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ビジネスのより良い未来を
サポートします

IWGでは、様々な危機管理に関して実践的な取り組みをしており、
昨今の困難な状況でも、
お客様のビジネスが滞ることがないよう様々な対応をしています。
この資料では、現在の危機への対応策をご紹介いたします。

衛生環境に配慮した安全な
ワークスペースをご提供
安心して過ごすことができ、
より幸せに仕事を楽しめる
環境づくりをサポート

新しい未来へ
適応するためのサポート
グローバル規模でテレワーク
を実現にすることで、様々な
リスクを分散化

より早く、ビジネスを
再開するためのご提案
ニーズに合わせて作られた
柔軟なワークスペース
ソリューションで迅速に対応
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より早く、ビジネスを
再開するためのご提案

お客様ができるだけ早く、かつ、費用対効果が高い方法で
ビジネスの再開ができるようサポートいたします。
お客様のニーズに合ったワークスペースソリューションをご提案します。
ビジネスの見通しが立ったなど、
その時々の局面に合わせて柔軟に変更することができます。

プロフェッショナルな
ホームオフィス
在宅ワークのチームに、月単位
でご利用可能な専門サポートを
提供します。

•郵便物の受取用住所レンタル、
および、転送サービス

•市内局番の電話番号レンタル、
および、電話応対サービス

•必要なときに拠点の利用可能
• 24時間以内に設定可能

すぐに使えるワークスペース
出社に制限がある場合や、
テレワーク対応が必要な場合は、
必要なときに必要な場所で
必要なスペースを提供できます。

•必要なときにどこからでもす
ぐに使える

•ビジネスグレードの
Wi-Fiを完備

•短期から長期利用可能
•様々な用途に使えるサイズの
オフィスと会議室

圧倒的な柔軟性
将来が不確実な今、お客様が
必要なスペースを負担やリスク
なしで提供します。ニーズの
変化に応じてご相談ください。

•ご契約期間は月単位から
年単位まで

•設備投資や初期費用は不要
•個室からフロア単位まで、
1人からチーム全体も

•スペースの拡張から縮小、
他の拠点への移動も

•仕事はすぐに開始、
支払いは後で
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衛生環境に配慮した安全な
ワークスペースをご提供

WHOの安全衛生職場ガイドラインに基づき、以下の対策を講じています。
グループの全3,500か所の拠点で、現状の要件を満たし、
より持続可能で、より幸せに仕事を楽しめる安全な環境を提供しています。

ソーシャルディスタンス
ソーシャルディスタンスの原則を採用し、ワークスペース
に適用しました。一環して安全な距離を確保するために、
ラウンジ、プライベートオフィス、会議室の使用における
明確なガイドラインを提供しました。

衛生面の強化
世界基準の健康と安全の規制を満たすために、接触頻度が
高い場所、表面、作業スペースの清掃を行うことで、最高
水準の衛生環境維持に取り組んでいます。

安全に移動できるように、デスクの数を減
らし、フリースペースを増やす形でプライ
ベートオフィスを再構成しました。

会議室には、間隔を確保するために座席を交互
に配置、室内は時計回りに移動するようガイド
ラインを設けました。

ご利用者には、オープンスペースでのソー
シャルディスタンスをお願いしています。

最低２メートルの間隔

時計回りの
移動

座席を
交互に配置

最低2メートルの
間隔

最低２メートルの
間隔

座席を
交互に配置
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ワークスペースの設備

お客様やスタッフの安全のため、フロアテープやステッカーを使用します。
ソーシャルディスタンスのガイドラインをゲストへ喚起ができます。

待機用インジケーター
受付、カフェスペース、ラウンジ
などの待合中の距離に合わせて
インジケーターを配置しています。

パスインジケーター
通行方向を示すためにパスインジケー
ターを配置することで、他の利用者と
不要な接触を防ぎ、フロア内を案内し
ています。

間隔インジケーター
エレベーターには間隔インジケー
ターを配置して、どこに立つべきか
を提示しています。

着席時の密集防止
オフィス、会議室、ラウンジでの
ソーシャルディスタンスを保つため
に、座席も間隔が空くように実装し
ています。

消毒液
アルコール消毒液やアルコール入り
ウェットティッシュなどをセンター
全体で簡単に利用できるようにして
います。

マスク
着用が必須のエリアでは、当社ス
タッフとお客様はマスクを着用する
必要があります。
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ワークスペースをより安全に

ワークスペースの安全衛生に関するガイドラインを作成し、
センターの要所にはっきりと掲示しています。

For your own safety and to help slow the spread of the 
Coronovirus we ask that you keep a space of 2 metres 

/ 6.5 feet between yourself and other people.

Thank you for your support.

2 metres

6.5 feet

PLEASE KEEP YOUR DISTANCE
Work safe and comply with social distancing

Thank you for your support

Help stop the spread 
of COVID-19

Our top priority is the health and well-being of customers, 
employees and guests.

Please ensure you wash or sanitise your hands before using any photocopiers, 
printers, coffee machines or the refrigerator.

The health and well-being of our employees, 
customers and guests is a top priority.

To help minimise the risk and in consideration of others, if you have 
recently travelled to a high-risk area or believe you might have been 
exposed to COVID-19 in any other way, we ask that you do not enter the 
centre environment until you have been symptom free for 14 days. 

For more information on high-risk areas or general information on 
COVID-19, you can visit the World Health Organisation website: 

www.who.int  

If you are experiencing a fever or flu-like symptoms, please seek immediate 
medical advice, go home and only return to work/the centre environment 
once advised by a medical professional. 

Thank you for your support.  

COVID-19 
(Coronavirus)

Thank you for your support

Healthy and safe 
meetings

Our top priority is the health and well-being of customers, 
employees and guests. Please follow these guidelines.

Practice social distancing by sitting or 
standing at least 2 metres apart

Walk in/out of the room in a clockwise 
direction to avoid contact

Please use a napkin when using the 
coffee/tea accessories to avoid direct 
contact

If your meeting includes catering 
please maintain social distancing 
when serving food

Staggered & 2 metres
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新しい未来へ
適応するためのサポート

チームに間隔を作る
物理的な間隔をあけているうちは、
従業員を収容するために
より広いスペースが必要です。

•近場で短期間のスペースを確保する
か、様々な機能を集約した地域の
ハブ拠点を設置する

•同じ拠点または他拠点でオフィス
スペースを増やす

•幅広いオフィスレイアウトから選択

プロフェッショナルなテレワークを可能に
世界中のプロフェッショナルなワーク
スペースを活用して、グローバルなテ
レワークを推進を可能にします。

•家の近くで仕事ができるように
なることで、生産性を維持

•市内中心部と郊外の拠点
•スポット利用も可能なメンバーシップ
•短期的なソリューション、または、
長期的な企業プログラム

プロフェッショナルな在宅勤務を可能に
在宅勤務者をサポートするための幅広
いプロフェッショナルサービスを備え
た最適なプログラムを提供します。

•郵便物の受取用住所レンタル、
および、転送サービス

•市内局番の電話番号レンタル、
および、電話応対サービス

•必要なときに拠点の利用可能

企業はリスクを回避するためにテレワークの推進をするため、
従業員の分散化が新たな基準となります。
IWGのワークスペースソリューションポートフォリオを通じて、
従業員を柔軟に配置し、分散させます。
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������人の
素晴らしいチームがサポート

清掃サービス、コミュニティマネージャー、メンテナンスマネージャー、
アカウントヘルプデスクコーディネーター、受付スタッフ、
ITエンジニアなどの専任グローバルチームが、
あなたが仕事で素晴らしい一日を過ごせるようにサポートします。



AFRICA  

APAC

EUROPE 

LATAM

NAM  

UK 

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

お気軽にお問合せください。
最適なご提案をします。

お客様がすぐに費用対効果が高くビジネスに復帰できるよう
経験豊富なアドバイザーが24時間年中無休でサポートします。

iwgplc.com

JAPAN 0120-965-391


