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都心生活者に向けたトランジットサービス

「ナインアワーズ水道橋」が 2019 年 12 月 1 日に開業
建築デザインは、平田晃久建築設計事務所が担当。

完成予想図 CG 左：外観
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制作：平田晃久建築設計事務所

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、昭和リース株式会社と 2017 年 7 月に締結した新規出店に対するファイナンス支援に関するご業務提携スキームであるナインアワー
ズプロパティファンド 1 号案件として「ナインアワーズ水道橋」を東京都千代田区神田三崎町に 2019 年 12 月 1 日（日）に開業いたします。
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。
「ナインアワーズ水道橋」は、ナインアワーズブランドとしては全国で 13 店舗目、東京・首都圏においては、8 店舗目の開業となります。
都心部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。
「ナインアワーズ水道橋」の建築設計・デザインは、大手町、赤坂、浅草、新大阪に続き、平田晃久建築設計事務所が担当しました。
首都高や JR 中央・総武線などの主要交通路、それらを中心にひしめくビルの屋上など、地上より高い位置にアクティブな流れを持つ水
道橋駅前エリア。その高度に設けた仮想の地平面に、丘のような場所が突如として出現します。地上８階建てのビルの一部を抜き取るよ
うに空中につくり出された空間は、３６０°都心の風景を取り込むラウンジとなり、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ています。
自家焙煎のスペシャルティコーヒーを提供する「REC COFFEE」が都内 1 号店として出店

1F には、福岡を拠点に展開する「REC COFFEE [ レックコーヒー ]」が出店します。忘れることのできないコーヒーの感動体験を多く
の人に届けたいという想いで REC COFFEE では、コーヒーの豊かなキャラクターを楽しんでいただくために徹底した品質管理を行い、
確かな技術とホスピタリティを持つバリスタが、お客様の好みに適したコーヒーを提案します。また、専属のパティシエが丁寧に作り上
げるオリジナルの焼き菓子も提供。コーヒーとのペアリングをお楽しみいただけます。
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コンセプト

店舗概要

開業日

2019 年 12 月 1 日［日］13：00

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

所在地

東京都千代田区神田三崎町 3-10-1

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

［最寄駅：JR 水道橋駅西口

徒歩 2 分］

流す）＋ 7h（眠る）＋ 1h（身支度）という 3 つの基本行動が

電話番号

03-5357-1807

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

営業時間

24 時間 年中無休

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」

1,051.84㎡

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

[ ナインアワーズ 975.12 ／ REC COFFEE 76.72]

を見ない新しい滞在価値を提供します。

延床面積
敷地面積

245.83㎡

規模

地上 8 階建

客室数

160 室［男性 80 室 / 女性 80 室］

所有

ナインアワーズプロパティファンド第 1 号

運営

株式会社ナインアワーズ

URL

ninehours.co.jp/suidobashi

メニュー・シス テ ム

※価格はすべて税込み

デ ザインチーム

宿泊

4,900 円〜
チェックイン 13:00 〜、チェックアウト翌日 10:00

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

仮眠

1,000 円〜

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、

最初の 1 時間は 1,000 円。以降 1 時間毎に 500 円

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

利用可能時間 13:00 〜 21:00

います。

シャワー

「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

700 円
チェックインから 1 時間以内に要チェックアウト

平田晃久［建築・設計］

24 時間利用可能

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、

REC COFFEE

村野藤吾賞など多数受賞。

席数

30 席

URL

rec-coffee.com

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

メニュー 一部 ※価格は全て税抜き

デザイン賞、SDA 最優秀賞、KU/KAN 賞、毎日デザイン賞な

BLACK COFFEE

420 円〜

CAFE LATTE

450 円〜

COFFEE SOFT CREAM

430 円

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］

BAKED SWEEETS

200 円〜

Design Studio S 代表。エレクトロニクス商品から日用雑貨、

ど多数受賞。

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

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

ドデザイン金賞など多数受賞。

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

本件に関するお問い合わせ先

PRESS CONTACT

設立日

2013 年 8 月

デイリープレス 山本

資本金

40,000,000 円

Tel : 03-6416-3201 Email :press@ninehours.co.jp

業務内容

URL

「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

GENERAL CONTACT

ninehour s.co.jp

Tel : 03-6721-5963 Email : info@ninehours.co.jp

