
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
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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
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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
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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
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入
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当
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ル
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ュ
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ン
利
用
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望
者

地域団体・
地域の魅力人材

ポータルサイト

44

33

55

22
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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
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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


