
■お試しサテライトオフィス物件一覧

コワーキングスペース・シェアオフィス・レンタルスペース等

○県央エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

コワーキングスペース 宇都宮東武ホテルグランデ 栃木県宇都宮市本町5-12
東武宇都宮駅
徒歩5分

お1人様
1時間　350円、
4時間～（最大13時間）
1100円
※ホテル宿泊者は無料で利
用可能

8：00-21：00 有 有 https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/31413 可

コワーキングスペース OHYA BASE 栃木県宇都宮市大谷町1240
JR宇都宮駅
路線バス30分

月額15000円
（ドロップイン利用につい
ては要問合せ）

要問合せ
（コアタイム09:00-19:00
を原則とする）

有 有

https://note.com/ohya_base/

問い合わせは下記メールアドレスまで
reservation@ohyaunderground.jp

可

シェアオフィス futara BASE 栃木県宇都宮市二荒町5-7

JR宇都宮駅
徒歩12分

東武宇都宮駅
徒歩9分

月額利用料金
66000円〜(税込／月)
別途月会費3300円/月
※共益費22000円(税込)／
月 ※初回会員登録

24時間 有 無 https://www.musashi-m3.com/share#futaara 可

コワーキングスペース futara BASE 栃木県宇都宮市二荒町5-7

JR宇都宮駅
徒歩12分

東武宇都宮駅
徒歩9分

3300円/月（会員登録料別
途）
個室330円/30分～

9:00-22:00 有 無 https://www.musashi-m3.com/share#futaara 可

シェアオフィス imaizumi BASE 木県宇都宮市今泉町3020-1 宇都宮駅　車15分

月額利用料金
26400円〜(税込／月)
別途月会費3300円/月
※共益費33000円(税込／
月)※初回会員登録

24時間 有 有 https://www.musashi-m3.com/share#imaizumi 可

コワーキングスペース imaizumi BASE 木県宇都宮市今泉町3020-1 宇都宮駅　車15分
3300円/月（会員登録料別
途）
1100円/日(税込)

10:00〜18:00 有 有 https://www.musashi-m3.com/share#imaizumi 可

シェアオフィス izumigaoka BASE
栃木県宇都宮市泉が丘1丁目15-
29

宇都宮駅　徒歩23分

月額利用料金…30030円〜
(税込／月)
別途月会費3300円/月
※共益費22000円(税込／
月)※初回会員登録

24時間 有 有 https://www.musashi-m3.com/share#izumigaoka 可

シェアオフィス HOTTAN
栃木県宇都宮市千波町17-11
SOCO 2・3F

JR宇都宮駅西口
徒歩8分

東武宇都宮駅
徒歩15分

１日　1500円
（初期費用500円）

月～土 10:00-19:00 有 無 https://socoarea.jp/ 可



コワーキングスペース
ユニゾインエクスプレス宇都
宮

栃木県宇都宮市宿郷1-9-3
JR宇都宮駅東口
徒歩7分

最低利用時間30分以降15分
単位での課金
15分ごと 100円
1日最大 1500円

12:00-21:00 有 無 https://www.unizo-hotel.co.jp/express-utsunomiya/ 要問合せ

レンタルスペース
コミニティスペース
エンドア

栃木県宇都宮市宿郷5丁目9-3 JR宇都宮駅　徒歩20分

コワキングスペース　1日
プラン1100円、月額プラン
3300円

レンタルミーティングルー
ム　1650円
（1時間）～

9:00-19:00
※ 定休日　第1・3水曜日

有 有 https://www.banet.jp/%C3%A9ndoor 要問合せ

レンタルスペース CHiLLCO　ゆいの杜ベース
栃木県宇都宮市ゆいの杜6丁目
9-31

JR宇都宮駅
車、バスで約30分

ゲスト：500 円/時間
会員：10000円/月（入会金
10000円）

月・木9:00-14:00
火・水・金9:00-15:00
日・祝9:00-21:00
※日曜15:00以降の利用は
要問合せ

有 有 https://chillco.in/yuinomori/ 要問合せ

コワーキングスペース áret 栃木県宇都宮市西原1丁目3-4
東武宇都宮駅
徒歩15分

ドロップイン：400円/1時
間、1500円/ 1日（税別）
マンスリー：15000円/月
（税別）※入会金10000円
（税別）

平日 10:00-21:00（相談
可）※土日祝休み

有 有 https://aret.house/ ×

コワーキングスペース 小さな複合施設　あむ 栃木県鹿沼市末広町1920

東武日光線新鹿沼駅　徒
歩18分
JR日光線鹿沼駅　徒歩15
分

４時間まで　　　　　おひ
とりさま￥500
４時間〜８時間まで　おひ
とりさま￥800

10:00-18:00 有 有
https://peraichi.com/landing_pages/view/amsuehiro1
920%20

応相談

コワーキングスペース ヨリドコロ 栃木県鹿沼市府中町132-1 JR鹿沼駅　徒歩5分

1時間以内　200円
2時間以内　400円
3時間以内　500円
3時間以上　1,200円
※貸し切り利用　要相談

平日9:00-17:00 有 有 https://yoridokoro-kanuma.com/ ×

○県南エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

コワーキングスペース コワーキングスペースSEKEN 栃木県小山市城山町3丁目6-25 小山駅西口　徒歩3分
300円/時間～
8800円（月額）
※会員登録料3500円

12:00-21:00　定休日：日
曜・月曜・祝日
※イベント等により営業時
間の変更がありますので、
SNSから最新情報をご確認
ください

有 無 https://oyama-seken.com/ 可

コワーキングスペース
TUTAYA　小山ロブレ店
Succeed! 1号館

栃木県小山市中央町3-7-1　ロ
ブレ2階（TSUTAYA小山ロブレ店
内施設）

小山駅　徒歩2分

ビジター3時間600円
ビジター6時間1000円
その他月額料金　9800円～
※月額料金会員　入会金
5000円　入会月の月額料金
無料　最低2か月間契約
※詳細は電話問合せ

10:00 - 21:00 有
有（2時間30分無

料）
※施設URL無し問合せは下記電話番号まで
0285-25-0888

×



コワーキングスペース
TUTAYA　小山ロブレ店
Succeed! ２号館

栃木県小山市中央町3-7-1　ロ
ブレ2階（TSUTAYA小山ロブレ店
内施設）

小山駅　徒歩2分

ビジター3時間400円
ビジター6時間700円
その他月額料金　7800円～
※月額料金会員　入会金
5000円　入会月の月額料金
無料　最低2か月間契約
※詳細は電話問合せ

10:00 - 21:00 有
有（2時間30分無

料）
※施設URL無し問合せは下記電話番号まで
0285-25-0888

×

コワーキングスペース oyama BASE 栃木県小山市喜沢1475 JR小山駅　車で10分
3300円/月
（会員登録料別途）

9：00〜20：00 有 有 https://www.musashi-m3.com/share#oyama 可

シェアオフィス oyama BASE 栃木県小山市喜沢1475 JR小山駅 車で10分

41800円〜(税込/月)
別途月会費3300円/月
※共益費（光熱費、運営
費、看板代など）11000円
(税込/月)、（会員登録料
別途）

9：00〜20：00 有 有 https://www.musashi-m3.com/share#oyama 可

レンタルスペース CHiLLCO　佐野ベース 栃木県佐野市栄町23

東武佐野線
佐野市駅 車7分

JR両毛線
佐野駅 車9分

ゲスト：500 円/時間
会員：10000円/月（入会金
10000円）

月〜金9:00-15:00
日・祝9:00-21:00
※日曜15:00以降の利用は
要問合せ

有 有 https://chillco.in/sano/ 要問合せ

レンタルスペース U-SPACE　佐野店 栃木県佐野市富岡町367番1 佐野駅　徒歩15分 500円/時間～ 10:00-17:00 有 有
https://www.u-
space.com/rentalspace/sano/index.html

×

コワーキングスペース
サテライトオフィス

LA PORTE(ラポルト)佐野 栃木県佐野市高砂町 28
JR両毛線 東武佐野線 佐
野駅 徒歩5分

URL参照

8:00-22:00
※コワーキングスペース利
用は18:00まで
※宿泊型勤務可能
（ウィークリ貸し対応）

有 無 https://reserva.be/laportesano 可

レンタルオフィス LA PORTE(ラポルト)石橋 栃木県下野市石橋237-4
宇都宮線石橋駅
徒歩2分

25000円/月～ 8:00-22:00 有
近隣コインパーキン

グ
https://golaporte.jp 可

コワーキングスペース covo.1
栃木県下都賀郡壬生町壬生甲
597-2

東武宇都宮線 壬生駅 西
口　徒歩約12分

350円/時間
1500円/日（初回登録料500
円)

月～金　10:00-17:00 有 有 http://covo.uno 応相談

コワーキングスペース セイフティライフ
栃木県下都賀郡壬生町幸町3-3-
8

東武宇都宮線
おもちゃのまち駅
徒歩7分

月額使用料：12000円(初回
契約料12000円)

平日　9:30-17:45　定休
日：日・祝

有 有 https://toshi-jyuken.jimdofree.com/ 可



レンタルスペース CHiLLCO　栃木市ベース 栃木県栃木市倭町6-20 3F
JR栃木駅,東武日光線栃
木駅　徒歩15分

ゲスト：500 円/時間
会員：10000円/月（入会金
10000円）

月〜木9:00-15:00
金9:00-20:00
日・祝9:00-21:00
※日曜15:00以降の利用は
要問合せ

有 無 https://chillco.in/ 要問合せ

コワーキングスペース
サテライトオフィス

LA PORTE(ラポルト)倭 栃木県栃木市倭町 6-20
JR両毛線 東武宇都宮線
栃木駅 徒歩13分

要相談 要相談 有
近隣コインパーキン

グ
https://www.golaporte.jp/sano/ 可

○日光エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

コワーキングスペース 日光郷土センター mekke 栃木県日光市御幸町591 
東武日光線東武日光駅
徒歩10分

400円/1時間
1200円/1日
12000円/1ヶ月

9：00-17：00 有
有（500円。1日ご利
用の方は割引あり）

https://www.mekke-nikko.com/ 可

○那須エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

コワーキングスペース Chus 栃木県那須塩原市高砂町6-3 黒磯駅 徒歩11分

2時間660円
2200円/日
※「いいオフィス」に登
録・支払いの上ご利用くだ
さい

詳細はURL参照 有 有 https://e-office.space/nasu-by-chus/ ×



勤務兼宿泊施設

○県央エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

ウィークリーマンション
マンスリーリブマックス宇都
宮駅前

栃木県宇都宮市宿郷3丁目21-15

日光線宇都宮駅
徒歩15分

東北本線宇都宮駅
徒歩15分

最低7日から
5700円/日～
詳細はURL参照

チェックイン：15:00
チェックアウト：15:00

有 有（有料）
https://www.weekly-
monthly.net/tochigi/search/shousai.html?bukken_no=
51795

可

ホテル 宇都宮東武ホテルグランデ 栃木県宇都宮市本町5-12
東武宇都宮駅
徒歩5分

URL参照
チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00

有 有 https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html 可

○県南エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

ウィークリーマンション LA PORTE(ラポルト)佐野 栃木県佐野市高砂町 28
JR両毛線 東武佐野線 佐
野駅 徒歩5分

URL参照
チェックイン：9:00
チェックアウト：17:00

有 無 https://reserva.be/laportesano 可

ゲストハウス LA PORTE(ラポルト)倭 栃木県栃木市倭町 6-20 1F/2F
JR両毛線 東武宇都宮線
栃木駅 徒歩13分

URL参照
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有
近隣コインパーキン

グ
https://airbnb.com/h/kura-tochigi-laporte-japan 可

○日光エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

貸別荘 ポーラーリゾート日光 栃木県日光市所野1542-27

JR日光駅
車約7分（2.7㎞）

東武日光駅
車約6分（2.4㎞）

平日の場合
最大30名
基本料金（大人6名様ま
で）￥50600~
追加大人1名様￥6600~
※詳細はURL先参照

ハウスクリーニング費用
20名未満￥28600
20名以上￥38500

光熱費
4月~10月　￥330×人数
11月~3月　￥550×人数
＊20名様以下のご予約で大
浴場をご利用の場合は別途
1名様につき550円

チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有 有
https://www.polar-
resort.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

可



貸別荘 ポーラーリゾート日光２ 栃木県 日光市稲荷町1-687-1

JR日光駅
車約3分（1.0㎞）

東武日光駅
車約2分（0.5㎞）

最大9名
基本料金（大人2名様ま
で）￥18700~
追加大人1名様￥5500~

ハウスクリーニング費用
￥9900

チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有 有
https://www.polar-
resort.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

可

○那須エリア
カテゴリ 写真 物件名 住所 アクセス 料金 利用可能時間 Wi-Fi 駐車場 URL 法人契約

貸別荘 RentalHouse　森の宿 栃木県那須塩原市百村3042
黒磯板室インターから車
で25分（12km）

最大20名まで
平日（10名まで） 50000円
～
※11名から1名につき4000
円～
※消費税別途

チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00

有 有 http://moriya.world/morinoyado 可

貸別荘 貸別荘・森のコテージ  栃木県那須塩原市細竹字箭坪道
那須ICから受付まで車で
約10分

2名様料金　13200円～　追
加1名様毎＋3850円～
詳細はURL参照
暖房料：2200円/泊(10月〜
4月末)

チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00

無 有 http://www.bigvalleys.com/ 可

貸別荘
那須高原 貸別荘　コテージ
N-Heart

栃木県那須郡那須町高久丙
1195-165

東北新幹線「那須塩原
駅」車約30分

東北本線「黒磯駅」車約
20分

東北自動車道「那須IC」
から車で約10分

2～9名まで
2名様11900円～（税込）
詳細はURL参照

チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有 有 https://www.aco.co.jp/id/64135.html 可

貸別荘 別邸　青い森　那須
栃木県那須郡那須町高久甲
6088-18

東北自動車道「那須IC」
から車で7分

最大15名まで
2名様16200円～（税込）
詳細はURL参照

チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有 有 https://www.aco.co.jp/id/65763.html 可

貸別荘 ヒコヒココテージ
栃木県那須郡那須町大字高久乙
字坂の上600-10

那須ICより車で11分

黒磯駅
バス20分＆徒歩10分

詳細はURL参照
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有 有 http://www.hikohiko.com/nasu/ 要問合せ

貸別荘 貸別荘・ブライト那須 栃木県那須郡那須町高久乙
那須ICから受付まで車で
約10分

2名様料金　13200円～　追
加1名様毎＋3850円～
詳細はURL参照
暖房料：2200円/泊(10月〜
4月末)

チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00

無 有 http://www.bigvalleys.com/ 可

貸別荘 那須サウンドヴィラ
栃木県那須郡那須町大字湯本ツ
ムジケ平213番1030

東北自動車道「那須Ｉ
Ｃ」より約20分

勤務兼宿泊利用限定料金
（6泊以上、2～4名様定
員）　一人5000円/日　＊
スタジオ利用の場合は一人
6000円/日
　※7月、8月は勤務兼宿泊
利用不可
　※勤務としての契約が前
提。予約時に会社情報/起
業内容等の確認が必要です
(070-4377-5766　担当　田
中）

チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00

有 有 https://nasusoundvilla.wixsite.com/home 可


