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リージャスは、世界 120 カ国
でレンタルオフィスを提供す
る世界最大のビジネスサービ
スプロバイダーです。
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2016年のリージャス
［特集］ リージャスの見る 2016 年の展望

2015年のリージャスはお客様のご
愛顧をいただき大きな発展を遂げま
した。日本リージャスの2016年の展
望と抱負をお届けいたします。

2015年は	
「進出・拡大の年」
2015年はリージャスにとって、拡
大と前進の年であったと言えるかも
しれません。国内14都市、65拠点か
らスタートし、浜松、高松、北九
州、熊本、鹿児島、那覇にビジネス
センターをオープンし、20都市に90
の拠点を展開するに至りました。こ
れまでリージャスの拠点がなかった
新たな都市への展開はもちろん、全

国の利用価値の高いビジネス街にも
新たなセンターをオープンし、サー
ビスの量的な拡充が進んだ1年とな
りました。四国や沖縄などの地域で
の新しいお客様へのオフィススペー
スの提供とともに、すでにご利用い
ただいているお客様にも新たな地域
へのアクセス拠点や支店展開の際の
選択肢になればと考えております。
サービスの拡充は「量の拡大」だ
けには限りません。リージャスをご
利用いただいているお客様にさらな
る満足とよりきめ細かなビジネスサ
ポートを提供するための努力を続け
るとともに、新たなチャンネルから
の取り組みも進めています。

SAPPOROSAPPORO

AOMORIAOMORI

SENDAISENDAI

MITOMITO
CHIBACHIBA

YOKOHAMAYOKOHAMAOSAKAOSAKA

TAKAMATSUTAKAMATSU
KUMAMOTOKUMAMOTO

FUKUOKAFUKUOKA
KITAKYUSHUKITAKYUSHU
HIROSHIMAHIROSHIMA

OKAYAMAOKAYAMA

KYOTOKYOTO
KOBEKOBE

HAMAMATSUHAMAMATSU
KAGOSHIMAKAGOSHIMANAHANAHA

TOKYOTOKYO

NAGOYANAGOYA



2015-16 Winter 3

14 Presidents discussionSpecial

鈴木康友浜松市長・西岡真吾日本リージャス代表対談
地域の活性化を図る浜松市におけるリージャスの役割とは…。

09 Let them linkedInformation

@Links
［新春拡大版］リージャス活用のヒントに！　〜入居企業をご紹介〜

お客様の声を@Resugが
見える形に。

そのひとつが、本誌「@Regus」
です。従来からウェブサイトや
Facebookなどで様々な情報を発信
しておりましたが、改めてパンフ
レット型の紙媒体をお配りすること
で、お客様にリージャスのサービス
を知っていただく、そして、リー
ジャスをご利用のお客様同士をより
身近に感じていただき、さらにはビ
ジネスチャンスとなるようなお客様
同士のつながりを作っていけるよう
な場を提供できればという考えか
ら、本誌は創刊されました。新たな
拠点のご紹介、リージャスを利用さ
れているお客様の活用事例紹介とご
提案、そして第2号からはリージャ
スをご利用のお客様をご紹介する
ページでお客様の声やリージャス利
用のヒントとなる情報をお届けして
います。
このように様々な情報提供に対す
るお客様からの反響や、各ビジネス
センターのスタッフが日々お客様と
接することで得られる様々な声やノ
ウハウをもとに、お客様のニーズに
おこたえするさらならるサービスの
拡充、つまり「質の拡大」にも取り
組んできた1年でした。

2016年、リージャスは空港
に進出

リージャスの2016年の新たな展開
としましては、まず挙げられるのが
先日発表したリージャスエクスプレ
ス関西国際空港のオープンです。国
内では初めてとなる空港内でのビジ
ネスラウンジ開設。リージャスは世
界的にリージャスエクスプレスとい
うブランドで空港やターミナル駅の
中に拠点を開設しており、今後は国
内でも展開してくことになります。
リージャスエクスプレスの展開によ
り、インバウンド・アウトバウンド
ビジネスのサポート拠点、旅行会社
などの出張所、多くの人員の移動を

［写真］オープン間近のリージャス鉃鋼ビルディング 外観
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コーディネートする業務や物流企業
のサポートオフィスなどの需要に応
えます。

主要都市全てのランドマー
クにリージャスを
2016年も新センターのオープンは
続きます。２月には東京駅の八重洲
口前に新しくグランドオープンする
鉃鋼ビルに、５月には博多駅から直
結のJRJP博多ビルに、そして７月
には名古屋駅前の新たな顔として
オープンする大名古屋ビルヂング
に、リージャスのビジネスセンター
がオープンします。これによって、
札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、

大阪、福岡という国内の主要な都市
において、各都市のランドマークに
リージャスのオフィスがご用意され
ることになります。これはオフィス
スペースを提供するだけでなく、全
国各地で活躍するビジネスマンのサ
ポート拠点としてお客様にご活用い
ただけるものと考えております。

100拠点のリージャスだか
らできるサービスを
このような大きな拠点展開の他に
も、全国の都市へのビジネスセン
ターの開設は続き、2016年の前半に
は、リージャスのビジネスセンター
国内100拠点を達成する見込みです。

そして100拠点のネットワークを活
かした、リージャスならではのサー
ビスやサポートを充実していくこと
で、お客様にとってリージャスをさ
らに利用価値の高いものとしていく
ことを目指します。オフィスのス
ケーラビリティや各種サービスの充
実を軸に、より良いオフィス環境の
実現やビジネスのサポートを通し
て、大都市間のビジネスの中継ポイ
ントとして、そして多様な働き方を
受容するビジネスフィールドとし
て、リージャスは2016年もさらなる
サービス拡充を図ってまいります。

2020年、オリンピック
イヤーに向けて
2016年はオリンピックイヤー。つ
まり、東京オリンピックまであと4
年ということになります。オリン
ピックの時期には東京では国際的な
サービスの需要が拡大し、それに
伴って様々なビジネスチャンスが生
まれます。そういったニーズにフレ
キシブルに応えられるよう、リー
ジャスはより充実したサービスを準
備して、2020年を迎えるべくその大
切なスタートを切る1年としたいと
考えています。
（�日本リージャス株式会社�代表取締役�
西岡真吾）

リージャスエクスプレス関西国際空港 2016 年 4 月オープン予定

リージャス福岡天神南
（12 月オープン）

リージャス中野サンプラザ
（11 月オープン）

リージャス赤坂 K タワー
（12 月オープン）

Special Overview of 2016
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リージャス
JR JP 博多ビル

〒 812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街
8-1 ＪＲＪＰ博多ビル 3F

5月OPEN

リージャスエクスプレス
関西国際空港

〒 549-0001
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中一番地 
関西国際空港 第 1 ターミナルビル 3F

4月OPEN

リージャス
丸の内新国際ビル

〒 100-0005
東京都千代田区丸の内 3-4-1 
新国際ビル 8 階

3月OPEN

リージャス
丸の内鉃鋼ビルディング

〒 100-0005
東京都千代田区丸の内 1-8-2
鉃鋼ビルディング 4F

2月OPEN

オープンオフィス
熊本銀座通り

〒 860-0802
熊本県熊本市中央区中央街 4-22 
アルバ銀座通りビル 5 〜 8F

3月OPEN

リージャス
大名古屋ビルヂング

〒 450-6425
愛知県名古屋市中村区名駅
3-27 大名古屋ビルヂング 25F

8月OPEN

2016 年も続々オープン。リージャスのビジネスセンター
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クリアスウィフト株式会社
［活用事例］ ビジネスラウンジが支えるフットワーク

独自の技術を擁しヨーロッパでは高いセキュリティの求められる金融・国防・政府機関なども顧客に持つ情報セキュ
リティ企業。日本でも様々な企業に情報セキュリティサービスを提供し、各社を訪問して製品の販売、提案活動を行
う営業スタッフがどのようにリージャスを活用しているかうかがってみました。

ClearswiftInterview

イギリスに本社を持ち世界各国で
金融・国防や政府機関など高い信頼性
を求められる領域でのセキュリティ
サービスを提供するシステムソ
リューション企業の老舗、Clearswift
（クリアスウィフト）社の日本法人。
その業務とリージャスの活用術を、
リージョナルマーケティングマネー
ジャーの大熊様にお伺いしました。

日本法人のHQとしてのコ
ンパクトなオフィス
こちら（新宿パークタワー）が国内
の主な拠点ですか？
はい、日本法人のオフィスはこち
らだけになります。12年の9月から
リージャスを利用しています。
それより以前は？
芝公園で通常の賃貸ビルを借りて

いましたが、イギリスの本社の方針
で世界的にリージャスを利用するこ
とが推奨されまして、ちょうど当
時、オフィスの移転を検討していた
こともあり、リージャスのビジネス
センターを幾つか候補にして、最終
的に新宿パークタワーに入居しまし
た。最初はひと部屋を利用していま
したが、途中で移転しまして、現在
は2部屋分のスペースを使用してい
ます。システム関連の仕事のため
チェックやテストのためにPC関連
の機材が多く、人数分のスペースで
は手狭だったもので、広い部屋に
移ったことで作業スペースにも余裕
ができました。
社員全員がこのオフィスで働いてい
らっしゃる？
日本での法人機能はすべてここに

集約しています。開発や管理は本部
のほうが担当しておりますので、営
業・サポート業務を行っておりま
す。スタッフの多くは商談やサポー
ト業務のためにクライアントに出向
いてていて、毎週1回開かれる全体
会議で揃う以外は全員がオフィス内
にいることはありません。

業務に集中できるリージャ
スのサポート
外出が多いなか、リージャスのサー
ビスは活用できていますか？
はい。むしろ外出しているスタッ
フが多い分、活用の幅は大きいと
言っていいと思います。リージャス
を利用するメリットの大きなポイン
トは、総務的な業務をほとんどお任
せできるところです。社内に残って
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内勤をしている少数のスタッフが急
な無用の来客や郵便物の受け取りな
どで時間を取られることもなく、外
出中のスタッフにとっても電話の取
り次ぎや転送、クライアントごとの
対応の依頼ができたりと、有用な営
業サポートとなるサービスがありま
すので、とても助かっています。
さらに、都内各地にあるリージャ
スのラウンジを自由に使えることも
大きなメリットです。取引先との打
ち合わせの結果をフィードバックす
るために一度オフィスに戻る時間の
ロスを減らし、クライアントの近く
のラウンジで報告業務やメールの処
理などの事務作業を行うことで、営
業・サポート業務の効率も大きく上
がります。
私たちのように事務作業を行うス
タッフの少ない組織では、雑務に取
られる時間の損失がとても大きく、
優れたセクタリーサービスを提供す
るリージャスは仕事に集中できる理
想の環境と言えます。
実は以前、最初の部屋が手狭に
なってきた際に、広めのビルに引っ
越しをしようかという案も出たので
すが、実際に引越しをした場合に現
在任せている雑務にスタッフが割か
なければならない時間的なコストを
考えて、現在のサービスを維持する
ためにリージャス内で移動すること
を選択しました。
社内で受付や総務担当のスタッフ
を一人置くコストを考えれば、英語
での対応も可能なプロのサービスを
受けられるリージャスはとてもリー
ズナブルだと言っていいでしょう。
御社の業務について教えていただけ
ますか？
私どもは情報漏洩を防止したり外
のネットワークからの攻撃を防ぐシ
ステムセキュリティを専門とするソ
フトウェア会社です。イギリス本社

は1984年の設立、日本法人も2002年
から営業しており、システムセキュ
リティを提供する企業としては老舗
の部類に入るのではないでしょう
か。通信内容を監視して、特定の文
言や数値、機密情報にあたる数列な
どを探し出して警告／ブロックする
きめ細やかなフィルタリング機能を
実現する独自のセキュリティ技術を
持っており、ヨーロッパでは政府・

防衛関連の業種や
金融、情報系の企
業、国内でも金
融・保険などの会
社と取引させてい
ただいています。
日本法人である
私たちはサービス
のご提案から技術
的なサポート、販
売・導入後の保守
やサポートなどの

サービスを主体に業務を行っており
ます。（大熊様）

外回りの業務におけるラウ
ンジ利用
新宿パークタワーをHQに都内や
関東近県を回り、技術的な知識で営
業サポートや顧客へのアドバイス・
提案を行うプリセールスエンジニア
の大川さんにお話を伺いました。
主に客先をまわるお仕事ということ
ですが、どのようにリージャスを活
用していらっしゃいますか？
「私は事務所にいる時間が少なく、
6割以上の時間は客先へうかがって
います。客先をいくつも回ることも
多く、そういうときには一度帰社す
るよりも取引先の最寄のリージャス

新宿新宿

ビジネスワールドを利用して、東京全体を「オフィス」に変えるビジネスワールドを利用して、東京全体を「オフィス」に変える

渋谷渋谷

品川品川

汐留汐留

大手町大手町赤坂赤坂
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http://www.clearswift.co.jp/

Data

Clearswiftは世界をリードする「アダプ
ティブリダクション技術」で企業PCの取
り扱う情報の細部までを精査し、機密情
報の漏洩防止とリスクの早期発見を実現
します。70カ国で3000社以上のインス
トール実績を有し、2015� Info�Security�
Products�Guide�Global�Excellence�Award
など多数の賞を受賞しています。

［企業データ］

所在地：〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1�新宿パークタワーN30階
電話：03-5326-3470（ダイヤルイン）
FAX：03-5326-3001
設立：2002年（日本法人設立）
代表：マルコ・ウォーレンズ氏（マネージングディレクター）
業種：セキュリティソフトウェアの開発、製造、販売
リージャスご利用歴：3年
利用サービス：� リージャズビジネスセンター

クリアスウィフト株式会社

受付：月〜金／ 8:30�〜 18:00
土・日・祝日　休み

ご利用いただいているセンターは…

リージャス新宿
パークターワーセンター

のラウンジを利用して、次の約束ま
でメールチェックやレポート作成を
行っています。都内のリージャスの
ラウンジはほとんど利用したことが
ありますね。客先での仕事がおわり、
帰社するには中途半端な時間のとき
には、神奈川の自宅に帰る途中の横
浜のリージャスで終業時間まで仕事
を行うこともできます。リージャス

のビジネスセンターはセキュリティ
性も高く、まわりに同僚がいないだ
けでほとんど会社にいる時と同じレ
ベルで仕事に集中できるので、非常
に効率よく業務を進めることができ
ます。スタッフの中でも私が一番
サービスの恩恵を受けてるんじゃな
いかと思います。美味しいコーヒー
も飲み放題ですし。（大川様）」

ビジネスのフットワークを支える
リージャスのラウンジ（ビジネス
ワールド）をぜひご利用ください。

大川様の1日

リージャス新宿パークタワー
（本社オフィス）

リージャス新宿パークタワー
（本社オフィス）

リージャス品川
イーストワンタワー
リージャス品川

イーストワンタワー

リージャス
横浜スカイビル
リージャス
横浜スカイビル

リージャス汐留
ビルディング
リージャス汐留
ビルディング

プリセールスエンジニア

12：00  本社出発12：00  本社出発

13：00  品川センター13：00  品川センター

13：30  クライアント 13：30  クライアント 

16：00  汐留センター内 MTG16：00  汐留センター内 MTG

14：30  汐留センター14：30  汐留センター

17：30  横浜センター17：30  横浜センター

Interview Clearswift
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リージャスを利用するお客様の声を聞き、届け、つなぎます。

＠ Links は、リージャスのオフィスサービスをご利用しているお客様にインタビューし、
リージャスでのオフィス活用をご紹介するページです。

リージャス関内センター

2015年の2月に3名で使用しはじめましたが、人が徐々に増え
て、最近4〜 6人の部屋に移動しました。リージャスは電話や
ネットワーク周りの設備も含めて初期費用が不要でメンテナン
スも気にする必要がないですし、ラウンジスペースでいつでも
ドリンクが準備されていて、フロアも常にきれいに保たれてい
る。とても快適です。スタッフの方々も小さなことから丁寧に
対応してくださるので、非常に助かっています。
� （安部様）

横 浜 地 域 を 中 心 に ベ ン
チャー事業を次々立ち上げ
ているハンズオン・コンサ
ルティング企業。現在は
カーシェアリングや2輪車
の屋内駐車場に関するプロ
ジェクトなど、新たな事業
を展開していきます。

リージャス関内センター／ご利用約半年

株式会社グラッド・ユー

企 業 紹 介

リージャス汐留センター

2014年の6月からリージャスを使用しています。以前は渋谷に
倉庫も併設した事務所を構えていたのですが、取引量の増加に
伴い倉庫のコストを分離するため茨城に移し、事務所はリー
ジャスに入居しました。いくつかのセンターを見学し、浜松町
という立地条件、オフィス環境、オープンスペース等のメリッ
トからこちらに決めました。初めは2人部屋で始めて、8月より3
人部屋に移り、業務を行っています。
� （高橋様）

デジタルペンの開発・販売を
行 う ス ウ ェ ー デ ン の 企 業
Anotoの日本支社。金融・
教育・福祉、建築などの分野
で業績を伸ばしています。家
電大手と組んでのOEM生産
も行い、教育アプリの開発な
ども連携しています。

リージャス汐留センター／ご利用 1 年

アノト株式会社

企 業 紹 介

@Regus�vol.2より掲載を開始させていただきましたこの
コーナー、おかげさまで当初より大きな反響をいただき
まして、取材依頼やお問い合わせを多数いただきまし
た。リージャスのサービスはあくまでお客様が主役で
す。そこで@Regus新春号の特集といたしましてコーナー
を拡大し、リージャスで活躍されるお客様をご紹介させ
ていただきます。今回ご紹介させていただくお客様は、

起業間もないベンチャー企業から世界的な企業の日本拠
点、士業の事務所やカウンセラーなど、多種多様な方々
です。本誌から新たなビジネスパートナーが見つかるか
もしれません。まずは同じオフィスを使う人々を知るこ
とで、お客様のビジネスチャンスの糸口に、あるいは
リージャス活用のヒントに、そして新たな人のつながり
の始まりになればと思っております。

Information Let them linked
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リージャス銀座一丁目センター

2015年2月にリージャスに入居しまして、現在は3名用の部屋を
2名で利用しています。実は、ずっと取引させていただいて
いる大阪の顧客がリージャスを利用していまして、事務所とし
ていた自宅の引越しを機会にリージャスを紹介してもらい検討
した結果銀座一丁目に決めました。地の利もよく遅くまで仕事
をしていても集中して作業できるので助かります。受付の方々
も感じがよくて助かっています。交流会も参加したりしていま
すよ。� （大橋様）

自社SEOサイトからのリ
ンクや誘導を行うウェブ広
告やツイッター広告など、
集客のお手伝いやコンサル
を行う会社です。2月には
エステ店を銀座に出店。そ
ちらのプロモーションも自
社でおこなっています。

リージャス銀座一丁目センター／ご利用 9 カ月

株式会社プレイスタイル

企 業 紹 介

リージャス関内センター

外資のコンサルティングファームから独立し、2015年5月に会
社を立ち上げ、すぐにリージャスに入居しました。現在は1人
用の部屋を利用しています。事業計画自体がスモールスタート
でレンタルオフィスを利用することは決めていましたので、数
社検討した上で地元に近いこちらのセンターに決めました。オ
フィスは静かで快適な上にいつも美味しいエスプレッソが飲め
るし、受付スタッフさんも明るくて印象がよく、入居してよ
かったと思っています。� （斎藤様）

クラウドファウンディング
のサイトを運営していま
す。支援対象は主に大学研
究や革新的ベンチャー。プ
ロジェクトの審査を厳密に
するだけでなく、進行を支
援者にも可視化することで
信頼性を確保しています。

リージャス関内センター／ご利用 6 カ月

クラウドジャンプ

企 業 紹 介

リージャス新横浜センター

リージャスを利用し始めてちょうど1年になります。会社自体の
創業が2014年10月でしたので。他社のサービスと比較すること
はなかったですね。クライアントが地方に多いため、新幹線の
駅が近いこと、そして各所のラウンジが利用できるところが決
め手でした。初期費用を抑えながら固定の電話番号と会社住所
を、というつもりだったのですが、実際に入居してみると気持
ちの切り替えができたり仕事に集中することができますね。セ
ンター主催の交流会にもできるだけ参加しています。�（足立様）

商業施設のコンサルティン
グを行っている会社です。
商業施設に勤務している現
場スタッフの声や、利用され
ているお客様のニーズを徹
底的に調査し、実情に則した
研修計画や販促計画などを
提案・実施しております。

リージャス新横浜センター／ご利用 1 年

株式会社BE企画

企 業 紹 介

リージャス関内センター

リージャスを利用し始めたのは2015年4月からですね。それまでは
英会話学校で働いていました。その時のお客様でリージャスの方が
いらっしゃって、お勧めいただいたのがきっかけです。もともと横
浜で働いていたので横浜と関内で検討しました。英会話教室はレッ
スン開始の前に気持ちを切り替えるためにワンクッションがあると
いいのですが、ここではラウンジでコーヒーを飲んだりということ
でそれができるので、とても便利です。受付スタッフの方の印象が
良いのも、生徒さんに好評です。� （パウエル様、古川様）

日常会話からビジネス用語
まで含めたレッスンを、マ
ンツーマンからグループ
レッスンまでベテランの
ネイティブスピーカーが実
施します。同じリージャス
ご利用の方には割引のサー
ビスもご用意します。

リージャス関内センター／ご利用 6 ヶ月

EIGOCISE

企 業 紹 介

@Links
リージャスを利用するお客様の声を聞き、届け、つなぎます。

Let them linkedInformation
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＠Links はお客様同士を「つなぐ」ことでリージャス利用の
ご利用価値を高めたいと考えております。紙面上でご紹介した
お客様へのご用命や協業のご提案など、ご興味を持たれまし
たら各センター受付までお申し付けください。

リージャス新横浜センター

2015年9月に会社を設立し、リージャスに入居しました。入居
に際しては幾つかの会社を検討しましたが、広さや立地、コス
トを比較してリージャスに決めました。現在は2名で利用し、
在宅で業務を行う3名とともに仕事を進めています。これまで
自宅やアパートを借りて仕事場としていたのですが、リージャ
スはしっかりとしたオフィスの雰囲気で仕事のスイッチが入り
ますね。センター内で開かれる交流会にも参加して、人のつな
がりをつくっていけたらと思っています。� （益子様、小川様）

ウェブ制作やデジタルサイ
ネージ広告などの代理店業
を行うベンチャー企業。そ
れぞれマーケティングの会
社とホームページ制作の会
社をされている二人が始め
た「お客様の悩みを解決す
る」会社です。

リージャス新横浜センター　ご利用 1 ヶ月

株式会社ネクストツー

企 業 紹 介

リージャス新横浜センター

開業と同時にリージャスに入居しました。部屋の広さと予算の
関係、立地ですね。横浜市内の取引先が多く、駅前すぐの新横
浜に決めました。センター内で開かれている交流会にも何度か
参加させていただきましたが、他の入居者の方を知ることがで
きるいい機会ですね。ひとつのセンターだけでなく地域の交流
会などもあると嬉しいです。会議室も比較的多く利用していま
す。お客様のなかには「美味しいコーヒーが飲めるから」と来
社くださる方もいらっしゃいます。� （坂田様）

特許、意匠、商標等に関す
るサービスを提供していま
す。特に機械工学に関する
特許に関して実績があり、
他で特許の申請をされて通
らなかった件についても精
査して、特許取得にむけて
ご助力いたします。

リージャス新横浜センター　ご利用１年６カ月

たつき国際特許事務所

企 業 紹 介

リージャス銀座一丁目センター

同じ銀座一丁目で中国語研修の会社を10年ほど経営しており、
2014年７月に新事業を立ち上げるときに、既存の事業とは別の事
業部として別のオフィス、電話番号、屋号やウェブサイトを用
意するために入居しました。銀座というロケーションも会社の信
用につながるので重要です。現在2人用の部屋を使用していま
す。実は現地に飛ぶことが多く、センターの利用時間でいうと
短いのですが、本体の事業と別の事業を行うにあたっての『ス
イッチの切り替え』を行うことができ重宝しています。�（小川様）

ビジネス向けのポルトガル
語研修を行う会社。現地の
今を反映した「すぐに使え
る」語学研修を行います。
中国語の研修を行う『漢和
塾』と合わせて、ビジネス
語学研修のノウハウを活用
した研修を行います。

リージャス銀座一丁目センター／ご利用１年３カ月

BrAsia（ブレイジア）

企 業 紹 介

リージャス横浜西口センター

リージャスに入居して４カ月になります。以前はマンションを
事務所にしていたのですが、業務の拡大にむけて、大手のお客
様を相手に仕事するにあたり、会社住所がオフィスビルである
ことの信用と、業務の効率性を考えてリージャスに入居しまし
た。郵便物を受け取るだけでも、受付があって外出中でも受け
付けてくれるというのは助かります。また、都内の客先を訪問
する際にビジネスラウンジを使用して打ち合わせの合間に業務
を行ったりすることができることも大きいですね。� （中浜様）

会社経営者やビジネスパー
ソンなど個人を対象に、資
産運用管理の助言・サポー
トを行う企業。
個人向け資産運用サービス
の分野で日本一の会社を目
指しています。【関東財務
局（金仲）第260号】

リージャス横浜西口センター／ご利用４カ月

株式会社バリューマネジメント

企 業 紹 介
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@Regus

リージャス新宿南口センター

現在2名で3〜 4名用の部屋を利用しています。レンタルオフィ
スの使用は初めてなのですが、営業の方と幾つかのセンター
を見て新宿南口に決めました。駅から近く、JRも地下鉄も利
用できて便利です。客先を回ることが多く、会社を空けがち
なので、受付が郵便物などの対応をしてくれるリージャスは
便利です。受付のスタッフの皆さんも積極的にコミュニケー
ションを取ってくれますので、仕事へ向かうモチベーション
につながりますね。� （岩永様）

「香りの空間演出」をご提
案し、香りのナノ粒子を噴
霧する専用機器の導入・メ
ンテを行う企業。五感の中
でも印象や気分を左右する
嗅覚に注目し、香りをブラ
ンディングに活用すること
を企画・提案しています。

リージャス新宿南口センター／ご利用６カ月

縁 ing（株式会社エニシング）

企 業 紹 介

リージャス渋谷グラスシティ

以前は地元市の運営するインキュベーションセンター内にいたの
ですが、都心に進出するにあたり各社のレンタルオフィスを見学
し、渋谷のセンターに決めました。最初は１人用の部屋を利用し
ており、現在は２人で２人部屋を利用しています。基本的には客
先を訪問するのですが、来社くださる方も増えました。取引先に
向かう際には各地のラウンジを使用しています。渋谷センターは
受付スタッフの皆さんの雰囲気がよく、居心地が良いです。今後
は複数拠点を展開することも検討しています。� （植田様）

経営者様向けに人事コンサ
ルを行っている会社で、主
に使用者側の立場から社員
の労務やメンタルヘルスに
ついてご相談に乗ります。
新刊「ストレスチェック 
実施・活用ガイド」もよろ
しくお願いいたします。

リージャス渋谷グラスシティセンター／ご利用６カ月

Office	CPSR	臨床心理士・社会保険労務士事務所

企 業 紹 介

リージャス原宿センター

前職で有楽町センターを利用しており、リージャスの�利便性
は知っていました。
起業するにあたり、ファッションの仕事に関係が深く、コスト
的にもちょうど良い原宿センターに入居しました。原宿セン
ターは交通の便も良く、全体的にすごくいい雰囲気ですね。
人数に合わせてセンター内でスケールアップができるので、
チームを維持しながら業務を拡大していくために、リージャス
の利用は非常に有益だと思います。� (小関様)

ユーザーとショップのコミュニ
ケーションプラットフォームを
提供するファッション関連の
SNSを 運 営 し て い る 企 業。
サ ー ビ ス 上 で の ユ ー ザ ー と
ショップの会話が広告効果を持
ち、他の購買行動に結びつく
サービスを展開しています。

リージャス原宿センター／ご利用６カ月

STYLER

企 業 紹 介

リージャス代官山センター

シェアオフィスを幾つか回りましたが、レンタルオフィスというと
雑居ビルをイメージしていたので、クリーンなリージャスのオ
フィスに決め、渋谷、恵比寿などを見学し代官山に入居しました。
受付サービスの応対の質が良く、来社いただく会社様の信頼にも
つながります。現在は一人用のスペースを利用していますが、プ
ライベートな情報を管理する税理士業務を行う上で必要なセキュ
リティ上の要件は十分に満たしており、今後の業務拡大に際して
もサービスレベルを維持できるので安心しています。� （伊藤様）

英語対応が可能で外資系企業
などの業務を得意とする会計
事務所。海外にもパイプを持
ちアメリカ・インド・トルコ
など海外の会計事務所との連
携も可能。また上場準備など
事業の拡大に関するコンサル
も行っています。

リージャス代官山センター／ご利用 4 カ月

伊藤会計事務所

企 業 紹 介

@Links
リージャスを利用するお客様の声を聞き、届け、つなぎます。

Let them linkedInformation
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リージャス恵比寿センター

シンガポールに本社を置き台湾を中心に各国でビジネスを展開
しており、日本に進出するにあたり、イメージの良い場所に住
所を置きたいと考え、リージャスを含む各社を検討して最終的
に駅からすぐの恵比寿センターに入居しました。最初は2人で
したが現在は部屋を移動して3人で使用しています。リージャ
スのサービスはとてもいいですね。オフィスもきれいで広い会
議室も使えますし、コーヒーも美味しいです。受付の方の人柄
も良くていい関係を作れています。� （林様：左）

13カ国に拠点を持つ国際越
境EC専門企業。自社国際通
販サイトを運営して日本の
ブランドの海外への販売
サービスを提供し、さらにワ
ンストップでECサイトの立
ち上げから物流まで、国際
的な展開をサポートします。

リージャス恵比寿センター／ご利用 1 年 3 カ月

Uitox

企 業 紹 介

記事広告

リージャス麻布グリーンテラス／ご利用 4 年

ヘルシーアイエム株式会社

リージャス関内センター

関内には2015年11月から入居しました。実は10年前に起業した際
にオープンオフィスに入居しておりまして、最近では仙台の拠点
にオープンオフィスを利用しています。現在新宿、立川、仙台、
郡山、横浜の拠点のうち二つはリージャスを利用していることに
なります。仙台に事業展開したときには地域の動向を見極める
トライの意味で、そして関内は計画的な拠点展開の一環として
リージャスを選択しました。どちらのケースでもスケーラビリ
ティの高さがリージャスを選ぶ最大のメリットですね。�（藤田様）

建築確認検査を行う機関と
して国交相から指定された
指定確認検査機関。確認検
査や適合性判定業務に信頼
とスピードを求め、企業理念

「人間性と専門性の追求」
を掲げてさらなる信頼を得
るべく努力しております。

リージャス関内センター／ご利用 1 カ月

株式会社グッドアイズ建築検査機構

企 業 紹 介

＠Links はお客様同士を「つなぐ」ことでリージャス利用の
ご利用価値を高めたいと考えております。紙面上でご紹介した
お客様へのご用命や協業のご提案など、ご興味を持たれまし
たら各センター受付までお申し付けください。

リージャス麻布グリーンテラスのオープンから法人拠点を置き、2015年
12月で4年になります。私たちはネットで情報を提供する企業ですが、
実際にお客さんや取材先に会って対応することが重要で、都心から名
古屋、大阪、福岡や時には香港など様々な場所に向かいます。スタッ
フにはビジネスワールドのカードを支給し、各地のリージャスのラウン
ジを利用して働いています。ミーティングも状況に応じてスタッフの集
まりやすいセンターで行います。リージャスのビジネスワールドは各地
を飛び回る私たちに最適のサービスですね。� （マイケル　ボブロブ）

英語を話す方々向けの医療・健康関連の
情報を提供するネット企業。国内に長期
滞在している外国人の方から海外からの
旅行者まで、会員向けに情報を提供して
います。病院／健康施設／ショップやレ
ストランなど、英語でサービスが受けら
れる施設や店舗を丁寧に取材し、独自の
情報コンテンツとして紹介しています。

企 業 紹 介
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Presidents discussionSpecial

鈴木康友浜松市長・西岡真吾対談
地域の活性化を図る浜松市におけるリージャスの役割とは…。

世界中に拠点を展開し、浜松にもオフィスを開設した日本リージャス代表取締役 西岡と、地元企業支援と地域の活
性化を掲げる鈴木康友浜松市長が、浜松市の活性化とビジネスサポートについて話し合いました。

西岡真吾 日本リージャス代表取締役
本日はこのような場をいただきあり
がとうございました。私たちは世界
で第1位のオフィス数を展開するレン
タルオフィス企業で、国内において
も17年で90拠点を展開しています。
鈴木康友浜松市長
リージャスさんは駅前のビルにビ
ジネスセンターを開設されたとか。
西）はい。我々が浜松にセンターを
開設する理由は大きく三つありまし
て、ひとつは東京〜大阪の中間点で
名古屋からすぐという立地と交通の
利便性、もうひとつは浜松市に本社

を置く世界的な企業への世界中の企
業からのアクセスのための拠点とし
て機能し、インバウンド、アウトバ
ウンド両面の支援となること、そし
て、浜松市の展開する企業誘致の一
環として家賃補助がある点が挙げら
れます。それから実は、私の父は浜
松市に縁がありまして、現在アクト
シティにあります浜松市楽器博物館
の開館に関わっておりまして、現在
は博物館の名誉館長をさせてもらっ
ていまして、先日も講演を開かせて
いただいたそうで…そういったご縁
から私も何度も浜松市にはお邪魔し
ているんです。
鈴）なるほど。そういったご縁が
あったんですねえ。
浜松市では、現在、企業誘致に力を
入れており、企業の営業所の誘致に加
え、本社機能の誘致にも取り組んでい
ます。また、創業支援についても起業
家カフェを設置し、総合的に支援でき
る体制作りを行っています。
西）浜松市の家賃補助制度は、手続
きや審査がスムーズでとても利用し
やすく、リージャスを利用して新た

な事務所を設置する企業様にとって、
大きなメリットとなると考えており
ます。また、リージャスの特徴であ
る一人から人数に合わせて自由にオ
フィスの大きさを変えられること
は、起業時から企業様の成長に合わ
せて長く利用できるものですので、
浜松市の起業家カフェとも連携しな
がら、起業家支援の役割も果たせれ
ばと考えています。
鈴）リージャスさんは世界中でビジ
ネス展開されていらっしゃるので、
市内企業の海外進出支援でも連携で
きるといいですね。
西）私どものサービスの特徴とし
て、たとえば浜松のリージャスに入
居されているお客様は、日本中、世
界中のリージャスでラウンジを利用
することができます。また数ヶ月単
位のオフィス利用も可能ですので、
浜松市内の企業が海外に進出する際
にも、私どものサービスを活用して
いただければと考えています。
鈴）ありがとうございます。浜松市
の経済、産業の活性化の一助とし
て、リージャスのサービス展開に期
待しています。

リージャス浜松駅南口センター
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札
幌

札幌大通 〒060-0042� 北海道札幌市中央区大通西1-14-2��
桂和大通ビル50�9F

オープンオフィス
札幌南

〒060-0002� 北海道札幌市中央区北二条西2-3-2��
第37桂和ビル�5F,�6F

札幌北ビル 〒060-0807� 北海道札幌市北区北七条西2-8-1��
札幌北ビル�9F 

青
森

アクア青森スクエア 〒030-0861� 青森県青森市長島2-13-1�AQUA�
青森スクエア�4F,�6F

 

仙
台

仙台マークワン 〒980-8485� 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3��
仙台マークワン�19F

オープンオフィス
仙台駅前

〒980-0021� 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3��
仙台キャピタルタワー�2F

オープンオフィス
仙台青葉通り

〒980-0021� 宮城県仙台市青葉区中央2-2-10��
仙都会館�5F 

水
戸

オープンオフィス
水戸

〒310-0026� 茨城県水戸市泉町2-2-33��
水戸泉町ビル�7F

 

千
葉

千葉 〒260-0015� 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13��
千葉大栄ビル�8F

 

東
京

秋葉原南 〒101-0041� 東京都千代田区神田須田町2-25��
GYB秋葉原�4F,�5F

麹町 〒102-0083� 東京都千代田区麹町4-5-20�KSビル�4F,�8F
有楽町イトシア 〒100-0006� 東京都千代田区有楽町2-7-1��

有楽町イトシア�12F
大手町
ファーストスクエア

〒100-0004� 東京都千代田区大手町1-5-1�大手町�
ファーストスクエアイーストタワー�4F

日比谷
帝国ホテルタワー

〒100-0011� 東京都千代田区内幸町1-1-1��
帝国ホテルタワー�15F

丸の内鉃鋼ビルディング 〒�100-0005� 東京都千代田区丸の内1-8-2��
鉃鋼ビルディング�4F

丸の内パシフィック
センチュリープレイス

〒100-6208� 東京都千代田区丸の内1-11-1��
パシフィックセンチュリープレイス�8F

丸の内新国際ビル 〒100-0005� 東京都千代田区丸の内3-4-1�新国際ビル8階
オープンオフィス
神保町

〒101-0054� 東京都千代田区神田錦町3-7-2��
東京堂錦町ビルディング�7F,�8F,�9F

銀座三丁目 〒104-0061� 東京都中央区銀座3-4-1�大倉別館�5F
銀座一丁目 〒104-0061� 東京都中央区銀座1-16-7�銀座大栄ビル�5F,�6F
八重洲通り 〒103-0027� 東京都中央区日本橋3-4-15�八重洲通ビル�4F,�5F
日本橋兜町 〒103-0026� 東京都中央区日本橋兜町5-1��

兜町第1平和ビル3F
オープンオフィス
日本橋箱崎

〒103-0015� 東京都中央区日本橋箱崎町27-9�オフィス
ヴェラ日本橋箱崎1F

オープンオフィス
日本橋セントラル

〒103-0027� 東京都中央区日本橋1-2-10��
東洋ビル�3F,�5F,�6F

オープンオフィス
池袋南

〒171-0022� 東京都豊島区南池袋1-16-20��
ぬかりやビル�6F

新橋東急ビル 〒105-0004� 東京都港区新橋4-21-3�新橋東急ビル�2F,�3F
六本木駅前 〒106-0032� 東京都港区六本木6-1-20��

六本木電気ビル�5F,�6F,�7F
青山プラースカナダ 〒107-0052� 東京都港区赤坂7-3-37�プラース・カナダ�1F
オープンオフィス
南青山

〒107-0062� 東京都港区南青山3-5-2��
南青山第一韮澤ビル�3F

オープンオフィス
青山セントラル

〒107-0062� 東京都港区南青山2-2-8�DFビル5F,�6F,�10F

オープンオフィス
乃木坂

〒107-0062� 東京都港区南青山1-20-2��
乃木坂ビジネスコート1F,�2F,�3F

赤坂アークヒルズ 〒107-6012� 東京都港区赤坂1-12-32�アーク森ビル�12F
赤坂Kタワー 〒107-0051� 東京都港区元赤坂1-2-7�赤坂Kタワー�4F
オープンオフィス
赤坂ビジネスプレイス

〒107-0052� 東京都港区赤坂2-14-5�Daiwa赤坂ビル�7F

オープンオフィス
赤坂見附

〒107-0052� 東京都港区赤坂4-7-6��
赤坂ビジネスコート�2F,�3F,�4F

オープンオフィス
溜池山王

〒107-0052� 東京都港区赤坂1-3-5��
赤坂アビタシオン�3F,�8F

麻布グリーンテラス 〒106-0047� 東京都港区南麻布3-20-1��
麻布グリーンテラス�5F

オープンオフィス
麻布十番

〒106-0044� 東京都港区東麻布2-22-5��
AZABU�EAST�COURT�1F

オープンオフィス
西新橋

〒105-0004� 東京都港区新橋4-31-3��
第3名和ビル1〜 9F

汐留ビルディング 〒105-0022� 東京都港区海岸1-2-20�汐留ビルディング�3F
神谷町ＭＴビル 〒105-0001� 東京都港区虎ノ門4-3-20�神谷町ＭＴビル�14F
芝大門 〒105-0012� 東京都港区芝大門1-10-11��

芝大門センタービル�10F
品川
イーストワンタワー

〒108-0075� 東京都港区港南2-16-1��
品川イーストワンタワー�4F

恵比寿 〒150-0022� 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1��
ヒューマックス恵比寿ビル�7F,�8F

渋谷マークシティ 〒150-0043� 東京都渋谷区道玄坂1-12-1��
渋谷マークシティ�22F

渋谷グラスシティ 〒150-0036� 東京都渋谷区南平台町16-28��
グラスシティ渋谷�6F

代官山 〒150-0021� 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9��
フランセスビル�1F,�2F

原宿 〒150-0001� 東京都渋谷区神宮前6-28-9�東武ビル�3F,�5F,�6F
オープンオフィス
渋谷ＴＯＣ

〒150-0002� 東京都渋谷区渋谷1-8-3��
TOC第一ビル�6F,�7F

オープンオフィス
渋谷Ｈｉｌｌｓ

〒150-0031� 東京都渋谷区桜丘町15-14�フジビル40�7F

オープンオフィス
渋谷神南

〒150-0041� 東京都渋谷区神南1-12-14��
渋谷宮田ビル�6F,�7F,�8F

広尾 〒150-0012� 東京都渋谷区広尾5-4-12�大成鋼機ビル�4F,�5F
恵比寿南 〒150-0022� 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6��

第21荒井ビル�4F
新宿南口 〒151-0051� 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3�やまとビル1F,�8F
新宿パークタワー 〒163-1030� 東京都新宿区西新宿3-7-1��

新宿パークタワーＮ30F
新宿イーストサイド
スクエア

〒160-0022� 東京都新宿区新宿6-27-30��
新宿イーストサイドスクエアB1F

オープンオフィス
新宿ウエスト

〒160-0023� 東京都新宿区西新宿1-5-11��
新宿三葉ビル�5F

中野サンプラザ 〒164-0001� 東京都中野区中野4-1-1�中野サンプラザ�9F
錦糸町
アルカセントラル

〒130-0013� 東京都墨田区錦糸1-2-1��
アルカセントラル�14F 

横
浜

関内 〒231-0015� 神奈川県横浜市中区尾上町4-57��
横浜尾上町ビルディング�8F

新横浜 〒222-0033� 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14��
WISE�NEXT�新横浜�3F

横浜スカイビル 〒220-0011� 神奈川県横浜市西区高島2-19-12��
横浜スカイビル�20F

横浜
ランドマークタワー

〒220-8120� 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1��
横浜ランドマークタワー�20F

横浜駅西口 〒220-0004� 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5��
相鉄KSビル�6F,�9F 

浜
松

浜松駅南口 〒�430-0926� 静岡県浜松市中区砂山町355-4��
静銀・大東京砂山ビル3F,4F

 

名
古
屋

名駅 〒450-0002� 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23��
第三堀内ビル�9F

大名古屋ビルヂング 〒450-6425� 愛知県名古屋市中村区名駅3-27��
大名古屋ビルヂング25F

広小路
ガーデンアベニュー

〒450-0002� 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16��
広小路ガーデンアベニュー�3F,�4F

オープンオフィス
名古屋伏見

〒460-0003� 愛知県名古屋市中区錦1-5-11��
名古屋伊藤忠ビル�4F

オープンオフィス
名駅東

〒450-0002� 愛知県名古屋市中村区名駅5-31-10��
リンクス名駅ビル�5F,�6F 

大
阪

梅田阪急グランドビル 〒530-0017� 大阪府大阪市北区角田町8-47��
阪急グランドビル�20F

阪急ターミナルビル 〒530-0012� 大阪府大阪市北区芝田1-1-4��
阪急ターミナルビル16F

大阪国際ビルディング 〒541-0052� 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13��
大阪国際ビルディング�31F

新大阪阪急ビル 〒532-0003� 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1��
新大阪阪急ビル3F

パシフィックマークス
西梅田

〒530-0001� 大阪府大阪市北区梅田2-6-20��
パシフィックマークス西梅田�4F

オープンオフィス
京阪淀屋橋

〒541-0041� 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25��
京阪淀屋橋ビルディング�8F

リージャスエクスプレス
関西国際空港

〒549-0001� 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1��
関西国際空港　第１ターミナルビル3F 

京
都

オープンオフィス
京都烏丸

〒604-8136� 京都府京都市中京区梅忠町24��
三条COHJIビル�4F,�5F

オープンオフィス
京都河原町御池

〒604-0924� 京都府京都市中京区河原町通二条下ル�
一之船入町376�クロトビル�3F,�4F�,5F 

神
戸

神戸国際会館 〒651-0087� 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6��
神戸国際会館�22F

 

岡
山

岡山第一セントラル 〒700-0901� 岡山県岡山市北区本町6-36��
第一セントラルビル�4F

 

広
島

ひろしまハイビル21 〒730-0022� 広島県広島市中区銀山町3-1��
ひろしまハイビル21�16F

オープンオフィス
広島大手町

〒730-0051� 広島県広島市中区大手町3-1-3��
ＩＴ大手町ビル�6F 

香
川

高松 〒760-0023� 香川県高松市寿町2-2-10��
高松寿町プライムビル�4F

 

福
岡

アクア博多 〒810-0801� 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8�アクア博多�5F
JR JP 博多ビル 〒812-0012� 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1��

JR�JP博多ビル�3F
オープンオフィス
博多駅前通り

〒812-0011� 福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-25��
第二岡部ビル�8F,�9F

博多駅筑紫口 〒812-0013� 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19��
サンライフ第3ビル�5F,�6F

福岡天神南 〒810-000� 福岡�県福岡市中央区渡辺通5-14-12��
南天神ビル�3F 

北
九
州

オープンオフィス小倉 〒802-0004� 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1�北
九州東洋ビル�3F,�5F

 

熊
本

オープンオフィス
熊本銀座通り

〒860-0802� 熊本県熊本市中央区中央街4-22��
アルバ銀座通りビル�5 〜 8F

 

鹿
児
島

鹿児島天文館 〒892-0847� 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21��
鹿児島ＭＳビル5F,�6F

 

沖
縄

ホークシティ那覇 〒900-0014� 沖縄県那覇市松尾1-10-24��
ホークシティ那覇ビル�4F,�5F



ソーシャルネットワークで、リージャスともっと、つながろう。 　 ▼

お問合せは…　0120-998-931


