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～ビジネスからプライベートまで‟ユニバーサル“に利用できる～ 

 JR 横浜駅直結の会員制ワークスペース 

「STATION SWITCH」（ｽﾃｰｼｮﾝｽｲｯﾁ）6 月 24 日開業 
 

 

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（所在：東京都渋谷区／代表取締役社長 石川 明彦）は、

JR 横浜駅直結の JR 横浜タワーに、ビジネスからプライベートまで“ユニバーサル”にご利用いただける

会員制のワークスペース「STATION SWITCH」（ｽﾃｰｼｮﾝｽｲｯﾁ）を 6 月 24 日（水）に開業いたします。 

 

昨今、働く場所や時間が多様化し、テレワークやサテライトオフィスの利用が活発化しています。また、

副業・兼業の解禁等、働く人と企業の関係も多様化していることから、個人も組織も、新しい「生き方」

「働き方」を自由にデザインできる時代がくると考えました。 

そこで当社は、「駅・街・人をつなぎ、新たな価値を創造する」という企業理念のもと、働く場の創出

に取り組んできたノウハウを活かし、新しい「生き方」「働き方」をデザインしようとする人々にキッカ

ケをお届けするため、STATION SWITCH を創設するに至りました。家や職場から離れて自分と向き合

い、「自分の可能性に出会う場所」としてフル活用していただけることを願っています。 

 

STATION SWITCH は、法人や個人事業主のビジネスでのご利用はもちろんのこと、休日もオープン

していますので、勉強や趣味などプライベートでのご利用も可能です。 

1 つの施設でビジネス、プライベート、平日・休日もユニバーサルな利用にお応えできるのは、他社施設

でも珍しく、当社でも初の試みです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

STATION SWITCH ウェブサイト 6 月 15 日 11 時オープン予定※ 

見学・会員申込み受付を開始します 
https://stationswitch.jp/ 

※公式ウェブサイトのオープン日時は現時点での予定であり、予告なく変更となる場合がございます。 

 

News Release 

  

13 階 空間のテーマ「集中」 

ブース席を中心としたフロア 

 

12 階 空間のテーマ「開放」  

天井高 3.7m を誇る開放感溢れるフロア  

https://stationswitch.jp/


■ STATION SWITCH の３つの特徴 
 

① 20 歳以上限定の会員制ワークスペース 

自立した大人のための空間です。平日に加えて、休日も朝から夜までオープンしていますので、

多忙な社会人に最適です。 ※所定の閉店日があります 

  

② ビジネス利用からプライベート利用まで、4 つの使い方に応えるユニバーサルな空間 

ソロワークに適したブース席や快適なオープンな空間をご用意していますので、ビジネス利用で

の ON と OFF、プライベート利用の ON と OFF、その日その時のシーンに合わせてご利用いただ

けます。STATION SWITCH では「WORK／STUDY／IDEA／RELAX」の 4 つの使い方をご提

案します。 

 

 

● WORK／働く ～私のオフィスは駅にある。 

集中して仕事をしたいときは、ソロワークに適したブース席で。窓際で 

海を見ながらゆったり仕事ができるワイドカウンターもご用意しています。 

    

 

● STUDY／学ぶ ～私の書斎は駅にある。 

資格取得の勉強などに最適なブース席を配置。洗練された大人の空間は、 

自己研鑽を積むモチベーションになります。 

 

 

● IDEA／ひらめく ～私のカフェは駅にある。 

カフェのように開放的な空間で、ドリンクや人との出会いを楽しめます。 

     

 

● RELAX／憩う ～私のリビングは駅にある。 

リビングにいるような快適な空間で、ドリンクやユニークな書籍も楽しめ 

ます。 

 

  

 

＜４つの使い方のイメージ＞            ＜ブランドロゴ（商標出願中）＞ 

 

                                       

 

 

 

 

 

「STATION SWITCH」の名称には、 気

軽に立ち寄れる駅で法人や個人に新しい

「働き方」や「生き方」の気づきを得て

ほしいとの願いを込めています。 
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③ユニバーサルな利用にスイッチ（切替）するための仕掛け 

   ビジネス利用の ON と OFF、プライベート利用の ON と OFF。会員さまが色々な自分にスイッチ

し、新しい気づきを得られるような仕掛けをご用意しています。 

 

  平日も休日も ライブラリー オーシャンビュー 
プライベートタイムに合わせ、夜間や休日

も営業。 

目新しい書籍との出会いを楽しめます。 

（書籍は定期的に入替ます） 

海が見えるワークスペースは STATION 

SWITCH ならではのロケーション。 

 

 

 

 

 

アロマ サービスドリンク アート 

STATION SWITCH 独自の香りを季節ごと

にセレクトします。 

 

 

 

 

 

地元横浜の店舗の豆をご用意。STATION 

SWITCH 独自のブレンドを、自分のために

少し時間をかけて入れてみませんか？ 

 

感性に語りかけるアートを設置。 

アートキュレーション 鳥巣峻史 

アーティスト 小牟田悠介（※） 

 そのほかにも五感を刺激するような、ちょっとした仕掛けをご用意しています。 

 
※小牟田悠介（こむたゆうすけ）氏 

 折り紙の展開図をモチーフに、鮮やかな色彩のプリズムを映した幾何学的パターンを描きだすアーティスト 

 

■ 内装デザイン  
   目的や気分に応じて、特徴の異なる空間を自由に選ぶことができます。 

 

12 階の空間テーマ：「開放」  

天井高 3.7m を誇る開放的な空間で、約 85 席のワークスペースと、3 部屋の会議室をご用意しまし

た。12 階では軽食も可能で、会員の皆さまとの会話もお楽しみいただけます。 

 

13 階の空間テーマ：「集中」  

仕事や勉強に没頭できるよう、ブース席を中心に約 100 席のワークスペースと、9 室の貸室（7～15

人用）、4 部屋の会議室をご用意しました。集中して仕事や勉強をしていただくため、私語はご遠慮

いただきます。（飲み物は可） 

 

12 階（軽食・会話が可能）          13 階（飲み物のみ可 私語は NG） 
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■ サービス＆ファシリティ 

15 分単位でご利用いただける会議室、パソコンや書籍等の保管に便利なロッカー、電源、インタ

ーネット回線サービス（Wi-Fi）、郵便物をお受け取りいただけるメールボックス、プライバシーに 

配慮したフォンブースなど、自宅や職場から離れても快適にお過ごしいただける環境をご用意しま

した。  ※一部、有料のものがあります 

 

■ 会員種別と月会費 

 「個人向け会員（オープンデスク会員）」と「法人向け会員（サービスオフィス会員）」の２つの会員 

システムをご用意しました。 

 

 ＜個人向け／オープンデスク会員＞ 

  「フルタイム／ウィークデー／ナイト＆ホリデー／モーニング」の４つの会員区分を設定。 

月会費のお支払で、共用のワークスペースをお好きな時間に自由に使うことができます。 

 

＜法人向け／サービスオフィス会員＞ 

  ご契約直後からオフィス家具、電源、Wi-Fi が備え付けられた個室ですぐに仕事に取りかかれます。 

 

JR 横浜タワー 

                    ■アクセス                       

                     JR 横浜駅北口改札より約 30ｍ 

                     Ｂ1 階と 1 階のシャトルエレベータホールより 12 階へ 

                    

 

                    <ジェイアール東日本ビルディング> 

                     所在地  ：東京都渋谷区代々木 2-7-7 南新宿 277 ビル 

                     会社設立：2005 年 7 月 1 日 

                     代表者  ：石川 明彦 

                     事業内容：オフィスビル等の貸付業 

                          コンファレンス運営事業、その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員区分 
利用可能時間 

月会費（税別） 
平日 土日祝 

フルタイム 8:00～22:00 9:00～21:00 25,000 円 

ウィークデー 8:00～22:00 ― 20,000 円 

ナイト＆ホリデー 18:00～22:00 9:00～21:00 12,000 円 

モーニング 8:00～12:00 ― 7,000 円 

広さ 収容人数 最低利用期間 月会費／部屋 

22～43 ㎡ 7～15 人 1 か月間～ お問い合わせください 

【報道機関お問い合わせ先】 

ジェイアール東日本ビルディング PR 事務局（(株)サニーサイドアップ内） 

担当：榛沢（はんざわ）、清水徹也、清水康平 

MAIL：jebl@ssu.co.jp /TEL:03- 6894-3200/ FAX：03-5413-3050 

 

 

 

 

TEL:03-6859-2364  FAX:03-6859-2392 

 

mailto:jebl@ssu.co.jp/


別 紙 

 

＜STATION SWITCH 施設概要＞ 
 

施設名称 STATION SWITCH（ｽﾃｰｼｮﾝｽｲｯﾁ） 

立地 神奈川県横浜市西区南幸一丁目 1－1 JR 横浜タワー12・13 階 

広さ 約 1,030 ㎡（310 坪） 

事業主 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 

 

ハード／施設概要 

ワークスペース 185 席（12 階 85 席、13 階 100 席） 

貸室 9 部屋（7～15 人用） 

会議室 7 部屋（4、8、12 人用） 

ロッカー 100 個 

 

運営概要 

営業日・時間 原則として毎日（平日 8:00～22:00、土日祝 9:00～21:00） 

休館日 
定期休館日：2 か月に 1 日程度（土日祝いずれか） 

臨時休館日：年末年始（5 日間程度）、ビル全館停電日等 

運営体制 有人管理（12 階に受付あり） 

 

※本概要は 2020 年 6 月時点のものです。予告なく変更することがあります。 

 

サービス概要 

無料サービス 

共通 

電源、Wi-Fi、室内清掃、空調、音響／BGM、貸出備品 

（携帯電話充電器）、新聞・雑誌・書籍（閲覧用） 

サービスドリンク、防災備蓄品 

オープンデスク 

会員のみ 

PC 外付けモニター貸出 

（13 階ワークスペースに 3 台備付） 

サービスオフィス

会員のみ 

拠点/名称掲出等（登記、お客さまの名刺・WEB 上、ビル

集合看板、貸室扉）、郵便ポスト利用、宅配便（代理受取、

集荷一時預かり）、コンシェルジュによる来客取次、有線

LAN（貸室内のみ） 

有償オプション 

サービス 
共通 

貸会議室、貸ロッカー、12 階へのゲスト同伴（2 名・2 時

間/回までは無料）、飲料自動販売機、複合機/プリンター 


