
釧路市内のコワーキング施設
オープンスペースや会議室が利用可能な公共施設

地域 公共施設 会議室等
(会議や研修会等の利用に)

ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ等
(個人の作業・

隙間時間の利用に)

釧路駅
周辺

③釧路市生涯学習センター「まなぼっと」 ○ ○

④釧路市観光国際交流センター ○ ○

⑤釧路市男女平等参画センター「ふらっと」 ○ ○

⑥釧路市交流プラザさいわい ○ ―

⑦釧路市中央図書館 ― ○

市街地
(中部)

⑧釧路市民文化会館「コーチャンフォー釧路文化ホール」 ○ ―

⑨中部地区コミュニティセンター「コアかがやき」 ○ ○

(東部) ⑩東部地区コミュニティセンター「コア大空」 ○ ○

(西部)
⑪西部地区コミュニティセンター「コア鳥取」 ○ ○

⑫釧路工業技術センター ○ ○

阿寒 ⑬阿寒湖まりむ館 ○ ○

音別 ⑭音別町コミュニティセンター ○ ○

地域 コワーキング施設

釧路駅
周辺

①くしろフィス

②HATOBA Nishikimachi

※公共施設の「会議室等」については単発の会議やセミナーを想定しています。



釧路市内のコワーキング施設
オープンスペースや会議室が利用可能な公共施設

釧路
市役所

釧路市

釧路地域

釧路駅周辺

釧路地域

阿寒地域

音別地域



①釧路市内のコワーキング施設「くしろフィス」
住所 釧路市末広町11丁目１-10クローバービル２階

HP https://kushiroffice.business.site/

スペース 利用料 面積/定員等

コワーキング
・２時間まで 500円
・２時間～終日 1,000円 －

シェアオフィス 20,000円/月 －

セミナーブース 1,000円/時 15名程度

wifi コピー機 プリンタ 駐車場 他

○ ○ ○ ○
FAX、スキャナ、ロッカー、
ベビーベット等



②釧路市内のコワーキング施設「HATOBA Nishikimachi」

住所 釧路市錦町５丁目１錦町ユタカビル２階

HP http://hatoba946.com/

スペース 利用料 面積/定員等

コワーキング

・２時間まで 500円
・終日 2,000円
・10,000円/週
・30,000円/月
・180,000/年

－

wifi コピー機 プリンタ 駐車場 他

○ ○ ○ ○ 本棚個人スペース有



住所 釧路市幣舞町４番28号

HP http://www.kushiro-bunka.or.jp/manabo/

③釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」

※ 営利を目的とした使用については
上記利用料に120％加算

【無料】演台、ホワイトボード 等
【有料】マイク、プロジェクタ、

スクリーン 等
・レストランあり

スペース 面積
定員

(最大)

多目的ホール 300㎡ 300 名

ハイビジョンシアター 129㎡ 70 名

601号室 86㎡ 48 名

602号室 100㎡ 48 名

703号室 69㎡ 36 名

704号室 76㎡ 36 名

705号室 86㎡ 45 名

802号室 69㎡ 36 名

705号室＋706号室 186㎡ 90 名

802号室＋803号室 146㎡ 72 名

801号室(特別会議室) 196㎡ 56 名

オープン
スペース

２階ロビー ― ―

利用料

1,940円/時

2,790円/時

会議室等

3,890円/時

2,350円/時

970円/時

無料

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

△※ 有料 有料 ○

※ 場所によって接続が不安定になる場合あり
(詳細は施設へお問合せください)



④釧路市観光国際交流センター
住所 釧路市幸町３-３

HP https://ja.kushiro-lakeakan.com/kkc/index.html

※ 営利を目的として利用については、
上記利用料に120％加算

【無料】ホワイトボード
【有料】演台、マイク、スクリーン、プロ

ジェクタ、FAX等
・コーヒーサービスあり(有料)

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

○ 有料 － －

スペース 面積
定員

(最大)

視聴覚室 123㎡ 100 名 午前 5,850円

午後 7,790円

夜間 5,850円

時間 1,950円/時

研修室１ 65㎡ 40 名 午前 3,760円

研修室２ 62㎡ 40 名 午後 5,010円

研修室３ 62㎡ 40 名 夜間 3,760円

時間 1,250円/時

会議室 60㎡ 20 名 午前 4,170円

午後 5,560円

夜間 4,170円

時間 1,390円/時

１階アトリウム 790㎡ －

２階交流サロン 194㎡ －

利用料

会議室等

オープン
スペース

無料

無料



住所 釧路市錦町２丁目４番地

HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kyoudou/dannjobyoudou/2
1620924.html

※ 営利を目的とした利用は不可
(社内会議や研修は可)

【無料】ホワイトボード、演台、マイク、
スクリーン、プロジェクタ等

【有料】ラミネーター等
・コーヒー＆紅茶あり(有料)

⑤釧路市男女平等参画センター「ふらっと」

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

○ 有料 有料 有料

スペース 面積
定員
(最大)

会議室１ － 24 名

会議室２ － 14 名

会議室３ － 12 名

会議室４ － 40 名

オープンスペース － 80 名

交流広場 － －

オープンスペース(学習室) － －

会議室等

390円/時 430円/時

５～10月
11～４月

(暖房料加算)

オープン
スペース

無料 無料

無料 無料

700円/時 830円/時



⑥釧路市交流プラザさいわい
住所 釧路市幸町９丁目１番地

HP http://www.kushiro-bunka.or.jp/saiwai

※ 営利を目的とした利用につ
いては、上記利用料の２倍

【無料】スクリーン、プロジェ
クタ、マイク等

・レストランあり

スペース 面積
定員

(最大)

多目的ホール(大) 240㎡ 300 名 午前 10,400円 午前 11,580円

午後 13,800円 午後 15,380円

夜間 13,800円 夜間 15,380円

全日 38,000円 全日 42,340円

多目的ホール(小) 152㎡ 150 名 午前 6,580円 午前 7,320円

午後 8,740円 午後 9,740円

夜間 8,740円 夜間 9,740円

全日 24,060円 全日 26,800円

大ホール 139㎡ 100 名 午前 5,190円 午前 5,810円

午後 7,020円 午後 7,850円

夜間 7,020円 夜間 7,850円

全日 19,230円 全日 21,510円

小ホール 93㎡ 50 名 午前 3,500円 午前 3,910円

午後 5,190円 午後 5,750円

夜間 5,190円 夜間 5,750円

全日 13,890円 全日 15,420円

会議室等

５～10月
11～４月

(暖房料加算)

スペース 面積
定員

(最大)

洋室202号室 16㎡ 12 名 午前 830円 午前 890円

洋室203号室 16㎡ 12 名 午後 1,080円 午後 1,160円

洋室401号室 16㎡ 12 名 夜間 1,080円 夜間 1,160円

洋室402号室 16㎡ 12 名 全日 2,990円 全日 3,210円

洋室403号室 16㎡ 12 名

洋室406号室 16㎡ 12 名

洋室305号室 25㎡ 12 名 午前 1,080円 午前 1,180円

洋室306号室 23㎡ 12 名 午後 1,460円 午後 1,580円

洋室404号室 23㎡ 18 名 夜間 1,460円 夜間 1,580円

全日 3,990円 全日 4,330円

洋室201号室 32㎡ 18 名 午前 1,210円 午前 1,340円

洋室205号室 32㎡ 18 名 午後 1,700円 午後 1,870円

洋室206号室 33㎡ 18 名 夜間 1,700円 夜間 1,870円

洋室209号室 37㎡ 18 名 全日 4,610円 全日 5,080円

洋室304号室 33㎡ 18 名

洋室405号室 33㎡ 18 名

洋室407号室 35㎡ 18 名

洋室204号室 44㎡ 24 名 午前 2,290円 午前 2,480円

洋室207号室 48㎡ 27 名 午後 2,660円 午後 2,930円

夜間 2,660円 夜間 2,930円

全日 7,610円 全日 8,340円

洋室208号室 93㎡ 45 名 午前 2,660円 午前 3,070円

午後 2,900円 午後 3,460円

夜間 2,900円 夜間 3,460円

全日 8,460円 全日 9,990円

会議室等

５～10月
11～４月

(暖房料加算)

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

○ ○ 有料 ― ○



⑦釧路市中央図書館
住所 釧路市北大通10丁目２－１

HP http://kushirolibrary.jp

スペース 面積
定員
(最大)

個人学習室 106㎡ 47 名

ラウンジ(休憩コーナー) 203㎡ 36 名

オープン
スペース

無料

無料

利用料

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

○ ○
有料

(図書館資料

の印刷のみ)

― ○



⑧釧路市民文化会館「コーチャンフォー釧路文化ホール」

住所 釧路市治水町12番10号

HP http://www.kushiro-bunka.or.jp/hall/

※ 営利を目的とした利用については、
上記利用料に120％加算
(準備区分は加算なし)

【無料】ホワイトボード
演台(会議室１号のみ)

【有料】マイク、スクリーン、FAX
消耗品、各種備品

・喫茶店、売店あり

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

有料
(１区分１kwに

つき120円)

― 有料 有料 ○

スペース 面積
定員
(最大)

会議室１号 76㎡ 40 名 午前 2,090円 午前 1,040円

午後 2,790円 午後 1,390円

夜間 4,180円 夜間 2,090円

全日 9,050円 全日 4,520円

会議室２号 36㎡ 20 名 午前 1,680円 午前 840円

午後 1,950円 午後 970円

夜間 2,230円 夜間 1,100円

全日 5,860円 全日 2,920円

利用料
冷暖房料

(利用料の50％)

会議室等



⑨中部地区コミュニティセンター「コアかがやき」
住所 釧路市愛国191番地5511

HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kyoudou/katsudousokushin/0010.
html

※ 営利を目的とした利用については、
上記利用料の２倍

【無料】プロジェクタ、スクリーン、
ホワイトボード等

スペース 面積
定員
(最大)

サークル室A (96㎡) (66名) 午前 2,790円 午前 3,460円

学習室兼会議室A (126㎡) (102名) 午後 3,460円 午後 4,180円

夜間 4,180円 夜間 4,880円

調整 1,040円/時 調整 1,230円/時

サークル室B (96㎡) (66名) 午前 2,090円 午前 2,790円

学習室兼会議室B (126㎡) (102名) 午後 2,790円 午後 3,460円

夜間 3,460円 夜間 4,180円

調整 830円/時 調整 1,040円/時

オープン
スペース

エントランスホール 128㎡ ―

５～10月 11～４月

会議室等

無料 無料

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

― ― ― ○



⑩東部地区コミュニティセンター「コア大空」
住所 釧路市益浦1丁目20番20号

HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kyoudou/katsudousokushin/0010.
html

※ 営利を目的とした利用については、
上記利用料の２倍

【無料】プロジェクタ、スクリーン、
ホワイトボード等

スペース 面積
定員
(最大)

サークル室 68㎡ 45 名 午前 2,790円 午前 3,460円

学習室兼会議室 135㎡ 50名未満 午後 3,460円 午後 4,180円

(50名未満) 夜間 4,180円 夜間 4,880円

調整 1,040円/時 調整 1,230円/時

学習室兼会議室 135㎡ 100 名 午前 4,880円 午前 6,250円

(50名以上) 午後 6,250円 午後 7,640円

夜間 7,640円 夜間 9,060円

調整 1,870円/時 調整 2,270円/時

オープン
スペース

エントランスホール 128㎡ ―

５～10月 11～４月

会議室等

無料 無料

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

― ― ― ○



住所 釧路市鳥取北８丁目３番10号

HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kyoudou/katsudousokushin/0010.
html

⑪西部地区コミュニティセンター「コア鳥取」

※ 営利を目的とした利用については、
上記利用料の２倍

【無料】プロジェクタ、スクリーン、
ホワイトボード等

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

― ― ― ○

スペース 面積
定員
(最大)

サークル室A 43㎡ 36 名 午前 2,790円 午前 3,460円

学習室兼会議室A (101)㎡ (90名) 午後 3,460円 午後 4,180円

夜間 4,180円 夜間 4,880円

調整 1,040円/時 調整 1,230円/時

サークル室B 32㎡ 20 名 午前 2,090円 午前 2,790円

学習室兼会議室B (101)㎡ (90名) 午後 2,790円 午後 3,460円

夜間 3,460円 夜間 4,180円

調整 830円/時 調整 1,040円/時

オープン
スペース

エントランスホール 166㎡ ―

会議室等

無料 無料

５～10月 11～４月



⑫釧路工業技術センター
住所 釧路市鳥取南７丁目２番23号

HP http://www.senkon-itc.jp/

【無料】スクリーン、
プロジェクタ等

【有料】機械機器等

スペース 面積
定員

(最大)

ミーティングルーム ― ― 午前 2,090円 午前 2,710円

共同研究室１ ― ― 午後 2,790円 午後 3,620円

共同研究室２ ― ― 夜間 3,470円 夜間 4,510円

共同研究室３ ― ― 全日 6,970円 全日 9,060円

共同研究室４ ― ― 調整 700円/時 調整 910円/時

会議室１ ― ― 午前 4,180円 午前 5,430円

午後 4,870円 午後 6,330円

夜間 5,560円 夜間 7,220円

全日 11,130円 全日 14,460円

調整 1,110円/時 調整 1,440円/時

会議室２ ― ― 午前 3,470円 午前 4,510円

情報システム室 ― ― 午後 4,180円 午後 5,430円

夜間 4,870円 夜間 6,330円

全日 9,750円 全日 12,670円

調整 980円/時 調整 1,270円/時

会議室３ ― ― 午前 2,790円 午前 3,620円

午後 3,470円 午後 4,510円

夜間 4,180円 夜間 5,430円

全日 8,350円 全日 10,850円

調整 830円/時 調整 1,070円/時

技術情報ライブラリー ― ―

交流ラウンジ ― ―

会議室等

オープン
スペース

無料 無料

無料 無料

６～９月 10～５月

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

○ ○ ○ ○



⑬阿寒湖まりむ館
住所 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目６番20号

HP https://www.city.kushiro.lg.jp/shisetsu/hp0005_00001.html

※ 営利を目的とした利用については、
上記利用料の２倍

【無料】ホワイトボード
【有料】スクリーン、プロジェクター、

マイク等

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

○
(一部つながりにくい)

― ― ○

スペース 面積
定員
(最大)

会議室① 48㎡ 27 名

会議室② 48㎡ 27 名

研修室 77㎡ 48 名

オープン
スペース

観光交流ホール ― ―

会議室等

630円/時 750円/時

630円/時 750円/時

1,690円/時 2,030円/時

無料

６～９月
(市外利用者)

10～５月
(市外利用者)

無料



⑭音別町コミュニティセンター
住所 釧路市音別町中園１丁目78番地

HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kyoudou/katsudousokushin/0004.
html

スペース 面積
定員
(最大)

研修室１ 80㎡ 40名程度

研修室２ 80㎡ 40名程度

研修室３ 80㎡ 40名程度

研修室４ 50㎡ 20名程度

研修室５ 50㎡ 20名程度

430円/時 500円/時

430円/時 500円/時

５～10月 11～４月

会議室等

730円/時 940円/時

730円/時 940円/時

730円/時 940円/時

電源 wifi ｺﾋﾟｰ機 ﾌﾟﾘﾝﾀ 駐車場

会議室等
○

－ － － ○

※ 営利を目的とした利用については、
上記利用料の２倍



釧路市内の宿泊施設、レジャーやグルメの情報

【観光情報】

釧路・阿寒湖観光公式サイト
SUPER FANTASTIC Kushiro Lake Akan

https://ja.kushiro-lakeakan.com/

【滞在情報】

くしろ長期滞在ビジネス研究会ホームページ
https://cool946.com/



テレワークや今後のオフィス立地に関するサポート

不動産関係事業者や
ホテル等と連携しながら、
オフィス・滞在施設等
についてご案内します。

観光・体験メニュー等
の情報をご案内します。

地域でのビジネス創出に向けた地元企
業や支援機関、教育機関とのマッチン
グ、地域との交流を図るイベントやセ
ミナーの開催等を支援します。

【問合先】釧路市産業振興部産業推進室
E-mail：sa-sangyousuishin@city.kushiro.lg.jp TEL：0154-31-4550


