める
・会員にはマスク着⽤と、来店時はヘルスチェックシートの記⼊

■飯⽥橋スタジオ
＜取り組み＞
・常時換気を⾏う
・受付にビニールシートを装備し、⾶沫感染防⽌に努める
・スタッフは常にマスクを着⽤、お客様⽤にも受付にマスクを常備し、マスクを利⽤していない場合はマス
クの利⽤を促す
・.受付、トイレ、各部屋の⼊⼝に⼿指⽤のアルコールを常備
・お客様ご利⽤後は直ちにアルコールで机を拭きあげる
・パーティションの無い席は、⼀席開けてソーシャルディスタンスを保つ

＜この後の対応＞
・.6/1からNWにもご利⽤いただけるようにする （当⾯は平⽇のみとし、12:00〜22:00の利⽤とする）

■博多プレース
・マスク着⽤必須
・⼊店時は⼊⼝据置消毒液にて⼿洗い実施
・⾮接触体温計にて検温実施 （37.5度以上の⽅は利⽤不可）
・体調不良、咳込み症状のある⽅等のご利⽤は不可
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■池袋スタジオ ■仙台⼀番町スタジオ
・店舗⼊り⼝、各所への⼿指アルコールの設置
・定期的な店内換気、利⽤部分のアルコール除菌
・次亜塩素酸⽔噴霧器の設置
・受付カウンターパーテーションの設置
・座席の対⾯利⽤不可 （ソーシャルディスタンスの確保）

■国分寺スタジオ
・隣の⽅と1.5〜1.8メートル位の距離を空けてご利⽤いただく

■⽇本橋茅場町スタジオ
・⾃店会員様のみご利⽤可能とする利⽤⼈数制限
・営業時間の短縮（平⽇6時-23時 ⇒ 6時-22時）
・消毒液の設置
・スタッフのマスク着⽤
・対⾯にならないようにする座席設置
・定期的な窓の開放など、換気の徹底
・会議室利⽤の禁⽌
・よく⼿で触れる所のアルコール掃除

■⼤阪本町 ■⼤阪うめだ
・勤務前にスタッフは全員、毎回体温を測定 （37.5度以上あった場合、リスク防⽌、本⼈の体調回復を優
先し勤務を停⽌）
・⼿指の消毒液を設置 （エタノールを採⽤）
・机・トイレなどの掃除 （次亜塩素酸ナトリウム「ジアニスト」を採⽤）
・重点消毒箇所 （ドアノブ、机、机の腕置き、ドリンクサーバーのボタン付近）
・店内の窓をそれぞれ定期的に5分以上解放し、淀みをなくす （⼤きな窓を⼀つ開けるより、対⾓線上に
ある窓を開け空気の流れを作ることが淀みを解消）
・短縮営業を⾏い、店内にもビニールガードや換気を強化する扇⾵機など設置

＜ご利⽤者へのお願い＞
・来店時、外出から帰られた際、トイレ利⽤時などは、⼿洗い、うがいを励⾏いただくようお願い
・咳やくしゃみをされる際には、マスクを着⽤するか、ティッシュ・ハンカチなどで⼝や⿐をおおうなど、
咳エチケットにご協⼒いただく
・発熱、咳などの症状が継続している⽅は、来店を控えていただくようお願い

■神⼾三宮スタジオ
・ご利⽤時マスク着⽤必須
・来店時、外出から帰ってきた時は必ず⼿洗い、うがい、消毒の実施
・検温 （37.5以上はご利⽤不可）
・両隣、向かい合わせに座らない
・⾷事の場所制限 （マスク外す場所を限定）
・会話は最⼩限
・常に換気の実施
・備品、取っ⼿、机、椅⼦などの消毒
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■渋⾕スタジオ
・利⽤者のマスク着⽤ （ない⼈には配布）
・アルコール除菌の消毒液とウェットティッシュの備え置き
・空気循環をよくするためのサーキュレーターの設置及び送⾵の利⽤
・対⾯席のつい⽴の設置
・受付の⾶沫防⽌シートの設置
・⼊退店時のカード読み取り時の⾮接触励⾏、お⾦の受け渡し時の接触防⽌
・こまめに社内清掃 （特に⼿が触れる部分は頻繁に清掃）

■⻄宮北⼝スタジオ
・マスク着⽤のお願い、ご来店時の⼿洗い・うがい・消毒の実施を継続
・当⾯の間、NW会員様含めビジター利⽤はストップ

■岡⼭スタジオ
・除菌やソーシャルディスタンスに気をつけ通常通り営業
・岡⼭県からの休業要請が出るまでは、通常通りの営業を続けていく予定

■アライアンス宮崎
＜取り組み＞
・受付前に消毒液の設置を続ける
・新しい⽣活様式をお守りいただくようお願い
・間仕切り等はいまのところ設置予定なし

＜この後の対応＞
・８⽉末までは外部の⽅の受け⼊れは県内の⽅に限り、NewWork会員も８⽉末までご利⽤受付を休⽌

ビステーション
■新橋 ■新横浜
・コワーキングスペースは座席間隔を開けて運営し、換気、消毒等強化
・引き続き、密にならないように注意しながら運営を⾏うが、通常営業には様⼦を⾒ながら戻していく

■福岡天神
・利⽤者、スタッフの安全を守るため、エレベーターの利⽤、レストルームの使⽤、ドアの開閉などの接触
箇所は、即時に除菌消毒ふき取り
・窓を開けて利⽤時の換気・消毒
・5⽉末までは⼀旦会議室等の申込みをストップ （6⽉より申込を再開する予定）

GrinSpace
・営業時間の短縮 （10時〜18時）
・１時間に1回のこまめな換気
・除菌スプレーでの清掃
・利⽤客同⼠の密を避ける

所沢ノード
・緊急事態宣⾔解除翌⽇より通常営業再開
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katanaオフィス
＜感染予防に対する取り組み＞
・館内共⽤部の清掃、除菌作業の強化
・常に新鮮な外気を取り⼊れ、館内空気の滞留を防⽌
・⼊⼝にアルコール消毒液を設置
・混雑傾向が⾒られた時はソーシャルディスタンスの⼯夫をする
・スタッフの⽇々の検温チェック、健康管理に努める
・受付窓⼝に⾶沫感染防⽌⽤の透明シートを設置
・スタッフはマスク着⽤
・会員様の安⼼・安全に配慮しつつサービス提供に努める

＜利⽤者様へのお願い＞
・発熱があったり、体調不良の⽅は⼊館をご遠慮いただく
・オフィス⼊室時には⼿洗い・うがい・⼊⼝でのアルコール消毒をお願い
・咳エチケットをお願い
・マスク着⽤にご協⼒をお願い
・ゲストを招き⼊れる際は、会員様と同様の配慮をしていただくようお願い

mocco
＜店舗運営における取り組み＞
・⼀部フロアは利⽤席を制限し、席の間隔を空けてご利⽤いただく
・⼊店時はマスクの着⽤・⼿指の消毒をしていただき、営業時間中は換気のため窓やドアを開ける
・会議室は、利⽤者ご⾃⾝で換気を実施いただくようお願い
・テーブルやドアノブ等の消毒は、随時実施

＜今後の対応について＞
・兵庫県の緊急事態宣⾔が解除されたことを受け、状況を⾒ながら徐々に制限緩和等を⾏う予定

コトコトコワーキングスペース
・店内の⼿洗い場には、薬⽤⽯鹸ミューズと⼿指の消毒液を設置
・ドリンクバーは使い捨ての紙コップを使⽤
・机の間隔を広めに取る

森永ヴィレッジ
・会話や電話の際はマスクを着⽤
・アルコール殺菌消毒、⼿洗い・うがいの励⾏
・1ヶ⽉以内の外務省の感染症危険地域に該当する国からの渡航歴がある場合や、咳や発熱が37.5度以上の症
状がある⽅はご来店をお控えいただく

120 WORKPLACE KOBE
・ご利⽤時は必ずマスク着⽤、アルコール消毒をお願い
・⼊店時に⾮接触型体温計で検温を実施 （37.5度以上の⽅は、当⽇のご利⽤をご遠慮いただく）
・発熱等の⾵邪症状がある場合は、⼊室を控えていただく
・利⽤者同⼠での間隔を広めに取っていただく （４⼈がけテーブルでは、最⼤２名様まで、斜めに座って
利⽤）
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⽣駒市テレワーク＆インキュベーションセンター イコマド
・5⽉20⽇(⽔)より時短営業、定員削減にて再開
・オープンスペース中央に、アルコール洗浄ハンドジェル・アルコール除菌スプレー・マスク・クレベリン
を新たに設置
・スタッフのマスク着⽤
・⼿先消毒液の設置
・机やイス、ドアノブ、電気のスイッチ、タッチパネル、エレベーターボタンの消毒
・空気清浄機
・常時の換気
・チェックリストによる消毒の徹底

＜利⽤者の⽅へ＞
・ご来館の際の消毒や⼿洗い、マスク着⽤やせきエチケットをお願い
・複数⼈での会議利⽤や打合せの⾃粛、熱や⾵邪の症状のある⽅のご利⽤禁⽌させていただく

ヨカラボ天神
・スタッフのマスク着⽤
・受付に透明ビニールシートの設置
・平⽇の営業時間の短縮 （通常は9:00〜23:00の営業を10:00〜22:00に変更 ／期間は2020年5⽉31⽇まで
の予定 ／⼟⽇祝は通常どおり10:00〜22:00）

＜来店時のルール＞
・少しでも⾵邪のような症状が⾒られる⽅は来店をお控えいただく （頻繁に咳をされている⽅につきまし
てはマスク着⽤していても退店をお願いする場合あり）
・⼊店時（⼀時外出後、お⼿洗い後も含む）には、アルコール消毒必須
・ネットミーティングはミーティングルームか会議室のみとする （その他の場所ではマスクを着⽤してい
ても不可）
・ネットミーティングや⻑時間の通話⽤に会議室を無料開放 （開放期間：5⽉18⽇(⽉)〜5⽉31⽇(⽇) ／
開放時間：10:00〜18:00）

ビジネスポート
・コロナウィルスの注意喚起と⼊館時のお願い （咳症状の強い⽅及び37.5以上の⽅の⼊館禁⽌）
・全⼊室者のマスク着⽤のお願い （施設内共⽤部及びシェアオフィス内）
・⼊室時の検温
・清掃の強化
・⼿指消毒剤の設置
・スタッフのマスク着⽤
・お茶出しサービスの休⽌
・フロント営業時間の短縮 （平⽇10時〜16時）
・貸会議室の外部利⽤、提携サービスの休⽌ （シェアオフィス）
・シェアオフィスの内覧休⽌

トライアルビレッジ
・当⽇体調が優れない⽅は⼊店をご遠慮いただく
・⼊店時に⼿の消毒、マスク、各利⽤者間の距離を保つ
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fabbit 
・ご利⽤者様のマスク着⽤の必須化
・施設⼊室時の検温 （37.5℃以上の発熱がある⽅は利⽤をお断り）
・⼊⼝にアルコール消毒を設置
・不特定多数の⽅が⼿を触れる箇所のアルコール清掃
・⼿洗いとうがいの徹底のお願い
・政府が推奨する湿度の維持を⽬的とした加湿空気清浄機の設置
・コワーキングスペース及び会議室におけるソーシャルディスタンスの確保
・換気のための⼊⼝扉や窓の⼀時開放

■⼋王⼦
・従業員及び利⽤者のマスク着⽤必須化
・施設内のアルコール消毒及び除菌⽤アルコールの設置
・ドア・窓の開放による換気

■北九州
・マスクの着⽤必須
・⼊店時に検温
・⼊退店時に⼿指消毒を推奨
・施設内の消毒 （スタッフによる清掃の他、お客様⾃⾝で利⽤席を消毒できるよう消毒グッズを設置）
・ソーシャルディスタンスの確保 （ソファ席や⻑テーブルは対⾯をなくし、隣り合う席は1席ずつ間引
き）
・会議室に空気清浄機を配備し、8⼈利⽤を4⼈利⽤までに制限
・マスク未着⽤時間の短縮のため、⾷事は禁⽌ （飲み物はOK）
・喫煙所の利⽤停⽌
・定期的な換気
・満席の場合、⼊店をお断り

■神⼾三宮
・⼊室時は必ずアルコール消毒・マスク着⽤
・発熱時の⾵邪の症状がある場合は、ご利⽤を控えていただく
・1メートル以上のソーシャルディスタンスの確保
・⼿洗いとうがいの徹底
・給茶機の利⽤は当⾯停⽌

T-LABO
・利⽤される⽅の検温の実施、アルコールによる⼿指消毒
・利⽤される⽅の連絡先の把握 （万が⼀感染された⽅が出た場合に連絡を取るため）
・営業時間中は窓を開けて換気を常に⾏う
・開店前、閉店後の次亜塩素酸⽔を使⽤した拭き掃除や消毒なども毎⽇実施

美しが丘ワーキングスペース
・⼊場制限等は実施する予定ないが、状況によっては顧客同⼠の間隔をとっていただく
・排煙窓の開放による換気、⼿指アルコールの設置の実施
・デスクは利⽤前後にアルコールによる拭き取り
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Coworking Cafe CC
＜6/1(⽉)〜＞
・フリースペース利⽤ （ビジター、NewWork会員様）
・会議室利⽤ （5名様まで）
上記は完全予約制です。事前に電話またはメールにてご連絡お願い致します。

＜当社の感染対策について＞
・⼿洗い、消毒の徹底 （⼊⼝にアルコール消毒液を設置し、スタッフ、ご利⽤者様は⼊室の際に⼿指の消
毒 ／⼿洗い実施）
・換気に実施 （窓を開けての営業）
・発熱や⾵邪などの諸症状のある⽅にはご利⽤をお控え頂く （体調確認する場合あり）

パセラのコワーク
＜施設内における対策＞
・受付に⾶沫防⽌シートを設置
・当施設の⼊⼝付近及び各フロア、お⼿洗いにアルコールスプレーを設置
・お客様にご利⽤いただける除菌⽤ウェットティッシュやアルコール消毒液を設置
・頻繁に触れるであろうテーブル、椅⼦、個室（ブース席）はこまめに清掃
・2時間に1回、全フロアの換気、ドアノブや⼿すりをアルコール消毒液にて拭く
・ソーシャルディスタンス確保のため隣の席と、2m以上の距離を確保
・備品は出来る限り個包装、使い捨てのものをご⽤意
・都度利⽤可能な１Dayブース個室をお貸出し
・最⼤⼈数が6名以下のMTGルームとしてのお貸出しを中⽌し、１Dayブースとして提供
・以前からお⽀払いはクレジットカードや電⼦マネー、QR決済などの⾮接触型決済システムのみの利⽤
・感染予防・拡散防⽌のため、スタッフはマスクを着⽤
・すべての従業員の健康チェック、体温測定を出勤前に⾏う （ 37.2℃以上、発熱がある場合は勤務不可）

＜お客さまへご協⼒のお願い＞
・各フリーエリアは原則マスク着⽤を義務付け （受付にて販売 ／数量限定）
・⾵邪のような症状をお持ちの⽅、37.5℃以上の発熱がある⽅は、ご来店を控えていただく
・うがい・⼿洗いなどの感染対策、設置された消毒液を利⽤していただく

パセラリゾーツ（カラオケパセラ）
・カラオケ・カラオケルーム内および各会場の設備をアルコール消毒液等で除菌
・カラオケルーム内および各会場に空気清浄機を設置
・アルコール消毒液等によるマイクの除菌
・トイレやフロア各箇所にアルコールスプレーの設置
・調理器具および⾷器類の除菌
・毎⽇の体温測定による健康管理の徹底
・⼿洗いとアルコール消毒液による⼿指消毒の徹底
・マスクの着⽤の許可および推奨

さかい新事業創造センター S-Cube
・オープンスペースなどの共⽤部分をご利⽤される際は、「三つの密」に⼗分ご配慮いただく
・マスクの着⽤や⼿洗いなど感染防⽌のための⾏動をとっていただく
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起業プラザひょうご
・ドロップイン利⽤（相互利⽤を締結している施設を含む）、セミナールーム利⽤について、5⽉25⽇以降
再開
・府県等をまたぐ利⽤につきましてはご利⽤を⾃粛していただく
・発熱等の症状がある⽅は、⼊館をお断りさせていただく
・スタッフは原則マスク装着 ／アルコール消毒液などの確保 ／各部屋の換気の徹底し環境維持に努める
・コワーキングスペース利⽤時は、利⽤者同⼠での間隔を広めに取っていただく
・イベント開催、コーディネーター対応、外部の⽅を招いてのミーティングなどについては、オンラインで
の開催を推奨

未来会議室
・換気、消毒を徹底
・New Work会員も通常通り利⽤可
・営業時間に変更等がある場合は弊社Webサイトを中⼼に情報発信
・今後も状況が極端に悪化しない限り同様の対応をしていく予定

コワーキングスペース sankaku
・マスク着⽤

Vacation Office 伊⾖⾼原駅
・⼊⼝付近に⼿などを除菌するためのアルコールと、テーブルなどを拭くためのシートを設置

BOOK&CO.TENJIN
・⼊店の際の検温・症状の確認 （37.5度以上の熱や咳の症状がある⽅はお断り）
・⼿指の消毒・マスクの着⽤の義務化 （マスク着⽤ない⽅は受付で1枚配布）
・座席の間隔を取っていただく

HUB STATION KENTO
・アルコール消毒スプレーの常設
・マスク着⽤の協⼒をお願い
・フリーデスクご利⽤の際は、お隣様との距離の確保
・県外からの内覧・利⽤等の⾃粛

コモンルーム梅⽥
・換気 （店舗⼊り⼝のドアは常に開放 ／窓は⾬の⽇以外は常に開けて換気 ／⾬の⽇は2時間に1回ほど
換気）
・アルコール⼿指消毒液設置 （受付に消毒液を設置し、店舗ご利⽤のお客様に使⽤して頂く）
・空気清浄機常時稼働
・定期清掃 （除菌作⽤を含む洗剤で机・コピー機の画⾯等直接⼿が触れる部分の拭き掃除 ／お客様が退
出後には使⽤された座席も都度拭き掃除 ／椅⼦にも定期的に消臭・除菌スプレー）
・紙コップの設置 （フリードリンクには使い捨ての紙コップの設置）
・⼊り⼝に【コロナウィルス対策について】の案内看板設置 （「マスクの着⽤、体調管理、⼿洗いうがい
のご協⼒」の詳細を記載した看板を常に店舗⼊り⼝に掲⽰）
・利⽤者が増える場合は、⼈数制限を⾏う可能性等状況によって対策を講じる予定
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COMSYOKU
＜対策＞
・アルコール⼿指消毒剤の設置
・席数を半数に削減し、接触機会の削減
・常時換気
・テーブル、チェア、ドアノブなどの定期的なアルコール消毒

＜お願い＞
・1ヶ⽉以内に本⼈や親族の⽅による海外への渡航歴がある場合や、37.5度以上の発熱や咳の症状がある⽅
は、ご利⽤を控えていただく
・⼊室時には受付に設置しておりますアルコール消毒剤、トイレやキッチンの⼿洗い洗浄⽤の薬剤をご使⽤
いただき、⼿洗い・消毒の徹底
・潜伏期間における感染拡⼤を防ぐ観点で、できる限りマスクを着⽤のうえ⼊室
・会議室利⽤は可能な限りzoom等のツールを活⽤いただき、お客様を招いての打ち合わせは極⼒少なくする
（お客様も⼊室前のアルコール消毒・マスクの着⽤）

TREE ⾼崎
・５⽉末まで営業時間の短縮 （平⽇22時まで→20時まで）
・スタッフのマスク着⽤を義務付け
・利⽤者へのマスク着⽤、⼿指消毒のお願い
・アルコールによる店内のこまめな消毒や、定期的な換気
・座席数を減らし、ソーシャルディスタンスを保つ （ソーシャルディスタンスが保てないと判断される場
合は利⽤者数の制限を⾏う）
・内覧等を希望する⽅へのオンライン内⾒も対応予定

C-WORK
・施設清掃・消毒を毎⽇実施
・ご利⽤ごとにドロップイン・会議室・フリースペースの机・椅⼦の消毒
・スタッフはマスク着⽤
・⼊り⼝のアルコール消毒スプレーを引き続き設置
・24時間の換気を継続
・フリースペース・⼤会議室は窓を開放して換気

EAST DOCK
・5⽉中は原則会員のみの利⽤を受け付け
・6⽉以降は、⼊場制限を設けるなど段階的に通常利⽤を再開していく予定
・換気
・マスク着⽤
・⼿洗いうがいの徹底を呼びかけ

セミナープラス南町⽥
・アルコール消毒液の設置
・フロア内の換気 （EV横の扉を常時開放）
・使⽤可能テーブルの制限 （隣り合っての使⽤とならないよう考慮）
・換気や使⽤可能テーブルの制限は、使⽤状況を⾒て段階的に解除
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anyplace.work 富⼠吉⽥
・アルコールスプレーによる⼿指消毒
・正しい⼿洗い⽅法をお知らせ
・利⽤するすべてのお客さまの体温確認
・施設内に感染経路などに関するチラシの提⽰
・お客さまがワークエリアを使⽤した後に、ペーパータオルと除菌ミストで除菌

＜現在お客さまにお願いしていること＞
・花粉症による咳やくしゃみの症状がある⽅に「花粉症シール」を⾝に着けていただく
・咳エチケット徹底のために、ハンカチ・タオルを机上に出しておいていただく
・PCの使⽤前後に、ペーパータオルに除菌ミストをかけて、除菌していただく
・ワークエリアの席の間隔を1席分空けていただく

＜今後の取り組み＞
上記のこれまでの対策を⼀部継続しながら基本的には通常運営を予定

work and place 芦屋
・営業時間は9時〜21時までを9時〜18時に短縮
・店内各所に消毒液を配置
・マスク着⽤の義務付け
・すべての窓を開けての利⽤徹底
・スタッフの念⼊りな清掃及び消毒
・店内での注意書き掲⽰

howlive
＜取り組み＞
・店舗の定期的な除菌消毒 （除菌・防ウイルスに効果的除菌スプレーを使⽤し、テーブル・ドアノブ・ド
リンク取っ⼿など定期的に拭き上げ）
・⼊り⼝に除菌ハンドスプレーの設置
・加湿器を使⽤しての室内への除菌スプレーの噴霧
・空気に触れるもの(紙コップなど)の設置を、最⼩限にする
・受付に⾶沫防⽌のためクリアパネルを設置(⼀部店舗)
・エリアごとに利⽤⼈数の1/3に制限
・スタッフのマスク着⽤を義務付け

＜この後の対応について＞
・期間を定めず上記の対策を継続
・⼈数制限についても継続予定

Connecting The Dots 代々⽊
・換気
・接触箇所の消毒
・各所に除菌シートを設置
・利⽤者のマスク着⽤必須
・スタッフおよび利⽤者の検温
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スペースアルファ三宮 コワーキングスペース
＜取り組み＞
・次亜塩素酸⽔による、机、椅⼦等の拭き上げ清掃を毎⽇実施
・カフェ等共⽤部分、フロントカウンター、ドアノブ等の定期的な拭き上げ清掃実施
・会議室⼊れ替え時の、除菌スプレーによる室内除菌
・定期的（朝・昼・⼣）に⼀部扉の開放による換気
・次亜塩素酸⽔、アルコール除菌消毒液の設置、貸出
・会議室⼊⼝扉を開放での利⽤推奨
・トイレのハンドドライヤー使⽤禁⽌
・貸出備品の消毒
・対⾯シートの貸し出し
・コワーキングスペースの椅⼦を間引いて設置
・ソーシャルディスタンスを確保するレイアウトのご提案
・従業員のマスク着⽤
・従業員の出勤前の検温

＜お客様へのお願い＞
・館内ではマスクを着⽤
・発熱、呼吸器症状等がある場合のご来館はご遠慮ください
・⼊館時は⼿指の消毒
・咳エチケット
・共⽤スペースのご利⽤は最⼩限にとどめる （ロビー、カフェ、喫煙室等）
・ソーシャルディスタンスの確保
・なるべく⾮接触型決済、振込での利⽤料⾦のお⽀払い
・ご予約時は、規定数の半数程度の⼈数でのご利⽤を⽬安に会場をお選びください （レイアウト例を参
照）
・換気のためロビー・カフェの室温が⼀定しない場合がありますのでご了承ください
・最⼩限の従業員数のためフロント対応にお時間を要する場合がございますのでご了承ください

Workmedi
・換気、除菌、利⽤⼈数制限等の感染予防対策
・⾮常事態宣⾔に伴う会議室の休業 （5⽉末まで。6⽉以降は検討中）
・テレワーク受容を鑑みた1名⽤個室のドロップイン解放
・⼊⼝に除菌スプレーを設置
・1時間に1度、ドアを開放しての換気を実施
・スタッフや利⽤者に万が⼀コロナウイルス患者が発⽣した際に迅速にご連絡ができるよう、毎回ご利⽤時
に受付台帳に連絡先をご記⼊いただく
・スペース内の⼈⼝密度が⾼くならないよう利⽤者数の制限 （館内の混雑状況により利⽤をお断り）
・スタッフの配置を最少⼈数まで減らして営業

コワーキングスペース ShakeHands
・⼊り⼝にマスク着⽤ご協⼒の貼り紙
・⼊り⼝およびトイレなどに⼿指消毒⽤アルコールを設置
・店内に空気清浄機を３台
・３⾯が外に⾯していますので定期的な窓の開放による空気の⼊れ替え
・設備は、24時間換気の空気⽳や、換気扇が６箇所あり
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room EXPLACE
・⼀部座席の利⽤を休⽌ （対⾯になる席は利⽤不可）
・施設内の換気を実施
・⽇中はスタッフが施設内の消毒を実施 （既存会員だけが使⽤可能な現在はスタッフは常駐ではなく巡回
／通常営業再開後は、9:20〜17:20でスタッフが常駐し対応）

＜次のいずれかに該当する⽅は利⽤不可（⾃⼰申告）＞
・直近1ヶ⽉以内の海外渡航歴がある⽅
・感染者との接触があった⽅
・新型コロナウイルスの症状がある⽅(37.5度以上の発熱や倦怠感があるなど)
・同居のご家族等で同様の状況がある⽅

＜利⽤時のお願い＞
・利⽤後の席や机の消毒、除菌 （⾃分での拭き上げに使⽤可能な消毒液を設置）
・⼿洗いについて （施設利⽤時は、必ず⼿洗いを実施していただく ／施設設置のものに触る場合にも都
度、⼿洗いをお願いする）
・⾶沫感染防⽌について （咳エチケット実施のお願い ／可能な限りマスクの着⽤ ／距離を保ちご利⽤
者様同⼠でご配慮）

東急REIホテル
＜お客さまへのお願い＞
・お客さま同⼠の不安解消のためマスク着⽤
・ソーシャルディスタンスにご協⼒いただく
・フロント・レジはできる限り代表者の⽅1名で、間隔をあけてお並びいただく
・エレベーター内、エスカレーターは間隔をあけてご利⽤
・ソファーは間隔をあけてご利⽤
・お会計はトレイでの受け渡し

＜取り組み＞
・館内における換気の徹底
・⾶沫防⽌シート設置やマスク、フェイスシールド、⼿袋の着⽤
・お客さま⽤⼿指消毒液の設置
・お客さまが直接⼿を触れる箇所を1⽇に数回消毒⽤アルコール等による拭き上げを実施
・従業員の毎⽇の健康管理を徹底
・従業員の⼿洗い、うがいの徹底

ToStart
・アルコールの設置

MUSASHI imaizumi BASE
・利⽤者へマスク着⽤のお願い
・アルコール消毒の設置
・デスクに仕切りを設置 （⻑デスク2箇所）

15 / 15 ［提携店の取り組みについて］


