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野村不動産株式会社（本社:東京都新宿区/代表取締役社長:松尾 大作、以下当社）は、当社が展開する

サテライト型シェアオフィス「H¹T（エイチワンティー）」事業について、株式会社マイナビ（本社:東京都

千代田区/代表取締役 社長執行役員:中川 信行、以下マイナビ）と業務提携契約を締結しました。2021 年

4 月 1 日より「H¹T」の会員およびマイナビが展開するサテライトオフィス「マイナビ Biz サテライトオ

フィス PERSONAL SUITE（ﾊﾟｰｿﾅﾙｽｲｰﾄ）、以下 PERSONAL SUITE」の会員は、両サービスの拠点を相互

に利用することが可能となります。 

■各社との提携を強め、都心・郊外・地方を含め利用拠点数は 84 店舗まで拡大 

 新型コロナウイルス感染症対策として政府が提言する新しい生活様式の中でテレワークやローテーシ

ョン勤務が浸透し、業務効率化を実現するサテライト型シェアオフィスの需要は高まっています。こうし

たなか、「H¹T」はサービス開始以来、各社シェアオフィスサービスとの連携を進め、都心から郊外まで幅

広い地域で拠点拡大をしてまいりました。本提携により「H¹T」会員は都心部から郊外地域まで含む合計

84 拠点を利用することが可能となります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■「H¹T」および「PERSONAL SUITE」サービス概要 

「H¹T」 「PERSONAL SUITE」 

運営会社 野村不動産株式会社 運営会社 株式会社マイナビ 

拠点数 84 拠点（うち、自社開発 47 拠点） 拠点数 

2 拠点 

・PERSONAL SUITE 新橋 

（阪急阪神第一ホテルグループ第一ホテル東京内） 

・PERSONAL SUITE 吉祥寺 

（吉祥寺東急 REI ホテル内） 

初期費用 なし 初期費用 なし 

料金形態 

（完全従量課金制） 

・オープン席：15 分 150 円/1 名 

・ボックス席：15 分 150 円/1 名～ 

・会議室：15 分 250 円/1 名～ 

・複合機：モノクロ 10 円/枚、カラー30 円/枚 

・ロッカー：2,000 円/月 

料金形態 

（完全従量課金制） 

・ボックス席：15 分 300 円/1 名～ 

・リクルーティングルーム：15 分 450 円/2 名～ 

・複合機：モノクロ 10 円/枚、カラー30 円/枚 

・ロッカー：2,000 円/月 

URL https://www.h1t-web.com/ URL http://biz.mynavi.jp/lp/satelliteoffice 

サテライト型シェアオフィス「H¹T（ｴｲﾁﾜﾝﾃｨｰ）」 

マイナビのサテライトオフィス「マイナビ Biz サテライトオフィス
PERSONAL SUITE（ﾊﾟｰｿﾅﾙｽｲｰﾄ）」と提携契約を締結 

利用可能拠点を 84 店舗まで拡大 

 
 

「H¹T 新宿西口」 「PERSONAL SUITE 新橋」 

https://www.h1t-web.com/
http://biz.mynavi.jp/lp/satelliteoffice


 

 

「H¹T」について 

「H¹T」は、当社オフィスビルの開発・運営ビジョンである「HUMAN FIRST（ヒューマンファースト）」

の事業思想を具現化した、働き方の多様化と効率化に応えるサテライト型シェアオフィスブランドとして、

2019 年 10 月にサービスを開始しました。オフィスに縛られない多様なワークスタイルの実現に向けて、

利便性がよく快適な第二のオフィスといえる場を提供すべく、都内、郊外、そして地方展開を含めて 2021

年 4 月 1 日時点で提携先含む 84 拠点（うち当社開発 47 拠点）を展開しております。 

 

＜主な特長＞ 

 都心主要エリアや郊外ターミナル駅、地方ビジネス都市でのネットワーク 

 上質で快適なワーキングスペース 

 開放的なオープン席、完全個室ブース席、 

最大 12 名収容会議室など多様な執務スペース 

 自然素材を多用した心地よい空間 

 仕事の合間に一息つけるカフェスペース完備 

 リーズナブルでわかりやすい従量課金制 

 安心のセキュリティ 

 スマートロックで入退室を管理し、ログ情報を常に入手、 

セキュリティカメラによる防犯対策 

 H¹T 専用アプリ及び HP より、簡単に利用予約可能 

 利用社員の予約状況や入退室をウェブ上でリアルタイム管理 

 在席者検索や、チームの利用のリアルタイム表示等の機能 

 

＜新型コロナウイルス感染症拡大防止対策＞ 

・除菌対策及び備品追加設置      

・抗菌を目的としたナノシードα※1 導入 

・定員数縮小             

 ・オープンスペース等での会話禁止 

・係員巡回による各現場の清掃等実施   

・室内でのマスク着用のお願い 

・店内への新型コロナウイルス対策掲示  

・防犯カメラによるマスク着用有無の検知を行うシステム  
※1：機能水をナノ化し拡散する空間清浄機で、採用される要時生成型二酸化塩素水溶液はウイルスに反応して、少量の二酸化塩素を発生させる水溶液で、大阪大学微生物学研

究所の研究により、新型コロナウイルスへの使用で、98％の菌の死滅が確認出来ているのに加え、ウイルスが存在しない時には、無毒・無刺激で口に含んでも問題ないと

いう意味での安全性も確認されています。（参考：大阪大学発表資料：リンク） 

 
 

■「マイナビ Biz サイテライトオフィス PERSONAL SUITE」について 

マイナビが運営する法人向け中長期滞在先サービス「マイナビ Biz」(UR：https://biz.mynavi.jp/)は、

「エンゲージメント×フォーカス」をコンセプトにした「マイナビ Biz サテライトオフィス PERSONAL 

SUITE」を 4 月１日に吉祥寺・新橋に開業いたします。柔軟なワークプレイスの選択肢が求められる昨今、

オフィスのあり方を見直す企業も増加しております。※2 企業がオフィス以外のワークプレイスを見直す上

で課題である「従業員の安全を確保できる場所」「機密情報の取扱い」「快適な設備・仕事環境」「個室など

集中できる場所」※3 など、様々な人が集まる場所で、企業と従業員を守る環境を選ばなければなりません。

このような企業のワークプレイスに関する課題を解決できるよう「マイナビ Biz」はホテルの一角にある

上質なパーソナルスペースとセキュリティを備えた会員制サテライトオフィスを開業し、従業員の働きや

すい環境づくりを支援することで、社員エンゲージメントの向上と持続的な企業成長に寄与していきます。 
※2：㈱スペースマーケット「働き方・オフィスのあり方に関するアンケート調査」 

※3：日本生産性本部 生産性総合研究センター 

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2020/20200508_2
https://biz.mynavi.jp/


 

 

＜主な特長＞ 

●パーソナルスペースに特化した設計 

 ➣席の多くを占めるのが Web 商談可能な個室ブース。音漏れ防止装置も完備しているため、情報漏洩や 

  セキユリティの問題もクリアし、より集中して働ける環境を提供します。 

●ホテルの上質で快適な環境 

 ➣ホテル内テナントの一角で働けるため、好立地かつ行き届いた衛生管理のもと、上質で安心・快適 

  な労働環境の確保が可能。ホテルから特別なサービス提供もあり、社員の福利厚生にも活用できます。 

●リクリーティングルーム完備 

 ➣採用面談、面接等でも活用でき、2 名以上でも利用可能なリクルーティングルームも完備。本社に 

  面談スペースがなくお困りの人事担当者も利用しやすい設備。 

 

＜新型コロナウイルス感染症拡大防止対策＞ 

・三密回避のための個室型に特化した設計 

・抗菌・抗ウイルスコーティング【ヘルス ブライト エボリューション】 

・ストリーマ空気清浄機設置 

・係員巡回による各現場の清掃等実施 

・室内でのマスク着用のお願い 

・入室時の顔認識温度検知カメラ導入 

・店内への新型コロナウイルス対策掲示 

 

■H¹T 提携内容一覧（順不同・本発表時点） ※赤枠が本発表内容 

「H¹T」はサービス開始以降、各社シェアオフィス事業との連携を進め、都心から郊外、地方ビジネス

都市まで幅広い地域で拠点拡大をしてまいりました。今後も皆様の新しい働き方に貢献すべく、自社拠点

の拡大と、各社サービスとの積極的な連携を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携先 提携内容 URL 

株式会社マイナビ 同社サテライトオフィス「マイナビ Biz サテライトオフィス PERSONAL SUITE」 

と相互利用可能 

・PERSONAL SUITE 新橋（阪急阪神第一ホテルグループ第一ホテル東京内） 

・PERSONAL SUITE 吉祥寺（吉祥寺東急 REI ホテル内） 

（2021 年 4 月 1 日より利用開始） 

http://biz.mynavi.jp/lp/satelli

teoffice 

 

軽井沢プリンスホテル 

 

「H¹T」会員が「軽井沢プリンスホテル ウエスト」の下記施設利用が可能 

・シェアオフィス「軽井沢プリンスホテル コワーキングルーム by H¹T」  

https://www.princehotels.co.

jp/karuizawa-west/ 

株式会社西武プロパティーズ 「H¹T」会員が同社サテライトオフィス「エミフィス」を利用可能 https://emiffice.jp/  

株式会社 MJE 「H¹T」会員が同社シェアオフィス「billage」を利用可能 https://billage.space/  

東京電力ホールディングス株式会社 同社法人向け郊外型シェアオフィス「SoloTime」と相互利用可能 https://solotime.jp/  

東武鉄道株式会社 同社郊外型サテライトオフィス「Solaie +Work」と相互利用可能 https://solaie.jp/plus-work/ 

東京地下鉄株式会社 「H¹T」会員が同社コワーキングスペース「room EXPLACE」を利用可能 https://roomexplace.jp/  

京阪建物株式会社 「H¹T」会員が同社コワーキングスペース「Service Office W 」を利用可能 https://serviceoffice-w.jp/ 

株式会社電通 「H¹T」会員が同社コワーキングスペース「engawa KYOTO 」を利用可能 https://engawakyoto.com/ 

http://biz.mynavi.jp/lp/satelliteoffice
http://biz.mynavi.jp/lp/satelliteoffice
https://emiffice.jp/
https://billage.space/
https://solotime.jp/
https://roomexplace.jp/


 

 

＜提携先を含めた「H¹T」会員の利用可能拠点＞  

 


