2020 年 4 月 2 日

報道関係各位
株式会社ステラリンク

山口県光市に新たな交流拠点誕生！
コワーキングスペース「ヒカリバ」 4 月 5 日（日）オープン
同日 14 時より報道・関係者向け内覧会およびオープニング発表会を開催

株式会社ステラリンク（所在：山口県光市、代表：石川博之、以下：ステラリンク）は、2020 年 4 月 5 日(日)に光市内
では初めてとなる常時利用可能なコワーキングスペース「HiKARiBA」（以下：ヒカリバ）をオープンします。
ヒカリバは、光市内では初となる本格的なコワーキングスペースであることはもちろん、県内のコワーキングスペース
では例の少ない 100％民間出資・運営により開設するもので、行政主導の他コワーキング施設とは異なり自由な発
想での事業へのチャレンジや、ものづくりサークル、プログラミングクラブなどの地域の小さな活動を含めた幅広い
活動の場としても活用されることを期待しています。また、会議室やミーティングルームを備えており、貸し会議室の
利用やミーティングルームだけの利用も可能としています。

正式オープン予定日の 4 月 5 日(日)は、14 時より報道関係者およびヒカリバ設立にご協力いただいた関係者を招
待した内覧会およびヒカリバのビジョンや展望等を発表するオープニングイベントを予定しております。
本来であればオープニングイベントとして、市長をはじめ創業支援に関係する産学官関係者を来賓として迎え盛大
に開催したいところですが、昨今の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を考慮し、大規模なオープニン
グイベントは難しい状況であることから、招待範囲を絞り、小規模で簡素な形にて「発表会」として実施します。報道
関係の皆様におかれましては、誠にお忙しいところと存じますが、ご列席くださいますようお願い申し上げます。

■コワーキングスペース HiKARiBA（ヒカリバ） 内覧会
 日
時
 場
所
 内容(予定)

及び

オープニング発表会 概要

2020 年 4 月 5 日（日） 14:00～15:00
山口県光市浅江 1-4-14 アイオイビル 3F （駐車場あり）
1. ヒカリバのビジョン・展望発表（株式会社ステラリンク 代表取締役 石川博之）
2. 来賓あいさつ（調整中）
3. 内覧
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■「コワーキングスペース HiKARiBA（ヒカリバ）」の概要
2020 年 4 月 5 日（日）
毎日 11:00～23:00
〒743-0021 山口県光市浅江 1-4-14 アイオイビル 3F
Tel. 0833-71-3650 Fax. 0833-71-3652 URL. https://hikariba.jp/
コワーキングエリア 30 席、会議室 10 席、ミーティングルーム 8 席
およそ 160 ㎡（およそ 49 坪）
ビル 1Fおよび周辺、最大 20 台程度
（ビル全体で共用とする部分があるため、平日日中と平日夜間および土日祝で
は利用可能な台数が異なる場合があります）
 無料サービス 電源、Wi-Fi、ドリンク、液晶ディスプレイ、キーボード、文具各種 ほか
 有料サービス 印刷およびコピー（A3 カラーレーザー複合機）、FAX送信、消耗品関係 等
 利 用 料 金 ドロップイン（一時利用）＜※後述＞については下表の通り








オープン日
通常営業時間
住
所
電 話 / FA X 等
座
席
数
店 舗 面 積
駐
車
場

月額会員（月極会員）については、当初は以下の 3 プランにて展開予定
プラン名
金額
条件等
マンスリー
9,300 円(税別)
マンスリー（長期利用）
7,800 円(税別) 4 ヶ月以上継続利用を条件
ウイークエンド
4,800 円(税別) 平日 16 時以降、土日祝のみ対象
それ以外の時間帯は通常のドロッ
プインとして利用可能
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【 リリース URL はこちら https://www.stellalink.co.jp/press/20200402_hikariba.html 】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright (C) Stellalink, Inc. All right reserved.

■コワーキングスペースについて
コワーキングスペースは、「Co（共同の、共有する）」＋「working（働く場所、働き方）」から「Co-working」を経て、現
在ではひとつの単語として「Coworking」という言葉が確立されるようになっています。
国内においては共同オフィスやシェアオフィスと解釈、説明されることの多い分野ですが、厳密には事務所スペース、
会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行う共働ワークスタイルや新しいビジネススタイル
のことであり、シェアオフィスのように各会社や各個人のパーソナルスペースが必ずしも仕切られているものではなく、
共同で場所を利用し、共働や協働を行う場となっています。
最新の研究では「個別に仕事を持つ人たちが働く場所を同じくしつつコミュニケーションを図りながら、互いに情報
や知見を共有し、時に協働パートナーとして貢献しあう概念およびそのための施設」と定義されており、ますます協
働の性格が高まりつつある状況となっています。
山口県内においては、山口市米屋町のmirai365（2016 年 11 月、山口県が開設）をはじめ、周南市、宇部市、下関
市、長門市、また阿武町などで開設されていますが、多くが県や市町の出資等により開設されています。ヒカリバは
県内のこれらの状況に対しては珍しい「100%民間出資」で開設を行うもので、民間出資・運営を行うスペースは周
南市若宮町の
「コワーキングスペース カラム」などが該当します。
あくまでもさまざまな人が集まる共有スペースであり、また飲食店ではないため飲食物の持ち込みが可能で、共有
のオープンスペースや備品等を利用者が共有して使うという考え方を採っています。私語等も原則として制限なく、
仕事以外に打ち合わせや読書等のちょっとした時間にも利用することが可能となっております。プレオープンとして
試験運用を行ったところ、実際に利用いただいた方や、会議や打ち合わせの場としてフリーランスの打ち合わせ会
場に利用があるほか、日中ファストフード店や喫茶店等で短時間仕事を行う外回り営業の方から利用したいとの声
を頂戴しております。
また、ヒカリバではボランティアで 7 歳から 17 歳の子ども達にプログラミングを指南する世界的な活動である
「CoderDojo 光」（コーダー道場 光）の会場としても利用されたり、仕事以外の趣味で電子工作を行う市民グル
ープの利用希望が出ていたりするなど、ビジネスのみならずさまざまな市民活動の拠点としても利用の可能性が広
がっています。
現在猛威を振るう新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を考慮し、短期的には利用が伸び悩む恐れもあ
りますが、一方で在宅勤務が増加する現在の状況下で、会社でも自宅でもない「第３の場所」としての役割として集
中してものごとに取り組める場としてコワーキングスペースが求められる状況となっていることから、テレワークやリ
モートワークをされる方や、外回り営業をされる方、個人事業主（フリーランス）等、事業を営む様々な方にとっての拠
点となり、また交流の場となることが期待されます。

■「ドロップイン」（一時利用）について
コワーキングスペースでは、月額会員登録を行わず利用する形態のことを「ドロップイン」と呼んでおり、日本語では
「一時利用」と呼ばれています。通常はシェアオフィス等も含め、あらかじめ契約し登録した会員のみが「１ヶ月単位」
等で利用できるしくみとなっていますが、コワーキングスペース独自の文化としてコワーキングスペースを「時間単
位」で利用できるプランとなっています。そのため、喫茶店等のように突然入店し利用することができるようになり、空
き時間や短い時間集中して作業を行いたい場合、また月額会員になる前のお試し利用としての効果なども期待され
ます。
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＜ヒカリバ 内観写真＞
下記の掲載写真はリリースURLにて提供しております。記事化にあたりご自由にお使いください。

コワーキングエリア（20 席）

ハイカウンターエリア（5 席）

集中エリア（5 席）

会議室・セミナールーム（10 席）

ミーティングエリア（8 席）
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【コワーキング】（Coworking）
事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行う共働ワークスタイル。

【コワーキングスペース】（Coworking space）
コワーキングを行う場所。シェアオフィスやレンタルオフィスと異なり、主にオープンスペースで会議室等を共有するス
タイルが多い。日本では 2010 年に神戸で誕生して以降急速に普及しており、現在では全国で 1,000 施設を超えて
いる。

【ドロップイン】
月契約による利用に対し、「一時利用」と呼ばれる、一定時間（一般的に 2 時間程度から）または 1 日単位で利
用料を支払うことで利用できるコワーキングスペースの利用形態。

●スペース名： コワーキングスペース HiKARiBA（ヒカリバ）
●運営会社： 株式会社ステラリンク
●公式 URL： https://hikariba.jp/
●公式 Facebook： https://www.facebook.com/hikariba.coworking/

＜リリースに関する問い合わせ先＞
株式会社ステラリンク
担当：石川（いしかわ）
〒743-0021 山口県光市浅江 1-4-14 アイオイビル 3F
TEL：0833-71-3651
FAX：0833-71-3652
E-mail：info@stellalink.co.jp
URL：https://www.stellalink.co.jp/
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