
会社&事業案内

ワーケーション支援事業を通じて地方創生に取組みます



わたしたちWe’ll-Being の想いと取組み

「Well-Being ＝ We`ll being ∞」

「人生の豊かさ ＝ 個の無限の可能性」

とは？

人生の豊かさWell-Being は、「個の解放」によって成されるも
のであると、私たちは考えます。

私たちが推進するワーケーションには、都会での窮屈な日常から
、地方で働くことによって時間的、空間的に解放され、精神的な
自由 マインドフルネスに近い状態が生まれます。

そうしてはじめて、個の無限の可能性を感じることができ、一人
一人が生きたい人生を生きれるようになると考えます。

私たちWe’ll-Being ∞は、そうした社会を創るために日々取り組
んでいます。
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ワーケーションとは、

Workation = 仕事（work）+ 休暇（vacation） ⇒新しい働き方・休み方

ワーケーションは、国内外の観光地でのテレワークによって実現します。

⇒ 旅行を楽しみながら特定の時間帯だけを仕事に充てることで、
結果的により長い休暇や旅行を楽しむことができるようになります。
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ワーケーションのメリット

仕事と、家族と過ごす時間・趣味の時間の両立

良好なワークライフバランスで、心身ともに健やかに・豊かに。

リフレッシュ効果による生産性・創造性向上

企業と労働者のエンゲージメント向上
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通勤
時間

趣味
時間

ワーケーション社員の一日

導入によって変わる働き方

マリンスポーツなど、趣味やレジャーを重視した場合

高いリフレッシュ効果で心身ともに健康的な生活となります。
企業や地域に信頼と満足を覚え、より良い関わり方への強いインセンティブとなります。

千葉県銚子市 犬吠駅のコワーキングスペースを活用した事例

06:00 起床

06:30 サーフィンを楽しむ

08:00 銚子港朝市で朝食

09:00 犬吠駅のコーワーキングスペースで勤務

12:00 犬吠テラスでランチ

13:00 犬吠駅のコワーキングスペースで勤務

18:00 地域のボランティア活動に参加

19:00 懇親会・サーフィン仲間と趣味談義

21:00 帰宅

往復2時間 徒歩10分 週間８時間 週間21時間
仕事も趣味も無駄な移動がなく
心身充実でリフレッシュできる
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①地方自治体や地域企業との提携・連携

②アクティビティ＆コミュニティ

③テレワークによる人事労務管理問題を解決

の特長

ワーケーション・プラットフォームの構築

私たち
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ワーケーション・プラットフォームの構築
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サービス内容

＊ シェアオフィスや宿泊施設ほか、ワーケーション・テレワークに関わるあらゆるサービスをワンストップで提供できます。

＊ オプションサービス（人事サービス）も提供します。＊ インバウンド政策として海外企業へ同時に提供します。

都市部の企業（従業員様）と地方をつなぐ全国に拠点と提携先、データベース・ネット
ワークを持つワーケーション・テレワークプラットフォームです。



予約管理システム「We’ll-Being」

コワーキングスペースやアクティビティ等のサービスが予約できます。

２０２０年４月 本格稼働！
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https://well-being.homes/



各拠点のご紹介

地方自治体や地域企業との提携・連携
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◎メディア掲載

・銚子市ＨＰ(2019.11.20～)
・日経新聞＿千葉版 (2019.12.10)

・毎日新聞 (2020.2.５)

➢銚子市と提携、銚子電気鉄道と連携

犬吠駅構内

2020年2月４日 OPEN
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千葉県銚子市

➢銚子のコワーキングスペースがオープン

千葉県 銚子市 犬吠埼９５９６－１



◎メディア掲載

・妙高市ＨＰ(2020.1.7～)
・上越タイムズ（2020.01.08）

・毎日新聞（2020.01.10）（WEB版）

・読売新聞（2020.01.13）

・日本経済新聞29面（地域面）
（2020.01.15）

・上越タイムズ(2019.02.15)
・朝日新聞 (2020.2.16)

➢妙高市と提携、えちごトキめき鉄道と連携

妙高高原駅構内

2020年2月14日 OPEN
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新潟県妙高市

➢妙高のコワーキングスペースがオープン
新潟県妙高市大字田口字南312番地



➢函館市と提携

2020年2月1８日 OPEN
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北海道函館市

◎メディア掲載

・北海道新聞 (2020.02.14)
・日本経済新聞 (2020.02.19)
・北海道新聞 (2020.02.19)

➢函館のコワーキングスペースがオープン

北海道函館市末広町9-9

カルチャーセンター臥牛館２階

函館市電２系統 /十字街駅 徒歩2分

函館市電２系統 /魚市場通駅 徒歩7分



今後の拠点開発

➢ブランドとポテンシャルのある国内拠点に進出したいと考えております

➢海外の展開 ドバイに会社設立ミャンマー進出
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◆別府、沖縄、静岡、京都 etc.

別府 静岡沖縄 京都

Yangon Pressと連携



アクティビティ＆コミュニティ

ワーケーション
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銚子におけるアクティビティ

➢色々な体験を通じて銚子の魅力を発見

キャベツ収穫体験 煎餅の手焼き体験

15



妙高杉ノ原スキー場

晴れた日には
富士山を望める絶景ポイントも！

高低差1,124m、最大滑走距離8.5kmロングで
ワイドなスキー場。さらに全長約1km、最多アイ

テム数40以上のスノーパークも充実。

晴れた日には遠く富士山が望める
絶景ポイントもあります。

妙高におけるアクティビティ紹介
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函館におけるアクティビティ

➢色々な体験を通じての函館を発見

函館山夜景観賞 大沼国定公園で氷上わかさぎ釣り
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テレワークによる人事労務管理問題を解決

・離れたところで人事評価はできますでしょうか？

→定性評価をできるだけ定量化し遠隔での評価を
可能にします。

・テレワークでの勤怠管理はどうすればよいでしょうか？

→カメラ、キーボード、マウスを利用して
「働き方の見える化」を実施できます。

AIによる評価・管理も導入していきます。
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が、ワーケーションをご案内します 【ワーケーション・ターゲット】

‣ IT企業の皆様

是非とも体験してください

‣ 大企業の皆様

‣ 中堅中小企業
の皆様

‣ フリーランス
の皆様

インバウンドにも
積極的です

ワーケーションの機能
を利用してください

‣ 海外のIT企業の皆様
（中国、台湾、

オーストラリア 他）

‣ 海外企業の皆様

‣ 海外のフリーランス
の皆様

‣シングルマザーの
皆様

‣介護や育児の関係で
Uターンされる皆様
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‣ふるさとテレワーク
（新型コロナウイルス

対策）



事業展開【地方と都市部をつなぎWIN‐WINとなるサービスを展開】

■ワーケーション支援事業 ■教育事業（地方創生塾の運営）

■人と事業のマッチング ■越境EC事業

〇地方のコワーキングスペースの提供

〇地方の宿泊先・住まいの案内提供

〇地方のアクティビティの案内提供

〇地方で実施される企業研修の案内提供

・地方の世話人のご紹介
・地方の行政担当者のご紹介

〇地方の事業と都市部の人をマッチング

・地方の空き家をリノベーション
・地方のＩＴ業務を受託
・地方の農業・漁業・飲食業等の手伝い
・地方のアクティビティサポート
・地方の事業承継Ｍ＆Ａ
・結婚相手

〇実務型の地方創生塾
・都市部から地方の課題解決を考える

〇地方におけるビジネスの起ち上げ方

〇地方創生のためのキャリア
起業、事業承継、就職、
業務受託、副業、結婚

〇日本国内商品を中国等海外へ輸出販売
・一般商品
・地方の特産品

〇中国等海外商品を日本へ輸入販売

【４ケ国語対応 日本・中国語・台湾語・英語】
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会社名 ：株式会社We’ll-Being Japan

設立月日：令和元年11月18日

所在地 ：東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F

資本金 ： 1,000万円
※株式会社ノグチHD（明治31年創業）グループ

事業内容：
1.シェアオフィス・会議室その他施設の運営事業
2.地方創生事業
3.IT、ソフトウェア、人工知能その他情報システム関連事業
4.リフォーム・リノベーション工事業
5.不動産関連事業

役員 ： 代表取締役社長 野口茂一
取締役 川口展満
取締役 佐藤 学

執行役員COO 萩原貞幸

ホームページ ：https://well-being.inc

Facebookページ：
日本語：https://www.facebook.com/well.being.japan/
台湾語：https://www.facebook.com/well.being.taiwan/
英 語：https://www.facebook.com/pg/ well.being.globe/

会社概要
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