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都市生活者に向けたトランジットサービスを提供するカプセルホテル「ナインアワーズ」　

「ナインアワーズ名古屋駅」

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、東京、大阪に次ぐ大ターミナル駅 JR名古屋駅至近に「ナインアワーズ名古屋駅」を2020年 2月10日 （月）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です。

この度名古屋地区に初めて開業する「ナインアワーズ名古屋駅」の開業により、全国で 14店舗目の出店となります。東京、大阪、名

古屋など、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。

「ナインアワーズ名古屋駅」の地上 10Fには景観を一望できるペントハウス型のラウンジスペースを設置。1Fには東京・神保町で世界レ

ベルのスペシャルティコーヒーを提供するGLITCH COFFEE & ROASTERSの名古屋地区１号店が出店します。

JR名古屋駅至近に 2020年 2月10日[月 ]オープン
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ナインアワーズは気鋭の建築家と共に施設の設計を行なっております。「ナインアワーズ名古屋駅」では、2018年 7月に開業し
た「ナインアワーズ蒲田」の建築設計を担当した芦沢啓治氏が、内装と屋上ペントハウスの設計を手がけます。機能的で、美し
い佇まいのある空間づくりに定評のある芦沢氏とは、ナインアワーズが追求する機能性の高さに加え、つかい心地の良さ、過ご
しやすさの向上を目指しています。「ナインアワーズ名古屋駅」では、都会の喧騒の中にありつつも落ち着いた雰囲気で滞在で
きるよう、インテリアに使用する素材や色、光に注目。それぞれの細かなディテールや組み合わせに検討を重ねデザインしてい
ます。GLITCH COFFEE @ 9hが入居する１F部分は、ランドスケープデザインを橋内智也氏 [橋内庭園設計 ]が担当。室内の
素材感に加え、自然の木々や緑が、コーヒーと共に過ごす時間を演出します。

素材感にこだわったインテリアと景観を一望できる屋上のペントハウス

日本の喫茶店文化が息づく街、東京・神保町を拠点に、新世代のコーヒー業界をリードする「GLITCH COFFEE & ROASTERS」（グ
リッチコーヒーアンドロースターズ）が、名古屋地区初の店舗「GLITCH COFFEE @ 9h 」をオープンします。「GLITCH 
COFFEE & ROASTERS」は、焙煎や抽出だけではなく、産地や農園、精製方法、品種まで、全プロセスにこだわり、それぞれ
の産地に由来する果実味を最大限に引き出し、コーヒー豆本来の個性を伝える「価値ある一杯」を提供しています。また、店舗
での展開にとどまらず、シェアロースタープロジェクトや、国内外からハイクォリティのスペシャルティコーヒーを集めたイベント
の運営など、日本のコーヒーカルチャーを世界へ向けて発信しています。

新世代のコーヒー業界をリードする東京・神保町の GLI TCH COFFEE & ROA S T ER S が名古屋地区初出店

メニュー 一部　※価格は全て税抜き
HAND DRIP COFFEE         600円～
COLD BREW                          480円～
2TYPES COFFEE                     980円
3TYPES COFFEE                   1300円
CAFE LATTE                              500円

営業時間： 7:00 - 17:00
席数　　：29席
https://glitchcoffee.com/
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設備とアメニティ

老舗、玉の肌石鹸のオリジナルブランドを採用。香りを楽しむシ
ンプルな配合でシャンプーはノンシリコンタイプ。通常は 005-FIG
（イチジク）、夏季はナインアワーズ限定の 006-MINT（ミント）
の香りを提供。
[ミニセットをフロントにて販売。各 80ml入り ¥1620-（税込）]

TAMANOHADA　シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

タオル類、館内着、歯ブラシ、スリッパの基本アメニティ以
外に、シェーバー [¥50-（税込）]、メイク落とし・洗顔・化
粧水・乳液 4点セット [¥110-（税込 )]をフロントにて販売
しております。

その他アメニティ類

とぎれない柱状のお湯が静かに流れ落ちる特殊な水流のシャワー
を完備。はねが少なく、お湯に柔らかく包まれるような浴び心地
が特徴。温浴効果が高く、お客様それぞれのお好みの温度での
温浴が可能です。湯船につかるようなリラックス感を得られます。

TOTO　ウォームピラー

ナインアワーズオリジナルのスリーピングポッドは、FRPならでは
の柔らかなフォルムによって工業的な雰囲気を払拭。内部は角が
無く繭のような形状のため、閉塞感が少なく、安心して眠れる空
間を提供します。[コンセントとUSB各一口 ]

スリーピングポッド

まくらのキタムラが展開する「ジムナストプラス」をナインアワー
ズのスリーピングポッドに合わせてリサイズ。５つの異なる素材が
８つに区分して配置された構造と形状が自然な寝返りをサポート。
[オフィシャルサイトにて販売。¥18,000-税別 ]

まくらのキタムラ　ジムナストプラス

バスタオルとフェイスタオルは、タオルメーカー UCHINO
とのコラボレーションにより、ハードな工業洗濯に耐えられ
る、特別仕様のロングパイルタオルを導入。丈夫でありなが
らも、柔らかで軽く、吸水性の高さを実現しました。

UCHINO　ロングパイルタオル
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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・屋上ペントハウス建築設計］
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。

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。 ご取材、撮影及び画像データのお貸出し等のお問い合わせ先

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

コーポレイト、事業、法人契約などのお問い合わせ先　  
GENERAL CONTACT
Tel : 03-6721-5963    Email : info@ninehours.co.jp

宿泊、施設の利用については、店舗へお問い合わせ先
ナインアワーズ名古屋駅
Tel : 052-526-1665　ninehours.co.jp/nagoya-station

本件に関するお問い合わせ先

ナインアワーズプロパティファンド第 3 号について

新生銀行グループの昭和リース株式会社と株式会社ナインア
ワーズは、2017 年 7月に、新規出店に対するファイナンス支援
に関する業務提携契約を締結しております。これに基づき「ナイ
ンアワーズプロパティファンド合同会社」が、当施設を取得する
ために設立した合同会社です。

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

開業日　　 2020年 2月 10日［月］13：00
所在地　　名古屋市中村区名駅 2-42-2
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
ランドスケープ設計　橋内庭園設計
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


