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� レンタルスペース業界の概要

1 レンタルスペースとは

� レンタルスペースの歴史

地方自治体や自治会が運用する自治会館や公民館・区民館等が，地元住民へのサービスの

一環で，寄合場所や趣味の集まり・勉強会の会場として，無料や格安で提供されている。し

かし，利用者のニーズの多様化・高度化と，シェアリングエコノミーの発想の進展により，

空間活用ビジネスとしてレンタルスペース業が発達している。

レンタルスペースは，新興業界で日本産業分類では分類されていない。総務省準拠の業種

一覧では，「大分類：その他サービス」，「中分類：レンタル・リース業」，「小分類：レンタ

ルスペース・貸会場業」とあるが，統計データは検索できない。すこし古いデータであるが，

矢野経済研究所の，貸会議室市場に関する調査（２０１９年）を紹介する。

貸会議室の市場規模は，２０１４年の３８４億円から２０１８年の７００億円へと，４年間で８２％増加し，
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●図表－１ 貸会議室市場の市場規模と対前年比成長率の推移
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●図表－３ 業務関連の利用例

面談会会場 研修会場 勉強会・講座

試験会場 商談会・展示会 セミナー・交流会

商品説明会 WEB会議室 テレワーク（個人）

●図表－２ 趣味関連の利用例

ホームパーティ 飲み会 バーベキュー

ボードゲーム スタジオ撮影 映画上映会

You―Tube 撮影会 TV収録・ロケ撮影 ネイル

ポートレート コスプレ撮影 トレーニング

ヨガ フィットネス

年間成長率は毎年１０％台を維持している。働き方改革の柔軟な働き方として，テレワークが

浸透し，従来からのオフィスワークからレンタルオフィスやシェアオフィスが出現した。当

初は，資金力に乏しいスタートアップ企業の利用から始まり，現在においては大手企業のコ

ロナ対策としてのテレワークの普及により，レンタルオフィスが注目されている。

� 空間活用ビジネスとは

レンタルスペースはシェアリングエコノミーの一環で，特定の企業や個人が特定のスペー

スを占有して長期間利用するのではなく，特定の日や時間帯を借りて利用する。

� レンタルスペースの利用例

レンタルスペースの利用例は，大きく分類すると趣味関連の利用と業務関連の利用になる。

趣味関連の利用例は図表－２の通り，業務関連の利用例は図表－３の通りである。

本稿は，業務関連の利用例のうち，テレワークの急速な普及により，注目を集めているテ

レワーク関連のテレワークスペースとWEB会議室を中心に稿を進める。

2 レンタルスペース業界売上ランキング

１位：スペースマーケット ２０１９年１２月期 ８．７億円

２位：インスタベース ２０１９年１２月期 ５．１億円

３位：スペイシー ２０１９年１２月期 １．７億円

（注） インスタベースとスペイシーは，売上高を公開していないため㈱Welns推計値

株式会社スペースマーケット

本店所在地：東京都渋谷区神宮前６丁目２５番１４号

創 業：２０１４年４月

事 業：スペースを１５分単位で貸し・借りするプラットフォーマーである webサービ

ス・アプリ「スペースマーケット」の開発・運営

資 本 金：２億５，４００万円
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●図表－４ スペースマーケットの決算履歴 （百万円）
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売上高は，２０２０年にコロナ禍により一時停滞したが，創業時より連年右肩上がりで増加の

一途を辿っている。

インスタベース（株式会社Rebase）

本店所在地：東京都渋谷区神宮前４丁目２６－１８原宿ピアザビル５F

創 業：２０１４年４月 株式会社 Rebase設立

事 業：レンタルスペース・貸会議室の予約サービス「インスタベース」のプラットフ

ォームの運営

資 本 金：８，２７５万円

財 務 情 報：非公開

株式会社スペイシー

本店所在地：東京都千代田区麹町６丁目２－６ PMO麹町

創 業：２０１３年１０月

事 業：コンピュータ・ITサービス 貸会議室の予約サービス「Spacee」の運営

資 本 金：３億３，９２０万７３円（資本準備金含む）

財 務 情 報：非公開

レンタルスペース業界の大手企業は，レンタルスペースのオーナーではなく，オーナーと

ユーザーをマッチングするプラットフォーム開発・運営企業である。多くのオーナー企業は，

遊休資産の有効活用としての事業であり，主力事業ではなく副業的な位置づけである。営業

活動は，専らマッチングサービスを提供するプラットフォームに依存する。レンタルスペー

ス業界の売り上げは，コロナの影響により２０２０年はわずかに停滞したが，成長産業としての
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●図表－６ テレワーカー比率 （％）
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（出典） R３年度 テレワーク人口実態調査 国土交通省

●図表－５ テレワーク制度導入比率 （％）
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地位を維持していると推測されている。

3 レンタルスペース業界の今後の見通し

コロナ禍による外出自粛・集会自粛は，徐々に解放に向かっている。趣味関連系のレンタ

ルスペースの利用は，ビフォーコロナの水準に回復することが見込まれる。図表－１，４の

通り，レンタルスペース市場を長期の視点で捉えると，２０２０年のコロナ禍による外出自粛に

よる一時的な停滞を除くと右肩上がりである。

テレワークは，働き方改革の一環として推奨されてきたが，２０１６年から２０１９年までの４年

間は導入が進まなかった。２０２０年のパンデミックの発生を機に，テレワーク制度が一斉に導

入された。導入率は２０１９年の１９．６％から２０２０年には３８．８％と倍増した。パンデミックの落ち

着きと，２０２１年には，テレワーク制度導入の課題の指摘もあり，一部に反動減も予想された。

しかしながら，２０２１年は１．２％と微増ではあるが，テレワーク制度の導入率は増加の傾向を

維持している。

２０２０年から２０２１年へのテレワーク制度の導入増加率は１．２％に対し，テレワーカー比率は

４％増加している。テレワークへの慣れ・テレワーク適用業務の拡大，テレワークを容易に

する情報システムや情報機器の開発で，テレワークが定着してきた。特にテレワークの問題
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●図表－７ 地域別テレワーカーの割合 （％）
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●図表－９ 非テレワーカーのテレワーク導入意向（希望）

導入意向あり ４８．８％

導入意向なし ５１．２％

（出典） R３年度 テレワーク人口実態調査 国土交通省

●図表－８ 通勤時間帯別テレワーク実施意向 （％）
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点として指摘されるコミュニケーション不足の解消として注目されるWEB会議システムは，

ZOOM，MicrosoftTeams，Google Meetなど１０種類以上のソフトが公開され，テレワーク

の作業環境は更に改善された。

地域別の雇用型テレワーカーの割合は，近畿圏と中京圏に比べて通勤時間の長い首都圏が

４２．１％と圧倒的に多い。勤務先からテレワークを認められていないため，テレワークを実施

していない従業員のテレワーク実施希望は根強いものがある。特に通勤時間１時間３０分以上

の従業員の実施意向は，６３．９％に達している。

非テレワーカーの４９％は，テレワーク制度の導入を希望している。
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●図表－１０ テレワークのメリット・ディメリット（経営者・管理職）

テレワーク実施
テレワーク実施
していない

分からないメリットの方が
多い

ディメリットの
方が多い

実施率

全体 １５．１％ １６．４％ ３１．５％ ６１．５％ ７．１％

従業員３００人以上 ４５．５％ １２．１％ ５７．６％ ３１．８％ １０．６％

（出典） 「テレワークのメリット・ディメリットアンケート」２０２２．２．１４帝国データバンク

�

●図表－１１ A社の事業内容

会社形態 株式会社

創 業 ２０００年３月

資 本 金 ６０００万円

従 業 員 ５人

所 在 地 首都圏４０kmの中核都市

事業内容
SOHO向けのレンタルオフィス

秘書代行業務サービス

一方，経営者や管理職のテレワーク実施結果は，５２％が不満としている（１６．４％÷３１．５％

＝５２．１％）。しかし，従業員３００人超の企業に限れば，７９％（＝４５．５％÷５７．６％）が満足して

おり，大企業と取引のある中小企業は，大企業からのテレワークの要望（例；WEB商談・

会議）に対応する必要が生じ，テレワークの促進要因となっている。

モデル企業（A社）の概要

1 A社の概要

A社は，都心から４０km圏にある中核都市で

自社所有の貸事務所を経営している。コロナ禍

による業績不振で事務所を引き払うテナントも

現れ，空き室が生じている。空き室対策として，

オフィスワーカー向けのレンタルスペースの開

設を検討している。

2 A社の沿革

A社の両親は，元来土地持ちの農家であったが，近隣の急激な都市化で，農地は市街化区

域に飲み込まれ，不動産賃貸業に転業した。当初は，一般的な貸しビル業であったが，パソ

コンとインターネットの普及により，SOHO（Small Office Home Office）の気風が高まり，

父の代で経営の安定性の高い小規模事業者を対象とした，レンタルオフィスに転換した。最

寄駅から徒歩１０分の場所に専用のビルを建設した。ICTの進展に合わせて，インターネット

のインフラを無料で提供している。使用頻度の差が大きい複合機は有料サービスとしている。

提供するオフィスは，１人～３人向けの個室，シェアオフィス（大部屋の共同利用），フリ

ーアドレスのオフィス（外出の多い営業職向け）等，個々の小規模事業者のニーズに応じて

オフィスが選択できる。

テナントへのサービスとしては，電話秘書サービス，会議室利用，応接室対応，インター

ネット回線提供などがあり，共同利用で低コストを実現している。契約は，年間契約の月払
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いである。

3 外部環境の変化（PEST分析）

レンタルスペース業界を取り巻く外部環境は，コロナ禍により激変した。ビジネス用のレ

ンタルスペースの需要は，テレワークの増加に応じて今後も順調に増加することが予想され

る。２０２２年７月から NTTはリモートワークを基本とする新たな働き方を導入し，主要なグ

ループ会社従業員の半分に当たる３万人が当初の対象になると発表して，産業界全体に大き

な衝撃を与えた。単に，３万人がテレワークに従事することではなく，NTTと取引先であ

る中小企業を巻き込んでテレワークは普及する。勤務場所は，原則自宅とし，国内のどこで

も居住可能とすることで，テレワークの地方への普及が促進される。NTTの衝撃は，国境

を越えて競合各社との優秀な人材獲得

競争を激化させる。

国内でのテレワークの促進材料は，

首都圏では負荷が大きい通勤である。

しかし，情報系の人材獲得は，国境の

壁を越えて進展することを考慮すると，

国内の立地に関係なく，国際的な人材

獲得競争に巻き込まれる。国際的に一

般化しているジョブ型雇用と連動して，

情報系従業員のテレワークは，更に促

進・定着が予想される。このことは，

テレワーク向けのレンタルスペースや

WEB会議室業界に明るい展望を与え

ることになる。

4 ５ F 分 析

業界内競合

現在，近隣に同業者はなく無風状態

仕入先との競争力

将来の事業拡張に向けて，安い空き物件を探している

顧客との競争力

他社のレンタル料金はネットで公開されているので，割高にならない様に注視

新規参入の脅威

テレワーク拡大次第で新規参入の恐れがある

代替品の脅威

空きスペースに柔軟に設置できる個室テレワークブースは利用環境が異なる

●図表－１２ PEST分析

機会

政治 外出規制・
テレワーク奨励
働き方改革

経済 デジタル化
サテライトオフィス
テレワーク促進（NTT効果）
WEB会議・商談増加
オフィス費・旅費交通費・水道光熱費削減

社会 東京昼間人口減少
非接触・非対面
在宅勤務増加
NTT３万人のテレワーカー導入
IT 技術者越境獲得競争
柔軟な働き方

産業・技術 情報技術の進展（テレワーク・WEB商談）
テレワーク対応情報機器開発
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●図表－１３ クロスSWOT分析

機会 脅威

テレワーク関連情報機器の開発
テレワーク関連情報技術の向上
WEB会議・商談の増加
テレワークの定着化
テレワーク継続希望大

外部からのネットワーク盗聴
不正サイトへのアクセス
業務用デバイスの紛失・盗難

強み

地域密着経営
レンタルオフィスの経営実績
地元に競合企業がない
駅に近い立地

戦略の方向性
・レンタルスペースビジネスに進出（業務用）
・WEB会議室新設
・個人用テレワーク室新設
・レンタルスペースマッチング業者の活用（営業活動）
・法人向け営業活動弱み

料金は全国にオープン
大手同業者と比較してネットワーク
の弱さ

5 戦略の方向性

6 レンタルスペース事業内容

� 設備の内容

事業不振で撤退したテナントの賃貸オフィスフロアと SOHO向け賃貸オフィスのレイア

ウトを，次のように変更した。会議室 ABCはWEB会議に加え，プロジェクターや高彩度

スクリーンなどを備えて従来型のリアルな集会用の利用も想定している。会議室 DEは，

WEB会議室システム（専用のカメ

ラ・マイク・スピーカーなどの会議

室据置型）を設置したテレワーク時

代の会議室とした。本社・本部と支

店・出張所との報告・打合せや顧客

とのWEB会議・商談で，ユーザー

企業への出張の少ない中での緊密な

コミュニケーションの実現の支援を

狙っている。

� 販管費の内訳

新規事業の採算性を明確にするために，事業部制を採用する。

・賃料：A社の施設を利用するが，世間相場並みの賃料で計算する

・人件費：受付は，A社と共用するが，人件費１名分を計上する

・設備費（減価償却費）：会議室とテレワーク個室への設備投資費

7 レンタルスペース事業の利益計画の改善

新規のレンタルスペース事業は，営業活動を通して認知度を高め，年々稼働率を高め黒字

●図表－１４ 設備内容

料金／時間 適用

会議室A ５０名用 ８，０００

会議室B ３０名用 ６，０００

会議室C ３０名用 ６，０００

会議室D ８名用 ３，０００

会議室E ４名用 １，５００

テレワーク個室（１０室） １名用 ５，０００（＝５００×１０）

合計 ２９，５００
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化を図る。遅くとも３年を目途に，期間損益ゼロを目指す。損益内容を迅速・明確に把握で

きるよう，既存事業とは別な事業部制とする。新規事業であり顧客も利用方法を模索の段階

であるため，顧客の意見をくみ取りながら試行錯誤で改善に努める。

WEB会議室や個人用のテレワーク室は，新しい利用形態であり，社会的な認知度も高くな

いので，営業活動としてホームページの充実と，「スペースレンタルオーナー」とユーザー

とをマッチングするプラットフォーマーの活用で稼働率を向上させる。

〔はせがわ・いさむ〕

●図表－１５ レンタルスペース事業の損益計算書 （千円）

０期 １期 ２期 ３期

売上 ０ ７，２００ １４，４００ ２１，６００

販
管
費

賃料 ０ １０，０８０ １０，０８０ １０，０８０

人件費 ０ ４，３２０ ４，３２０ ４，３２０

設備費（減価償却費） ０ ２，１６０ ２，１６０ ２，１６０

他費用 ０ ５，０４０ ５，０４０ ５，０４０

費用 計 ０ ２１，６００ ２１，６００ ２１，６００

営業利益 ０ －１４，４００ －７，２００ ０


