
２０２１年２月２６日 

法人企業向け会員制サテライトシェアオフィス事業「ＮｅｗＷｏｒｋ」の会員限定 

ＮｅｗＷｏｒｋ店舗を利用した地域でおトクに使えるクーポン配信を３月１日から開始します！ 

～テレワーク先での新たな過ごし方を提案し、ＮｅｗＷｏｒｋ出店地域店舗との連携により地域活性化に貢献します～ 

東急株式会社 

当社は、２０２１年３月１日（月）から、法人企業向け会員制サテライトシェアオフィス事業「ＮｅｗＷｏｒｋ（ニューワ

ーク）」において、ＮｅｗＷｏｒｋ会員限定クーポンの配信（以下、本サービス）を開始します。 

本サービスでは、対象となるＮｅｗＷｏｒｋ店舗（詳細は別紙一覧参照）を利用した会員に対して、ＮｅｗＷｏｒｋの 

スマートフォンアプリから、利用店舗付近の地域限定クーポンを配信します。

ＮｅｗＷｏｒｋ店舗におけるテレワークの休憩時間や終業後に利用できるおトクなクーポンを配信することで、

会員のテレワーク先での新たな過ごし方を提案し、ＮｅｗＷｏｒｋならではのテレワークの付加価値を提供します。ま

た、これまでオフィスがなかった地域において、ＮｅｗＷｏｒｋと地域店舗が連携した会員限定クーポンを配信するこ

とで、ビジネスパーソンをターゲットとした地域店舗の新たなビジネスチャンスに貢献し、地域活性化を目指します。 

クーポンの内容は、カフェ、ホテルレストラン、地域飲食店の割引・お土産や、フィットネス（ジム・プール）、ゴル

フ場、美容院のサービスなど、本サービスオリジナルのおトクなクーポンを用意しています。また、クーポンが使用

可能な店舗は、東急ホテルズや東急グルメフロントなどの当社グループ５社が運営する店舗を含むＮｅｗＷｏｒｋ出

店地域にある全８０店舗で、今後も使用可能店舗数を順次拡大していくとともに、月ごとにクーポン内容を更新す

る予定です。 

加えて、ＮｅｗＷｏｒｋ直営店・提携店を月１０日以上利用した全ての会員には、その翌月にスペシャルクーポンを

配信します。初回にあたる４月配信のスペシャルクーポンは「京急油壺マリンパークの入園チケット（大人１名分）」

となります。 

当社は、２０１６年４月から「ＮｅｗＷｏｒｋ」事業を展開し、２０２１年２月時点で全国に直営店・提携店合計で２２６

店舗、会員企業数は４５０社以上と順調にネットワークを拡大しており、多様な働き方を実現する環境を提供して

きました。 

今後も当社は、テレワークの普及や、さまざまな働き方のニーズに対応したオフィス環境の整備を行うだけでな

く、「ＮｅｗＷｏｒｋ」を展開する地域の活性化を推進していきます。 

詳細は、別紙の通りです。 

以    上 

▲4 月配信のスペシャルクーポン
「NICOTAMA DAYS CAFÉ 

アップルパイプレート」

「京急油壺マリンパーク」
▲配信クーポン



【別 紙】 

■クーポン配信サービス概要 

・開始日：２０２１年３月１日（月） 

・対象者：ＮｅｗＷｏｒｋ会員（※会員以外の方はサービスを受けられません） 

・クーポン配信店舗：８０店舗（飲食４５店舗、お土産２６店舗、サービス・体験９店舗）（２０２１年３月１日時点） 

・ＮｅｗＷｏｒｋ対象店舗：３５店舗（２０２１年３月１日時点） 

・当社グループ参画企業：東急グルメフロント、東急スポーツシステム、東急ホテルズ、東急レクリエーション 

※東急ステーションリテールサービスは２０２１年４月クーポンより提携予定 

 

１．クーポン獲得方法 

①「ＮｅｗＷｏｒｋアプリ」をダウンロード 

※既にアプリをダウンロードしている方も２月２６日（金）以降に最新版にアップロードください。 

②マイページにログイン 

③対象となるＮｅｗＷｏｒｋ直営店でテレワークをする 

※ＮｅｗＷｏｒｋ直営店に１０分以上在室した履歴をもとにクーポンを配信します。 

※ＮｅｗＷｏｒｋ直営店に入室後、９０分以内にクーポンを配信します。 

※ＮｅｗＷｏｒｋ直営店のご利用以外に、臨時クーポンを配信する場合もあります。 

 

２．クーポン使用方法 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「クーポン」をタップ ②使いたいクーポンをタップ ③「クーポンを利用する」をタップ 

④店舗スタッフに画面を提示し、 

「クーポンを使用する」をスワイプ ⑤完了 

クーポン 

※スクリーンショットはご利用いただけません。店舗スタッフの前で認証・完了を行ってください。 



３．２０２１年３月配信クーポン一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2021年3月クーポン一覧

店舗名 クーポン内容 ジャンル 店舗最寄駅 直営店対象店舗 配布頻度 利用期限

アビエント
（渋谷エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ

旬彩
（渋谷エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ

エスタシオン カフェ
（渋谷エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ

ハシュハシュ
（渋谷東急REIホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ

TORQUE SPICE & HERB TABLE & COURT 月替わりランチメニュー1品無料 （通常1,000～1,200円） 飲食 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ
ブールアンジュ 渋谷店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ
コロット 渋谷メトロ店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 渋谷 渋谷イースト9F、3F 毎日 配布日のみ
The 30th Dining Bar
（二子玉川エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 二子玉川 二子玉川 毎日 配布日のみ

しぶそば 二子玉川店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 二子玉川 二子玉川 週1回 7日後
NICOTAMA DAYS CAFÉ アップルパイプレート（ミニクレミアソフト、ドリンク付）　無料 飲食 二子玉川 二子玉川 週1回 7日後
東急ゴルフパークたまがわ 平日限定1周500円または廻り放題1,000円割引 サービス体験 二子玉川 二子玉川 月初1回 当月中
アトリオドゥーエ二子玉川 フィットネス（ジム・プール）1回サービス体験500円 サービス体験 二子玉川 二子玉川 週1回 7日後
ブールアンジュ 等々力店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 二子玉川 二子玉川 毎日 配布日のみ

FUTAKO BREWERY
ランチタイム利用1,000円以上のご飲食で500円割引
またはご飲食の方700円のレギュラービール1杯プレゼント

飲食 二子玉川 二子玉川 毎日 配布日のみ

ビストロます家 二子玉川店
ランチタイム1,000円以上のご飲食で500円割引
またはディナータイム3,000円以上のご飲食で1,000円割引

飲食 二子玉川 二子玉川 毎日 配布日のみ

玉の蔵 二子玉川店 3,000円以上のご飲食で1,000円割引 飲食 二子玉川 二子玉川 毎日 配布日のみ

ヴィ・ド・フランス カフェ 溝の口店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 溝の口 二子玉川 週1回 7日後

しぶそば あざみ野店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 あざみ野 たまプラーザ 週1回 7日後
東急あざみ野ゴルフガーデン 個人レッスン20分＋レンタル（クラブorシューズ）2点無料 サービス体験 あざみ野 たまプラーザ 月初1回 当月中
アトリオドゥーエたまプラーザ フィットネス（ジム・プール）1回サービス体験500円 サービス体験 たまプラーザ たまプラーザ 週1回 7日後
しぶそば 市が尾店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 市が尾 市が尾 週1回 7日後

ヴィ・ド・フランス カフェ エトモ江田店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 江田 市が尾 週1回 7日後

しぶそば 青葉台店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 青葉台 青葉台 週1回 7日後
アトリオドゥーエ青葉台 フィットネス（ジム・プール）1回サービス体験500円 サービス体験 青葉台 青葉台 週1回 7日後
しぶそば 長津田店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 長津田 長津田 週1回 7日後

ヴィ・ド・フランス カフェ 長津田店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 長津田 長津田 週1回 7日後

セミナープラス南町田レストラン たっぷり卵のふわとろオムライス　無料 飲食 南町田グランベリーパーク 長津田 週1回 7日後
ひつじのショーンビレッジ ショップ＆カフェ フードまたはデザートご注文でドリンク1杯サービス　　　　 飲食 南町田グランベリーパーク 長津田 毎日 配布日のみ

ヴィ・ド・フランス カフェ 中央林間店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 中央林間 長津田 週1回 7日後

アトリオドゥーエ碑文谷 フィットネス（ジム・プール）1回サービス体験500円 サービス体験 学芸大学 都立大学 週1回 7日後

ヴィ・ド・フランス カフェ 大岡山店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 大岡山 自由が丘 週1回 7日後

コロット エトモ自由が丘店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 自由が丘 自由が丘 毎日 配布日のみ
しぶそば 武蔵小杉店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 武蔵小杉 武蔵小杉 週1回 7日後

ヴィ・ド・フランス カフェ 武蔵小杉店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 武蔵小杉 武蔵小杉 週1回 7日後

コロット 武蔵小杉東急フードショースライス店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 武蔵小杉 武蔵小杉 毎日 配布日のみ
サンティノ 日吉店 1,000円以上のご飲食で500円割引（ランチセット含む） 飲食 日吉 日吉、日吉2nd 毎日 配布日のみ

ベトナムの食卓 ＨＯＡ ＨＯＡ
ランチタイム1,000円以上のご飲食で500円割引
またはディナータイム3,000円以上のご飲食で1,000円割引

飲食 日吉 日吉、日吉2nd 毎日 配布日のみ

金魚 ディナータイム3,000円以上のご飲食で1,000円割引 飲食 日吉 日吉、日吉2nd 毎日 配布日のみ

ＧＲＥＥＤ hair design
ヘアカット1,000円と
パーマかカラー500円割引またはトリートメントサービス

サービス体験 日吉 日吉、日吉2nd 毎日 配布日のみ

しぶそば 綱島店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 綱島 日吉、日吉2nd 週1回 7日後

ヴィ・ド・フランス カフェ 大倉山店
税込500円以上お買い上げで「塩バターフランス」
または「はちみつバターパン」1つプレゼント

お土産 大倉山 日吉、日吉2nd 週1回 7日後

ENCORE
(横浜東急REIホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 新高島 横浜 毎日 配布日のみ

しぶそば 蒲田店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 蒲田 蒲田 週1回 7日後
アトリオドゥーエ武蔵小山 フィットネス（ジム・プール）1回サービス体験500円 サービス体験 武蔵小山 武蔵小山 週1回 7日後
赤坂スクエアダイニング
（赤坂エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 赤坂見附 赤坂見附 毎日 配布日のみ

あん庵 赤坂店
ランチタイム1,000円以上のご飲食で500円割引
またはディナータイム3,000円以上のご飲食で1,000円割引

飲食 赤坂見附 赤坂見附 毎日 配布日のみ

コロット エキュート赤羽店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 赤羽 赤羽 毎日 配布日のみ
コロット 飯田橋メトロ店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 飯田橋 飯田橋 毎日 配布日のみ
しぶそば 池袋店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 池袋 池袋 週1回 7日後
ブールアンジュ 池袋東武店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 池袋 池袋 毎日 配布日のみ
コロット 池袋メトロ店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 池袋 池袋 毎日 配布日のみ
コロット 池袋ショッピングパーク店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 池袋 池袋 毎日 配布日のみ
井の頭 吉祥ダイニング
（吉祥寺東急REIホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 吉祥寺 吉祥寺 毎日 配布日のみ

コロット 錦糸町メトロ店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 錦糸町 錦糸町 毎日 配布日のみ
しぶそば 大井町店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 大井町 品川 週1回 7日後
コロット 小田急下北沢店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 下北沢 下北沢 毎日 配布日のみ
ブールアンジュ 新宿サザンテラス店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 新宿 新宿 毎日 配布日のみ
コロット 新宿京王モールアネックス店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 新宿 新宿 毎日 配布日のみ

新宿栄寿司 西口店
ランチセット税込500円
または税込3,300円以上のご飲食で1,000円引き

飲食 新宿 新宿 毎日 配布日のみ

新宿栄寿司 本店 税込3,300円以上のご飲食で1,000円引き 飲食 新宿 新宿 毎日 配布日のみ
ブールアンジュ 虎ノ門ヒルズ店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 虎ノ門ヒルズ 新橋 毎日 配布日のみ
ブールアンジュ 日本橋店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 日本橋 日本橋 毎日 配布日のみ
フライヤーズテーブル
（羽田エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 羽田空港第2ターミナル 毎日 配布日のみ

魚ます 町田店 3,000円以上のご飲食で1,000円割引 飲食 町田 町田 毎日 配布日のみ
函三郎 町田店 3,000円以上のご飲食で1,000円割引 飲食 町田 町田 毎日 配布日のみ
ます家 関内店 3,000円以上のご飲食で1,000円割引 飲食 関内 関内・桜木町 毎日 配布日のみ
しぶそば 菊名店 もりそば・かけそば（うどんも可）　無料 飲食 菊名 新横浜 週1回 7日後
コーラルテーブル
（東京ベイ東急ホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 新浦安 新浦安 毎日 配布日のみ

カフェ パンセ 1,000円以上のご注文で500円割引 飲食 藤沢 藤沢 毎日 配布日のみ
コロット ペリエ千葉店 お買い上げでお好きなクレープ2個プレゼント お土産 千葉 千葉 毎日 配布日のみ
ブールアンジュ 大同生命札幌ビル店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 札幌 札幌 毎日 配布日のみ

咲か蔵 南一条店
ランチタイム1,000円以上のご飲食で500円割引
またはディナータイム3,000円以上のご飲食で1,000円割引

飲食 大通 札幌 毎日 配布日のみ

徳ちゃん 札幌店 3,000円以上のご飲食で1,000円割引 飲食 大通 札幌 毎日 配布日のみ
リトルモンスター
（大阪東急REIホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 梅田 梅田 毎日 配布日のみ

ピクニカ
（大阪エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 本町 毎日 配布日のみ

BAR＆LOUNGE「MIDO」
（大阪エクセルホテル東急）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 本町 毎日 配布日のみ

Delicious Kitchen EMONDEL
（新大阪江坂東急REIホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 江坂 毎日 配布日のみ

TORIKO
（神戸三宮東急REIホテル）

レストランご飲食1,000円分クーポン
（+東急ホテルズ コンフォートメンバーズ新規入会でWポイント付与）

飲食 神戸三宮 神戸三宮 毎日 配布日のみ

ブールアンジュ 福岡大博多ビル店 お買い上げで「クロワッサン」プレゼント お土産 祇園 博多 毎日 配布日のみ
※提携店一部対象店舗には紙クーポンの設置がございます。施設側の受入期間のみ利用いただきます。
※直営店対象店舗が2店舗ある場合は、どちらか１店舗のみ受取できます。
※しぶそばクーポンは全店で利用可クーポンとなります。
※コロットクーポンは一部店舗を除き全店で利用可クーポンとなります。
※今月開業のNewWork店舗も一覧に入っております。
※休業・貸切等でご利用いただけない場合がございます。

■2021年3月スペシャルクーポン（4月配布）

店舗名 クーポン内容 ジャンル 店舗最寄り駅 配布条件 配布頻度 利用期限

京急油壺マリンパーク 入園チケット大人1人プレゼント サービス体験 三崎口
直営店・提携店を月間で
10日以上利用（併用可）

毎月
10日予定

1か月
相当予定



■ＮｅｗＷｏｒｋスマートフォンアプリの主な機能 

１．ＱＲコードの発行、表示  

 ＮｅｗＷｏｒｋ直営店・提携店の入退館にあたって必要なＱＲコードを発行できます。 

２．店舗検索 

 位置情報から近くにある利用可能な店舗を簡単に検索できます。 

３．会議室等予約 

 打ち合わせやＷｅｂ会議の際、ＮｅｗＷｏｒｋ直営店会議室、ホテル客室利用を予約することができます。 

４．利用履歴の確認 

 ＮｅｗＷｏｒｋ直営店、提携店の利用した履歴を確認することができます。 

５．お知らせ 

 ＮｅｗＷｏｒｋ直営店、提携店の最新情報をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】 

■ＮｅｗＷｏｒｋ概要（既存業態） 

法人企業向け会員制サテライトシェアオフィス「ＮｅｗＷｏｒｋ」は、柔軟な執務環境を提供することで、場所・   

時間の制限を受けることなく就労環境を確保でき、外出先や自宅近くでの業務も可能になります。出勤勤務と  

在宅勤務の中間にあたるもう一つの選択肢として、よりフレキシブルかつ効率的なワークスタイルをサポート   

します。 

 

サ ー ビ ス 内 容 ：法人企業向け会員制サテライトシェアオフィス 

店 舗 数 ：２２６店舗 

（２０２１年２月１日時点。直営店８１店舗、提携店１４５店舗） 

会 員 企 業 数 ：４５０社以上（２０２１年２月時点） 

ＮｅｗＷｏｒｋ公 式 ホームペー ジ：https://www.newwork109.com/ 

 

【サービスの４つの特徴】 

【関東拠点図（２０２１年２月１日現在）】 
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