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山 口 型 ワ ー ケ ー ション



豊かな自然と温暖な気候風土に恵まれ
全国的にも暮らしやすい県として評価を受ける「山口県」
新たな地方創生ビジネスにチャレンジしたい
地域づくりに関わりたい、自然・文化に親しみたい
そんなあなたのビジネスプランの実現に向け
山口の地でワーケーションはいかがですか。

ワーケーションとは

山口型ワーケーションとは

プログラムの紹介

モデルコースの紹介

ワーケーション受入宿泊施設一覧

コワーキングスペース一覧

テレワーク・ワーケーション推進の拠点施設の紹介
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ワーケーションとは

新規事業創出 人材育成・チームビルディング

地域貢献 人材確保・BCP 福利厚生

生産性向上ワーケーション（Workation）とは
「ワーク（Work）」と「バケーション（Vacation）」を
組み合わせた造語で
普段のオフィスとは異なる場所で
それぞれの実施目的に応じた
ワーケーションプログラムや
「非日常の体験」を織り交ぜながら
仕事を行うことにより、業務効率の向上や
イノベーションの創出とともに
余暇の充実を図る働き方です。

地域との交流などを通じ、
地域課題・社会課題解決へ
の取組に参加します。企業
価値の向上はもちろん、地
方創生ビジネスを検討中の
企業向けに役立つプログラ
ムを提供します。

山口県内の企業や団体と
の交流、地域課題や資源を
ビジネスに結びつけた事例
に触れるプログラムなどを
提供します。アイデアの発見
を促し、新たなビジネスの
創出へとつなげます。

ワーケーションを通じた長
期休暇や地方創生につなが
るテレワークの実現など、企
業のニーズに合わせた柔軟
な働き方や環境を提供しま
す。山口県ならではの様々な
体験・ふれあいを通じて、企
業価値の向上に貢献します。

山口県の豊かな観光資
源、歴史・文化、自然に恵ま
れた環境の中で働くことによ
り、業務の生産性向上や従
業員の心身をリフレッシュし
ます。健康経営を目指す企
業に貢献します。

人材不足の解消のため、
地方への拠点進出やオフィ
スの設置による機能分散を
検討する企業向けに、サテ
ライトオフィスの進出をサ
ポートするプログラムを提
供します。

コロナ禍で希薄になった
組織のコミュニケーション
強化や新人教育の場として、
オフサイトでの合宿研修や
オフサイトミーティングを提
供します。自由でのびのびと
した環境の中で人材育成を
図ります。
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山口県は、観光だけではなく、業務の生産性向上やイノ
ベーションの創出へとつながる、企業目線に立ったプロ
グラムとして「山口型ワーケーション」を推進しています。
「山口型ワーケーション」には、企業ニーズや課題解決に
応じて７つの類型によるワーケーションプログラムがあります。
例えば、「業務効率型」では、仕事の合間の気分転換によ
りアイデアの創出につながるよう、各施設周辺での観光や
体験ができるモデルコースをご用意しています。
他にも、余暇の充実を図るための観光や体験を中心とした
「休暇・福利厚生・ブリージャー型」、県内企業の視察や
起業家との交流・マッチングなどを通じたビジネスの創出
に貢献する「ビジネス創出型」、地域交流で地域課題の解
決に向けて支援をしながら企業価値を高める「地域課題
解決型」など、目的に応じてご活用ください。
企業により異なる多様なニーズにお応えできるよう、総合
案内施設「YY!GATEWAY」のコンシェルジュが窓口と
なり、サポートします。
まずは、お気軽にご相談ください。

法人向け
business plan

地域課題解決型

フリーランス型

休暇・福利厚生・
ブリージャー型

ビジネス創出型

ファミリー帯同型

オフサイト型

業務効率型

地元企業との交流や企業視察等を
通じて、連携・協力関係を築き
新たなビジネスの創出を
目指す。

子どもの農村留学に帯同するなど
家族との時間も楽しみながら、仕事を行う。

合宿研修等を非日常的な場所で
行うことにより
組織の絆づくりを進め
モチベーションの向上や
新たな発想を生み出す。

日常業務を非日常的な場所で
リラックスしながら行うことにより
業務の効率化や生産性の向上を目指す。

地域との交流等を通じて、地域課題の解決を
支援し、企業価値を高めるとともに
新たなマーケットの開拓につなげる。

個人で地方に滞在し、生活と仕事を一体化させ
地域住民や同じライフスタイルの方との
交流を楽しむ。

出張先での休暇の取得により
余暇の充実や
休暇取得を促進する。

山口型ワーケーション 7つの類型
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ビジネス創出型の紹介 ビジネス創出型・オフサイト型の紹介

企業交流プログラム
地域企業との交流や視察等を通じて新たなビジネスの創出を模索するもの。

エシカルバンブー株式会社

ビジネスサポートセンター
（はぎビズ）

岩国しごと交流・
創業スペースClass Biz.

　代表者が首都圏の企業から独立し、
Ⅰターン。山口県防府市にてエシカルバ
ンブー株式会社を設立し、竹を利用し
た洗剤やタオルの製造・販売を行って
います。また、宇部市の廃校となった中
学校を利用して、世界的にも珍しい竹
資源の利活用総合施設「竹LABO」を
開設し、地元の方だけでなく、県外の方
など多くの方が訪れています。

　ビジネスサポートセンターとして、萩
地域の事業者を伴走型で支援する相
談所。ヒアリングの中で事業者の「強
み」を見つけ、コストをかけずに具体

的な課題解決
の提案と売上
アップに向け
たサポートを
行います。

　Class Biz.（クラス ビズ）は、2021年
2月1日にオープンし、JR岩国駅から徒
歩6分、空港から車で7分の好立地に
位置する、コワーキング・セミナースペー
スやシェアオフィスをビジネス利用する
ことができる施設です。また、創業希
望者や地元企業への支援マネージャー
による個別相談、セミナーなどビジネ
ス支援を行う施設です。

竹害から竹財へ　竹の全てを活かし
真の地域課題解決を目指して！

地域事業者と一緒に走り続ける
無料の伴走型経営相談所

地域のビジネスの交流拠点
ワーケーションでビジネスマッチングを ！

　エシカルバンブー株式会社の田澤です。私は東京生まれ、
東京育ちなのですが、留学や様々な企業での経験の中で竹
という素材に出会い、竹ミネラルの事業承継のため、縁もゆ
かりもない山口県にやってきました。エシカルバンブーは、人・
環境・植物・生物、それぞれを尊重しながら決して環境に負荷をかけることなく、竹
でものづくりを進めていくという覚悟のもと、名付けた社名です。
　資源を使うことを目的とするのではなく、残すことを追求し産業を興していきたいと思
い、エシカルバンブーでは、竹を“竹財”として未来へと繋ぐためにタオルや洗剤の製
造販売を行っています。
　今後、全世界的に持続可能な事業活動が求められる社会になります。そうした社
会背景の中で未来の社会のため、人々の笑顔のために何ができるかを日々 考え、第
二のふるさとである山口県から発信しています。

　センター長の獅子野と申します。「今よりも良くありたい」と
挑戦する気持ちを持たれる地域の事業者様からの御相談は、
年間６００件を超えます。「新商品を開発したい」「集客に悩ん
でいる」「新たな販路を開拓したい」など、多岐に渡る課題に
寄り添う中で、地域外の知見を必要とする案件も多くございま
す。ワーケーションでお越しいただいた際は、１時間のヒアリングを行わせていただき、
企業・フリーランスの皆様の強みを共有させていただくことで、地域事業者とのマッチ
ングの可能性を一緒に考えさせていただきます。萩は、歴史・文化・豊かな自然と多
様性に富み、様 な々角度からビジネスを模索できます。

　Class Biz.（クラス ビズ）は、ビジネス空間の
提供だけでなく、定期開催するワークショップや
セミナーなどのイベントに参加することができま
す。また、交流を希望する事業者間のマッチン
グをスタッフがコーディネートします。さらに、全
国10を超えるコワーキングスペース等とコミュニ
ティ形成しており、これら施設・利用者と繋がる
ことで、ビジネスの可能性が広がることも期待できます。
　地方での起業、地域課題の解決に向けた取組を考えるきっかけとして、岩国市で
ワーケーションを行いながら、地域事業者とのビジネス交流を体験したい、自分のアイ
デアや技術を活用されたい人におすすめです。

サテライトオフィス進出プログラム
自社のIT人材不足を地方へのサテライトオフィス進出で解決、
また、地方創生に取り組む可能性を探るプログラム。

萩市 岩国市
企業経営者向け
地域課題解決型デジタルウェルビーイング・ワーケーション
　地方にサテライトオフィスを出すということを、地方創生×ビ
ジネスの観点で体験するワーケーションプログラムです。既に
進出している企業の取組を学ぶとともに、歴史・自然・人を五
感で感じて萩市に進出するメリットを体感していただきます。
　“IT×地方”
　地方にデジタルを少し加えるだけで新たに生まれるビジネス
の「余白」を感じてみませんか。

リモートワーク先進地を目指す
“岩国市”でのＩＴを通じた地域活性化ワーケーション
　市街地まで空港から約７分と、航空便を活用した首都圏か
らの交通アクセスに優れた岩国市では、リモートワーク企業
の進出も盛んで、ITを起点に「人口減少」「少子高齢化」という
地方独自の課題解決に取り組んでいます。サテライトオフィス
進出による人材確保で新たな地域ビジネスの展開をサポート
するワーケーションを提供します。

＞＞モデルコースの紹介はp11へ

オフサイト研修プログラム
周防大島町
（片添ヶ浜海浜公園オートキャンプ場） アウトドア交流会
　周防大島は、瀬戸内海に囲まれた島で、南国のリゾート地
にいるような雰囲気を味わえます。海は透明度が高く、白い
砂浜のビーチには「ハワイ」を彷彿させるヤシの木が並び、海
に面するロケーションにある片添ヶ浜公園オートキャンプ場
では、オフサイトミーティングがおすすめです。
　キャンプを活用したオフサイトミーティングでは、テントの
設営体験を通した、チームでの協働作業により、メンバー間
のコミュニケーションを生み出し、自然とチームのつながりや
絆を深めてくれます。また、設営したテントを活用して、普段
の職場とは異なる開放的な空間でミーティングを行うことで、
新たなアイデアの創出につながります。

　冬でも温暖な気候で柑橘類の栽培が盛んなため、島の各
地でみかん栽培が行われています。移住を機にみかん就農
や起業をして、地域の中で活躍している方も多数おられ、こう
した方たちによる移住者交流会が定期的に開催されるなど、
親交の深い地域でもあります。オフサイトミーティングの後は、
島で活躍されている方とＢＢＱで交流することで、人生観が
変わる刺激を受けること間違いありません。
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空港・駅 空港・駅

ブリーフィング1日目 ブリーフィング1日目

デジタルデトックス・デイ2日目

地域視察2日目

企画提案3日目

企画提案3日目

帰路 帰路

進出企業との交流
地域企業との交流

関係者との交流会
地元との交流会

地域の体験・観光

地域課題解決型の紹介 モデルコースの紹介①

地域課題解決型ビジネス創出型
萩市
サテライトオフィス進出プログラム

宇部市
地域企業と考える地域活性化プログラム

自社のIT人材不足を地方へのサテライトオフィス進出で解
決、また、地方創生に取り組む可能性を探るプログラム

地域資源を商品化した企業と交流することにより企業目線で
の地域活性化を探るプログラム

地方へのサテライトオフィ
ス進出について、市職員
から説明。

地方へのサテライトオフィ
ス進出について、市職員
から説明。

既に進出している企業の取組を学ぶ。
また、オフィスの視察や
進出企業の職員と意見
交換、交流会を実施。

市職員のアテンドのもとに、地域資源を活用したベ
ンチャー企業の経営者との意見交換・交流会を実
施。

事後交流会を通じて、企画提案の更なるブラッシュ
アップや進出企業との連携を深める。

これまでの交流を通じ
て築いたネットワークで
交流会を企画。
新たな出会いが生まれ
る可能性も。市職員が地域のキーマンにもつなぐ。

宇部市の産業観光ツアーへ参
加し、地域産業を学ぶ。地域
の伝統工芸（琴や硯づくり）や
坐禅を体験。

デジタルから解放され、
「人」「自然」と五感で
語り合う一日。萩での
住環境等を体感する。

地域での課題・取組事
例を視察。

２日目までの意見交換・
交流を踏まえ、はぎビズ
センター長を交えてブ
レーンストーミング。地
方創生に関する企画提案等を検討することにより、
サテライトオフィス進出後を具体的にイメージする。

企業として、地域活性化に関わるビジネスの可能性
について検討。地域企業との連携や、行政との連
携も視野に入れながら、企画内容を提案。

山口宇部空港または新山口駅に到着後、レンタカーで
萩市内へ移動し、ワーケーションを開始

山口宇部空港または新山口駅に到着後、レンタカーで
宇部市内へ移動し、ワーケーションを開始

※各ツアー、オプションコース等の
詳しい情報はWEBへ

地域交流プログラム
萩ゲストハウスruco
　古ビルをリノベーションして造られたゲストハ
ウス「ruco」。宿名の「流」「交」は、街中を縦横
無尽に流れる水路のように、訪れる人と萩市の
日常を繋ぐ場所で在りたいとの思いからつけら
れたものです。地元の人も入りやすく、自然と人
が集まって、話がはじまる、そんな空間です。

人とまちをつなぐ旅の交差点
“ruco”人と人との交わりから
新たな風を
　オーナーをしています塩満と申します。rucoは、私
自身が、海外や日本各地で多くの人と出会う拠点となっ
た「ゲストハウス」のような、人と人が交わる場所を地元
の萩につくりたいという思いからはじめたものです。固ま
りがちな価値観に風穴を開けて、多様な価値観を受け
入れながら、まちが抱えている課題にも向き合っていく、そんな地域の拠点であり
たいと思っています。
　コロナ禍で、テレワークや２拠点居住といった新たな働き方が広がり、人々の価
値観が大きく変わっています。地方に出ることは、自らを顧みる機会になります。地
域の日常や地域の人と交流し、ゆっくりと内省することで新たなアイデアを着想する
こともあります。ここ最近は、rucoに立ち寄ったことをきっかけに、東京との２拠点
居住を実践しているという方が増えているように感じています。また、そうした方の
中には、萩で事業を興してみようと、新たな動きが生まれています。
　柔軟な働き方が可能となった今こそ、地域とつながり、新たな価値観を生み出し
てみませんか。rucoは、そのような方たちが交流する場所になることを目指しています。

地域課題解決プログラム
「人口減少」、「過疎化」、地方には解決すべき課題がある一方で、まだ活用しきれていない地域資源も
散在している。これらをヒントに地方創生ビジネスの可能性を探るプログラム。

長門市 山口市
空き旅館の活用による
新規ビジネス創出を探るワーケーション
　温泉の地“長門市”では、「長門湯本温泉」を舞台に、地域
再生プロジェクトが進み、温泉街が生まれ変わり、新たなビジ
ネスが生まれつつあります。一方で、空き旅館問題はまだ解決
途上であり、地域の事業者とともに課題解決に取り組んでいま
す。この“空き旅館”という資源を活用した新たなビジネスをワー
ケーションで考えてみませんか。

海に面した山口市”南部”地域の有志たちと
特産品ビジネスを考えるワーケーション
　山口市南部は、穏やかな瀬戸内海に面し、SUPやヨットも
体験できるアクティブな土地柄です。Ｕターンして新たな特産
品開発を行っている事業者、6次産業化に取り組んでいる生
産者など、特産品開発にも有志が積極的に動いています。開
発協議の場に加わり、地域特産品ビジネスの拡大を学ぶプロ
グラムを提供します。

＞＞モデルコースの紹介はp11へ
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空港・駅空港・駅 空港・駅空港・駅

到着1日目観光拠点　秋芳洞1日目 歴史体験1日目笠戸島家族旅行村＆笠戸ひらめ1日目

潮風にあたる2日目

秋吉台セグウェイ体験2日目

食事の後は商工会へ2日目

山里体験4日目

農業体験6日目

瀬戸内海の自然7日目

陶芸体験5日目

里山（米川地区）散策2日目

まちなかでリモートワーク3日目

温泉でリフレッシュ4日目

ドライブ5日目

秋吉台サイクリング体験3日目

木工体験と酒造見学3日目
市街地巡り3日目

集中ワーク4日目

大城6日目

周辺観光 &BBQ5日目

帰路 帰路帰路 帰路

リモートワーク

リモートワーク

モデルコースの紹介③モデルコースの紹介②

休暇・福利厚生・ブリージャー型ファミリー帯同型
周南市
海・山・温泉体験プログラム

美祢市
大自然満喫体験プログラム

岩国市
歴史・文化・産業体験プログラム

下松市
“瀬戸内”ワーク集中プログラム

周南市の海山を巡るプラン。自然と歴史に触れ地域の魅力
を発見できるプログラム

秋芳洞、秋吉台の大自然を体験しながら非日常空間での
ワーケーションを実現できるプログラム

岩国市の西部地域を巡る、山あり海あり、名産品ありの満喫
プログラム

豊かな自然を満喫しつつ、瀬戸内海を一望できる静かな環境
でワークに集中するリモートワークプログラム

徳山駅に隣接する観光案内施設「まちのポート」で
観光情報等を収集。徳山駅賑わい交流施設に併
設された駅前図書館で資料検索などリモートワー
ク開始。

美祢観光拠点の「秋芳
洞」を見学し、家族旅行
村のコワーキングスペー
スに到着。

錦帯橋を渡った先の城山を
20分程登山、頂上にある岩
国城の天守閣から市内を一
望し、岩国の歴史を体感。紅葉谷公園の散策も。

笠戸島家族旅行村のケ
ビンでワーク開始。栽培
漁業センターでひらめ捌
き体験。

家族旅行村（キャンプ場）
のコワーキングスペース
を使用して、リモートワー
クを実施。

家族旅行村（キャンプ場）のコワーキングスペースを
使用して、リモートワークを実施。

船で離島の大津島へ。
平和学習施設「回天記
念館」と関連施設で平和
について学ぶ。宿泊施設「大津島ふれあいセンター」
で波の音を聴きながらワーク。レンタサイクルで潮
風に吹かれ島内散策後、夕方、船で徳山港に戻る。
夜は工場夜景ツアーや瀬戸内の魚を堪能。

日本最大級のカルスト台
地をセグウェイで爽快に
駆け巡る体験。

有名店「山賊」で食事。山賊
の山塞をテーマに、目も楽し
ませてくれる。その後、岩国
西商工会玖珂支所でリモー
トワーク。

農林業体験民宿「和樂の
里」で、沢登りや農業を体験。人里から少し離れた山
中にあり、自然を身近に感じられる。

瀬戸内海に面した由宇町は、その温暖な気候により
果物等の栽培が盛ん。カフェを併設した農村公園中
倉では、そば打ちや薪作りを体験できる。

由宇町「潮風公園」での「地
引網体験」や「海釣り」を楽し
める。

長州藩の遊撃隊の本陣がおかれ
た、古刹「通化寺（つうけいじ）」。そ
の歴史ある境内で、萩焼の陶芸体
験が可能。

午前中は旅行村でワー
ク。午後はレンタカーで
米川地区に移動し、棚田
やロックフィルダム（米泉
湖）周辺などを散策。

駅前図書館でリモート
ワーク。商店街の中にあ
り、ランチも充実。途中、
「徳山動物園」で、動物
たちを間近に観察し、癒
される。

バスで湯野温泉へ移動。
川沿いの散策や足湯を楽
しむ。日帰りパックのある
旅館もあり、温泉につかって旅館の昼食を楽しむのが
おすすめ。

レンタカーを借りて、緑豊
かな中山間地域へドライ
ブ。春夏秋冬、桜や川遊び、果物狩りや紅葉狩りも楽
しめる。手ぶらでバーベキューを楽しめる施設もあり、
自然を満喫。

日本最大級のカルスト台
地を電動マウンテンバイ
クで疾走。

周東町「丸太村」で木工体
験。BBQや宿泊も可能。獺祭で有名な旭酒造は蔵見
学を1日２回（土日のみ）実施。下松駅へ移動。レンタサ

イクルを利用し、市街地
観光。花岡八幡宮や地
域商店が入るショッピングセンターなどを巡り、昼
食に名物「牛骨ラーメン」を味わう。

旅行村でワーク。気分転換にトレイルランコース散策。
昼食は国民宿舎大城で地元食材を使用した料理を
味わい、温泉入浴。

午前中は旅行村でワー
ク。午後は大城に移動し
瀬戸内海の見える部屋で
ワーク。夕食、宿泊は大城で地元食材や温泉、瀬戸
内海の景色を堪能。

レンタカーで周辺地域をドライブ。点在するゴルフ場
でプレーを満喫してもOK。夜は旅行村BBQガーデ
ンでバーベキュー。

徳山駅に到着後、観光案内所で情報をゲットした後、
ワーケーションを開始

山口宇部空港または新山口駅に到着後、レンタカーで美祢市内へ
移動し、家族旅行村のコワーキングスペースにてワーケーションを開始

岩国錦帯橋空港または新岩国駅に到着後、レンタカーで
岩国市内へ移動し、ワーケーションを開始

下松駅に到着後、レンタカーで笠戸島家族旅行村
（ワーク・宿泊先）へ移動し、ワーケーションを開始

※各ツアー、オプションコース等の
詳しい情報はWEBへ12 13



No. 施設名 エリア 所在地 連絡先

1 コテージ せせら 東部 〒740-0902　
岩国市錦町宇佐郷1075

0827-74-5100

2 錦帯橋温泉　岩国国際観光ホテル 東部 〒741-0062
岩国市岩国1-1-7

0827-43-1111

3 和樂の里 東部 〒742-0301
岩国市周東町祖生3130

0827-93-2898

4 柳井クルーズホテル 東部 〒742-0031
柳井市南町4-1-1

0820-23-6000

5 柳井グランドホテル 東部 〒742-0035
柳井市中央2-2-22

0820-23-0030

6 グリーンステイながうら 東部 〒742-2302
周防大島町椋野1144-1

0820-79-0021

7 片添ヶ浜海浜公園オートキャンプ場 東部 〒742-2512
周防大島町平野1160

0820-78-0985

8
ホテル＆リゾート　
サンシャイン サザンセト 東部 〒742-2512

周防大島町平野1347-1
0820-78-2121

9 石鍋亭 東部 〒742-2715
周防大島町横見139

070-2354-1478

10 シーハウス 光 東部 〒743-0009
光市室積松原21-25

090-3372-9629

11 笠戸島家族旅行村 東部 〒744-0001
下松市笠戸島14-1

0833-52-1001

12 国民宿舎 大城 東部 〒744-0001
下松市笠戸島14-1

0833-52-0138

13 ゆの温泉 芳山園 東部 〒745-1132
周南市湯野4255-1

0834-83-2255

14 ふれあいパーク大原湖 中部 〒747-0401
山口市徳地野谷605

0835-58-0200

15 長沢ガーデン 中部 〒747-1221
山口市鋳銭司2296

0835-32-0140

16 別邸ひわだや 中部 〒753-0036
山口市円政寺町2-19

083-922-1651

17 ビジネスホテル うえの 中部 〒753-0056
山口市湯田温泉1-1-38

083-922-6600

18 スーパーホテル山口湯田温泉 中部 〒753-0056
山口市湯田温泉4-1-5

083-921-9000

19 湯の宿 味の宿 梅乃屋 中部 〒753-0056
山口市湯田温泉4-3-19

083-922-0051

20 ホテル喜良久 中部 〒753-0056
山口市湯田温泉4-4-3

083-922-0333

No. 施設名 エリア 所在地 連絡先

21 西の雅 常盤 中部 〒753-0056
山口市湯田温泉4-6-4

083-922-0091

22 KKR山口あさくら 中部 〒753-0064
山口市神田町2-18

083-922-3268

23 体験宿 宮崎家 中部 〒754-0894
山口市佐山945-77

090-2002-8329

24 座敷わらしさん家 中部 〒759-1512
山口市阿東徳佐中4034

083-920-6270

25 秋吉台国際芸術村 中部 〒754-0511
美祢市秋芳町秋吉50

0837-63-0020

26 一棟貸しの宿 柚葉 -yuzuha- 中部 〒754-0603
美祢市秋芳町別府3530-1

080-2784-7441

27 古民家ゲストハウス ひまわり 中部 〒759-2212
美祢市大嶺町東分906-1

080-8235-2777

28
天然温泉「海響の湯」
スーパーホテルPremier下関 西部 〒750-0017

下関市細江新町3-50
083-229-9000

29 割烹旅館 寿美礼 西部 〒750-0025
下関市竹崎町3-13-23

083-222-3191

30 スマイルホテル下関 西部 〒750-0025
下関市竹崎町4-4-1

083-233-0111

31 ホテル西長門リゾート 西部 〒759-5331
下関市豊北町神田2045

083-786-2111

32 ゲストハウスBONSAI 西部 〒759-6301
下関市豊浦町川棚5157

083-242-2227

33 COCOLAND 西部 〒755-0091
宇部市上宇部75

0836-33-6116

34 ANAクラウンプラザホテル宇部 西部 〒755-8588
宇部市相生町8-1

0836-32-1112

35 萩本陣 北部 〒758-0011
萩市椿東385-8

0838-22-5252

36 ruco 北部 〒758-0044
萩市唐樋町92

0838-21-7435

37
海が奏でる癒しの宿　
リゾートホテル美萩 北部 〒758-0057

萩市堀内485
0838-21-7121

38 玉仙閣 北部 〒759-1403
長門市深川湯本1234

0837-25-3731

39 ゲストハウス ねる山 北部 〒759-4211
長門市俵山5149

0837-29-5000

40 油谷湾温泉ホテル 楊貴館 北部 〒759-4505
長門市油谷伊上10130

0837-32-1234

WORKATION in

YAMAGUCHI ワーケーション　　受入宿泊施設一覧

施設一覧は
こちら

令和4年3月時点
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1日 10往復

約 1時間半

1日 5往復

1日 2往復

1日 16往復

約4時間22分

約2時間44分

約1時間52分

約31分

約35分

約1時間13分

約2時間1分

岩国錦帯橋空港（岩国市）

萩・石見空港（益田市）

北九州空港（北九州市）

大島
大橋 柳井市

萩市阿武町

下関駅

徳山駅

25分

30分 60分 90分

40分 50分

50分

47分

71分

67分

37分 54分 60分 67分 73分

新山口 県庁 下関駅 徳山駅 萩市 長門市山口宇部空港（宇部市）

東京

名古屋

新大阪

広島

博多

熊本

鹿児島中央

東
京

新
山
口

下関市

山陽小野田市 宇部市

山口宇部空港

萩・石見空港

新山口駅

北九州空港

美袮市

長門市
萩市

阿武町

山口市

周南市

光市
下松市

和木町

防府市

田
布
施
町

平
生
町

上関町

周防大島町

柳井市

岩国市

新岩国駅

徳山駅

新下関駅

厚狭駅

1614

19

1

2

3

7
4

5

6

89
10

11 12

17
15

13

21

22

23

18

20

岩国錦帯橋空港

No. 施設名 エリア 所在地 連絡先

1
岩国しごと交流・創業支援スペース　
Class Biz.

東部 〒740-0018
岩国市麻里布町2-5-17

0827-28-6565

2
コワーキングスペース
HiKARiBA（ヒカリバ） 東部 〒743-0021

光市浅江1-4-14 アイオイビル3F
0833-71-3650

3 やまぐち創業応援スペースmirai365 中部 〒753-0087
山口市米屋町2-7

083-902-1365

4
やまぐち創生テレワークオフィス
YY! SQUARE

中部 〒753-8501
山口市滝町1-1

083-933-4805

5 産業交流スペース Megriba 中部 〒754-0041
山口市小郡令和1-1-1

083-973-6660

6
work&community space　
もっくのもり 中部 〒747-0808

防府市桑山2-11-22
0835-26-0233

7 田舎暮し 掘っ立て小屋遊 （々ゆうゆう） 中部 〒759-2301
美祢市於福町上2455-3

083-989-2311

8 uzuhouse （ウズハウス） 西部 〒750-0003
下関市阿弥陀寺町7-8

083-250-9787

9 創業支援カフェ KARASTA.（カラスタ） 西部 〒750-0007
下関市赤間町1-10

083-227-4747

10 海峡メッセ下関シェアオフィス 西部 〒750-0018
下関市豊前田町3-3-1

083-231-5778

11 JOIN083（ジョインゼロハチサン） 西部 〒750-0025
下関市竹崎町4-4-10 大丸下関店7Ｆ 083-227-4404

12
やまぐちワーケーション総合案内施設
YY! GATEWAY

西部 〒755-0001 
宇部市沖宇部625

0836-33-6678

13 シェアオフィス ナニココ 西部 〒755-0027
宇部市港町2-1-35

080-4262-0180

14 nido（ウベノス） 西部 〒755-0043
宇部市相生町5-10

0836-34-6282

15 うべスタートアップ 西部 〒755-0045
宇部市中央町3-10-12

0836-39-5010

16
宇部市のコワーキングスペース
EN-biz（エンビズ） 西部 〒755-0045

宇部市中央町2-5-17
0836-43-6311

17 ナニココX 西部 〒759-0208
宇部市西宇部南2-12-33

080-4262-0180

18 オハナスタイル萩 北部 〒758-0011
萩市椿東1158-7

0838-21-7780

19 梅屋七兵衛旧宅（#梅ちゃんち） 北部 〒758-0022
萩市浜崎町257

0838-25-3360

20 賑わい拠点 challo 北部 〒759-4101
長門市東深川946-12

0837-27-0058

21 長門市しごとセンター　t.e.g.o. 北部 〒759-4106
長門市仙崎312-1

0837-27-0360

22 ヤマネスタジアム俵山 北部 〒759-4211
長門市俵山1356

0837-29-0980

23 阿武町暮らし支援センター shiBano 北部 〒759-3622
阿武町奈古2700-1

0838-82-3388

コワーキングスペースMAP

山口県へのアクセス
■ 飛行機

■ 新幹線

■ 自動車（空港から県内各地へのアクセス時間）

コワーキングスペース一覧

施設一覧は
こちら

令和4年3月時点

WORKATION in

YAMAGUCHI

16 17



所 在 地  ：〒753-8501 山口市滝町1-1（山口県庁本館棟1F）
営業時間： 8:30～17:15（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）
電話番号： 083-933-4805 

 問い合わせフォーム

テレワーク・ワーケーション推進の拠点施設の紹介

やまぐち創生テレワークオフィス

YY!SQUARE

やまぐちワーケーション総合案内施設

YY!GATEWAY

都市部の企業等に勤務されている方が、地方に移住・
滞在しながら、テレワークにより都会と同じように働く「地
方創生テレワーク」。「やまぐち創生テレワークオフィス 
YY!SQUARE」は、そのモデルオフィスとして、山口県が
全国で初めて県庁内に整備しました。

やまぐちワーケーション総合案内施設「YY!GATEWAY」は、
「山口型ワーケーション」を推進するため、案内・相談か
ら受入までの一貫したサポートや、ワーケーションプログ
ラムの開発を支援しています。

地域交流プログラム

所 在 地：〒755-0001 宇部市沖宇部625（山口宇部空港国内線ターミナルビル2F）
営業時間：9:00～18:00（月曜日、年末年始を除く）
電話番号：0836-33-6678 

山口県への
移住・定住を
実現

テレワーク・
ワーケーションに関する

総合案内

テレワーク・
ワーケーションに関する

相談対応

県内ワーケーション
プランのコーディネート

コンシェルジュ
サービス

新しい
働き方の
実践

旅の期待を
高める空間

快適な
オフィス空間

電話相談

プログラム内容・
行程等の連絡

調整依頼 調整

調整結果

ワーケーション実施
（地域交流プログラム実践）

受入可否

コワーキング
スペースとして
利用可能

詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。

詳しくは、下記連絡先にお問い合わせください。

コンシェルジュサービステレワーク・ワーケーション拠点施設

ワーケーション受入までの流れ　- 地域課題解決型の例 -

やまぐちワーケーション総合案内施設「ＹＹ！ ＧＡＴＥＷＡＹ」に配置しているコンシェルジュは以下のサー
ビスを提供します。

地
域
の
受
入
担
当

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
利
用
希
望
者

地域団体・
地域の魅力人材

ポータルサイト

44

33

55

22

66

77

11

利用者の希望を伝え、
プログラム提供の
可否を調整

時期、日数、宿泊先、
希望プログラム、
予算等を相談

閲覧

【ワーケーション情報】 
Ⅰ宿泊施設
Ⅱテレワーク施設
Ⅲプログラム

 問い合わせフォーム

WORKATION in

YAMAGUCHI

18 19



WORKATION in
YAMAGUCHI
山 口 型 ワ ー ケ ー ション

山口県テレワーク・ワーケーション総合案内サイト

山口県　ワーケーション




