徳島県

主なワーケーション関連施設

テレワーク環境を備えたオフィス、仕事場
区域

施設名

住所

一覧

市町村
オススメ

（例）コワーキングスペース、共同利用型オフィス、シェアオフィスなど

電話番号

管理・運営主体

徳島市

「TOKUSHIMA AWorking AI」
（トクシマ アワーキング アイ）

徳島市万代町１－１ 徳島県庁10階

088-664-3177

リコージャパン株式会社

徳島市

徳島市産業支援交流センター

徳島市元町1-24
アミコ9階

088-661-7770

一般社団法人ツーリズム徳島

徳島市

テレワークセンター徳島

徳島市南島田町２丁目２５（旧徳島テ
クノスクール理美容科棟2F）

徳島市

阿波銀行 本店営業部ビル

徳島市東新町1-29
阿波銀行 本店営業部３F

088-623-3131

株式会社阿波銀行

徳島市

リヴィング・ラボとくしま

徳島市幸町３丁目１３−1-2F

088-678-4584

イノベーションセンター徳島

徳島市

Train Works Nikenya
（トレインワークスニケンヤ）

徳島市南二軒屋町1丁目1-29 （JR二
軒屋駅内）

088-624-0565

株式会社アワグラス

徳島市

徳島イノベーションベース

徳島市寺島本町西1-5 アミコ東館9F（旧
そごう）

088-678-6266

一般社団法人徳島イノベーションベース

鳴門市

いいオフィス鳴門

鳴門市里浦町里浦字坂田432-240

088-660-7020

株式会社PLUS.a

小松島市

「交流スペースkocolo」
（コウリュウスペース ココロ）

小松島市新港１９番地 小松島みなと交
流センターkocolo2階

0885-32-3809

小松島市

小松島市

「アグリコワーキングスペース オフィスあい
小松島市立江町炭ヶ谷47-3
さい」

阿南市
吉野川市

090-3187-9845

080-2428-9150

特定非営利活動法人チルドリン徳島

東とくしま農業協同組合

あなんスマート・ワークオフィス

阿南市那賀川町上福井南川渕１４番地
１（阿南市科学センター敷地内）

0884-22-3290

阿南市産業部商工政策課

吉野川市コワーキング・シェアオフィス
Ｋｉ-Ｄａ

吉野川市鴨島町鴨島252番地1(吉野川
市民プラザ内)

0883-22-2453

吉野川市役所 商工観光課

美馬市

サテライトオフィス体験施設「創～so～」 美馬市穴吹町口山字宮内326－2

0883-52-1263

美馬市

美馬市

サテライトオフィス「森邸」

美馬市脇町大字脇町108番地

0883-52-1577

（株）東亜
（運営：G&Cコンサルティング（株））

美馬市

みんなの複合文化市庭
うだつ上がる

美馬市脇町大字脇町156番地

050-3433-8218

TTA+A高橋利明建築設計事務所

三好市

地域交流拠点施設「真鍋屋」

三好市池田町マチ2226番地

080-1993-2000

一般社団法人
三好みらい創造推進協議会

勝浦町

オフィスかつうら１
（コワーキングスペース）

勝浦町大字沼江字中筋11-2（かんきつテ
ラス徳島内）

0885-42-2545

NPO法人K－Friends

勝浦町

勝浦町地域活性化センター
「レヴィタかつうら」

勝浦郡勝浦町大字生名字太田４４番地
１

0884-62-1175

勝浦町地域活性化協会

上勝町

上勝ベンチャーHUBステーション

勝浦郡上勝町大字福原字川北４

佐那河内村 地域交流拠点「新家」

名東郡佐那河内村上字宮前８４－１

050-3438-9519

合同会社パンゲア

088-636-4030

一般財団法人さなごうち

050-2024-4385

NPO法人グリーンバレー

神山町

神山バレー・サテライトオフィス・コンプレク
神山町下分字地野４９-１
ス

那賀町

那賀町林業ビジネスセンター

那賀郡那賀町吉野字弥八かへ２３

0884-62-1175

那賀町 林業振興課

牟岐町

モラスコむぎ

海部郡牟岐町灘字下浜辺198-1

0884-72-2520

特定非営利活動法人 カイフネイチャーネットワーク

美波町

ミナミマリンラボ

海部郡美波町日和佐浦1-3 水産研究
課3F

0884-70-5831

株式会社あわえ

海陽町

コワーキングセンター城山荘

海部郡海陽町大里字北山下4番地1

0884-76-1513

海陽町商工観光課

松茂町

交流拠点施設 Matsushigate(マツシ
板野郡松茂町広島字三番越10番地
ゲート)

088-699-5030

一般社団法人松茂まちづくり推進機構

つるぎ町

コワーキングスペースNEDOKO

美馬郡つるぎ町貞光字西浦37

吉野川テレワークオフィス
（令和3年度整備中）

東みよし町足代1650

東みよし町

東みよし町 San.San.Lab

三好郡東みよし町加茂6743番地（加茂
農村公園管理棟）

（平日）0883-62-3111
（土日祝）0883-62-2018
050-3433-8218

つるぎ町
吉野川オアシス株式会社
東みよし町

掲載情報は、
令和3年8月1日現在
の情報です。

②ワーケーションの受入れに積極的な事業者、団体、施設
ワーケーション体験施設
区域

施設名

（例：ホテル、ゲストハウス、農業団体、サテライトオフィス、ＩＴ企業など）
（例）ホテル、ゲストハウス、交流施設など
取組内容

住所

徳島市

スマイルホテル徳島

徳島市元町1-24

●アワーケーションプラン宿泊施設 ●全館無料Wi-Fi整備
●テレワーク日帰りプランを提供（９時間滞在）

徳島市

徳島グランヴィリオホテル

徳島市万代町3-5-1

●アワーケーションプラン宿泊施設
●全室Wi-Fi・LAN回線完備

徳島市

ホテルみづほ

徳島市南仲ノ町1-46-3

●ワーケーション向けプランを提供（14時からのチェックイン無料）

徳島市

ビジネスホテルアネックスみづほ

徳島市富田橋1-119-7

●ワーケーション向けプランを提供（14時からのチェックイン無料）

徳島市

ザ グランドパレス 徳島

徳島市寺島本町西１丁目６０−１

●客室・会議室無料Wi-Fi整備
●リモートワークプランを提供（貸し会議室利用無料、３泊まで予約可能）

徳島市

ホテルサンルート徳島

徳島市元町1丁目5-1

●全客室に、Wi-Fi・有線LAN完備
●パソコン無料貸出

徳島市

徳島ワシントンホテルプラザ

徳島市大道１丁目６１−１

●Wi-Fi・ＬＡＮ回線無料、全室高速インターネット回線無料 ●宴会場Web会議可能
●アーリーチェックインプラン《12：00チェックイン》、レイトアウトプラン《12:00チェックアウト》

徳島市

センチュリープラザホテル

徳島市南昭和町１丁目46-1

●楽天トラベル ●無料【有線LAN・無線LAN「全室」】完備
●テレワーク応援プラン、デイユースプラン

徳島市

ダイワロイネットホテル徳島駅前

徳島市寺島本町東3-8

●楽天トラベル ●全客室Wi-Fiが無料
●テレワーク応援日帰りプラン（6時～21時、最大15時間滞在可能）

徳島市

ホテル千秋閣

徳島市幸町3丁目55番地

●全館無料WⅰFⅰの環境
●会議室デイユースプラン

徳島市

ホテルプラザイン徳島

徳島市助任橋1-20

●連泊割
●アーリーチェックイン（昼12時）、レイトチェックアウト（翌昼12時）プラン

鳴門市

アオアヲナルトリゾート

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45

●ワーケーション宿泊・日帰りプランを提供等

鳴門市

うずしおゲストハウス

鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山179-4

●ワーケーション１週間滞在プランを提供等

鳴門市

大塚国際美術館

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-1

●WiFiや充電、机、イスの設置等

小松島市

ビジネス旅館あかいし

小松島市赤石町5-108

●客室等にwifi整備。

吉野川市

たねのや

吉野川市美郷川俣47

●旧種野小学校を改装し生まれ変わった簡易宿泊施設
●自然や地域文化に触れあえる体験プログラムあり

美馬市

UNSホステル「西條邸」

美馬市脇町大字脇町87番地

●ホステル・カフェ・オフィスの複合型テレワークスペース
●LivingAnywhereCommons美馬拠点

美馬市

ゲストハウスのどけや本館

美馬市脇町大字脇町117－1番地

●LivingAnywhereCommons美馬拠点

美馬市

ADLIV

美馬市脇町大字猪尻字若宮南131－2

●老舗印刷工場をリノベしたホステル・コワーキング・オフィス機能を持ったコミュニティスペース
●LivingAnywhereCommons美馬拠点

三好市

heso camp

三好市池田町イケミナミ2091-1

●古民家を利用した、お試しワーキングスペース
●インターネット環境、ワークスペース、ミーティングスペースを完備

三好市

ウマバ・スクールコテージ

三好市池田町白地ウマバ464番地

●廃校から生まれた研修合宿・ワーケーション施設

勝浦町

農村体験型宿泊施設
ふれあいの里さかもと

勝浦郡勝浦町大字坂本字宮平1-5

●施設内にFreeWiFi整備
●ピザ作り体験等の体験メニューあり

上勝町

HOTEL WHY（BIG EYE
勝浦郡上勝町大字福原字下日浦７番地 ●ゼロ・ウェイストアクションをコンセプト ●客室は全室メゾネットタイプ
●1部屋につき最大4名様まで宿泊可能
COMPANY）ゼロ・ウェイストセンター内 ２

佐那河内村 「新家」

名東郡佐那河内村上字宮前８４－１

●施設内Wi-Fi整備済み

●デイユースプラン（11:00～16:00)

那賀町

もみじ川温泉

那賀町大久保字西納野4番地7

●客室はもちろんのことレストラン、多目的研修室などでテレワークができるwifi整備。

那賀町

あいあいらんど

那賀町横石字大板53番地19

●管理棟をはじめコテージ各棟にwifi整備。

那賀町

CAMP PARK KITO

那賀町木頭折宇字野久保谷45番地

●管理棟をはじめコテージ各棟にwifi整備。

那賀町

ゲストハウス杉の子

那賀町寺内字寺内18

●ゲストハウス内wifi整備。

美波町

戎邸 ebisu-tei

海部郡美波町日和佐浦31

●サテライトオフィス体験、視察、デュアルスクールご希望の方向け施設

東みよし町 美濃田の淵キャンプ村

三好郡東みよし町足代1318番地

●ログハウスやバンガローでテレワークができるwifi整備

東みよし町 ファミリーロッジ旅籠屋・吉野川SA店

三好郡東みよし町足代1603-3

●午前９時～午後５時までの昼間、シーズン区分に関わらず一律 ３，３００円（税込）で
客室でテレワークが可能。 ●無料ネット接続（有線LAN・Wi-Fi）や無料駐車場有り

