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都心生活者に向けたトランジットサービス「ナインアワーズ」

2020年、名古屋駅、東京・浜松町、半蔵門に順次開業

株式会社ナインアワーズ [本社：東京都千代田区、代表取締役ファウンダー油井啓祐 / 代表取締役 CEO 松井隆浩、以下：ナイ

ンアワーズ ]は、2020 年上期に「ナインアワーズ名古屋駅」「ナインアワーズ浜松町」「ナインアワーズ半蔵門」を順次開業い

たします。

独自のカテゴリーを目指す「ナインアワーズ」は、ホテル滞在中の「シャワー」+「睡眠」+「身支度」という 3つの基本行動の本

質を捉え、機能性と品質を徹底追求し、適切で納得感のあるサービスを提供しております。部屋という空間概念を捨て機能自体

を提供することで、宿泊に限らず、24 時間お客様のご都合に合わせて仮眠やシャワーのみでもご利用いただける、都心ならでは

のトランジットサービスを提案しております。

本 3件の開業により、ナインアワーズは全国で 16店舗展開となります。東京及び、大都市圏の利便性の高いロケーションに集

中的に出店することで、利用者のさらなる利便性を追求してまいります。

気鋭の建築家とのコラボレーションを引き続き実施。

名古屋駅は芦沢啓治、東京・浜松町と半蔵門は平田晃久が担当。

名古屋地区初となる「ナインアワーズ名古屋駅」は、東京、大阪に次ぐ第ターミナル駅 JR名古屋駅至近に 2020 年 2月 10日（月）

に開業。地上10Fのペントハウスにはラウンジスペースを設置。ビジネスで訪れる方々に、集中して仕事ができる時間を提供します。

また、1Fには GLITCH COFFEE @ 9hを併設し、世界レベルのスペシャルティコーヒーを提供します。

東京地区の 2店舗は、2020 年 3月 2日（月）に「ナインアワーズ浜松町」、2020 年 6月 15日（月）に「ナインアワーズ半蔵門」

を開業。羽田空港から都心への入り口となる浜松町、緑豊かな皇居周辺エリアの半蔵門、それぞれの街と呼応するような佇まいと、

景観自体に溶け込むような内部空間が、ナインアワーズが提案する、街とダイレクトにつながる新たな滞在スタイルを体現します。
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開業日　　 2020年 3月 2日［月］13：00
所在地　　東京都港区浜松町 1-25-10
最寄駅　　都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅 （A2出口）徒歩2分 
                      JR・東京モノレール浜松町駅 （北口） 徒歩 3分 
電話番号　03-6432-4256 
営業時間 　24 時間　年中無休
延床面積 　1,352.72㎡ / 敷地面積 262.76㎡ 
                        / 地上 10階建 +屋上テラス 
客室数 　　205 室［男性 129室 / 女性 76室］
所有 　　　東京建物不動産販売株式会社
運営 　　　株式会社ナインアワーズ
基本設計 監修　株式会社平田晃久建築設計事務所
設計施工　清水建設株式会社
ninehours.co.jp/hamamatsucho

ナインアワーズ浜松町　店舗概要

開業日　　 2020年 2月 10日［月］13：00
所在地　　名古屋市中村区名駅 2丁目 4202
最寄駅　　JR名古屋駅（地下道 1番出口）徒歩 2分
電話番号　 052-526-1665 
営業時間     24 時間　 年中無休
延床面積 　1,130.16m2 / 敷地面積 198.75m2 / 地上 10階建
客室数 　　156 室［男性 78室 / 女性 78室］
サービス　 GLITCH COFFEE＠ 9h  [1F]
所有 　　　ナインアワーズプロパティファンド第 3号
運営 　　　株式会社ナインアワーズ
内装・建築設計　株式会社芦沢啓治建築設計事務所
建築設計　株式会社現代建築研究所
施工　　　株式会社塩浜工業
 ninehours.co.jp/nagoya-station

ナインアワーズ名古屋駅　店舗概要

開業日 　　2020年 6月 15日［月］13：00
所在地　　東京都千代田区麹町 3-5-20
最寄駅　　東京メトロ有楽町線麹町駅（1番出口）徒歩 2分
　　　　　東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅（1番出口）徒歩 3分
電話番号　 03-6910-0940 
営業時間 　24 時間　年中無休
延床面積 　1,207.44㎡ / 敷地面積 178.59㎡ / 地上 10階建
客室数 　　180 室［男性 100室 / 女性 80室］
所有 　　　ナインアワーズプロパティファンド第 2号
運営 　　　株式会社ナインアワーズ
設計 監理　株式会社平田晃久建築設計事務所
施工　　　 坪井工業株式会社
ninehours.co.jp/hanzomon

ナインアワーズ半蔵門　店舗概要

ナインアワーズ名古屋駅 　完成予想図 ナインアワーズ浜松町 　完成予想図 ナインアワーズ半蔵門 　完成予想図
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コンセプト

出張や旅行、あるいは残業。都市の宿泊に必要な機能とは、古い一日から新しい一日へのリセット。そこには、1h（汗を洗い流す）＋7h（眠る）
＋ 1h（身支度）という 3 つの基本行動が存在します。その行為を時間に置き換え「ナインアワーズ」と名付けました。この最もシンプ
ルな概念を基に「ナインアワーズ」は、都市生活にジャストフィットする宿泊の機能と、世界に類を見ない新しい滞在価値を提供します。

デザインチーム

「ナインアワーズ」は、ハードからソフト、全て一貫したクォリ
ティでサービスを提供しています。それぞれに適切な価値を作
り、高級感ではなく納得感のある新しい豊かさを創造すべく、
創業時より、国内外で活躍するデザイナーと共に開発を続けて
います。

芦沢啓治［内装・建築設計］：名古屋駅
建築家。芦沢啓治建築設計事務所代表。建築、内装にとどまらず、
家具やプロダクトのデザイン、展示会ディレクションなど幅広
く手がける。東日本大震災後に被災した地域の住民が暮らしを
取り戻すための一助として石巻工房を設立。グッドデザイン賞、
JID DESIGN AWARDなど多数受賞。

平田晃久［建築設計］：浜松町・半蔵門
建築家、京都大学教授。建築設計、都市計画、家具デザインと
幅広く活動。JIA新人賞、El i ta Design Award、ベネチアビ
エンナーレ国際建築展金獅子賞（共同）、日本建築設計学会賞、
村野藤吾賞など多数受賞。

廣村正彰 ［サイン&グラフィックデザイン］
廣村デザイン事務所代表。グラフィックデザインから空間デザ
インまで幅広く活動。JAGDA新人賞、N.Y.ADC銀賞、グッド
デザイン賞、SDA最優秀賞、KU/KAN賞、毎日デザイン賞な
ど多数受賞。

柴田文江 ［クリエイティブディレクション・プロダクトデザイン］
Design Studio S 代表。エレクトロニクス商品から日用雑貨、
医療機器までインダストリアルデザインを軸に幅広い領域で活
動している。ドイツ iF デザイン賞金賞、毎日デザイン賞、グッ
ドデザイン金賞など多数受賞。

PRESS CONTACT　　　デイリープレス 山本　Tel : 03-6416-3201  Email :press@ninehours.co.jp
GENERAL CONTACT　  Tel : 03-6721-5963    Email : info@ninehours.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

メニュー・システム  　※価格はすべて税込み

宿泊　　　4,900 円～
　　　　　チェックイン 13:00 ～、チェックアウト翌日 10:00
仮眠    　　1,000 円～
　　　　　最初の 1時間は 1,000円。以降 1時間毎に 500円
　　　　　利用可能時間 13:00 ～ 21:00
シャワー 　700 円
　　　　　チェックインから1時間以内に要チェックアウト
　　　　　24 時間利用可能

ナインアワーズ  会社概要

会社名 　  株式会社ナインアワーズ
代表者 　  代表取締役ファウンダー　油井啓祐
 　  代表取締役 CEO　松井隆浩
本社所在地　東京都千代田区神田錦町 3-19-1 不二ラテックスビル7F
設立日        2013年 8月
資本金        40,000,000円
業務内容       「ナインアワーズ」および既存カプセルホテル等の
       運営・コンサルティング事業
URL       n i n e h o u r s . c o . j p


