
 

 

 

 

 

 

 
co-lab 二 子 玉 川 ｜ 入 会 案 内 

 

 

 OUTLINE   拠点概要 

 

CONCEPT ｜ これからのまちをつくるための次世代共創スペース 

東京の境界、エッジシティーとも言える二子玉川で生まれた企業コンソーシアムの活動拠点であるカタリスト BA

に併設する形で、co-lab 二子玉川が設立されました。 

企業コンソーシアムと co-lab のクリエイティブ・コミュニティの掛け合わせにより、次世代的な集合知を実現で

きるよう、co-lab がコラボレーション・エンジンとして機能し、新しいまちづくりの実験・実践を行っていくこ

とを目指しています。 

 

BUILDING ｜ Catalyst BA （カタリスト BA） 

多摩川流域及び渋谷・自由が丘・二子玉川の周辺地域の振興を目指し、企業約 50 社、自治体、有識者、地域団体

などからなる「クリエイティブ・シティ・コンソーシアム」の活動拠点で、二子玉川駅前再開発で生まれた複合

施設「二子玉川ライズ」のオフィス棟８階に位置しています。 

コンソーシアム加入企業のほか、そのコンソーシアム活動に関わる様々なステークホルダーや、カタリスト BA

内で働く co-lab クリエイターなど、多様な人々が組織の枠組みを超えて交流する「知の交差点」であるカタリス

ト BA は、オープンイノベーション実現のためのプラットフォームです。 

 

FACILITIES FOR SUPPORTING CREATIVITY ｜ Catalyst BA STUDIO 

カタリスト BA 内にある円形スタジオは、co-lab 二子玉川メンバーのワークスペースでありながら、ビジネス／

ソーシャル・イノベーションに関わるトークセッションやワークショップなどが行われるイベントスペースとし

ても機能しています。 

コンソーシアム企業と協働し、co-lab ならではのネットワークから様々な領域の先端をいくゲストを招いて、広

義のクリエイティブについてトークセッションやライブを開催するなど、メンバーに新しい視点での活躍の機会

と創造的な刺激を提供。co-lab 二子玉川メンバーが利用する場合には、優待特典があります。 

 



 

周辺環境・アクセス 

多摩川の豊かな流れと富士山も望める大きな窓で、自然を感じられる二子玉川ライズ・オフィス８F からの眺望。

雨でも駅から濡れずに移動でき、大規模商業施設が隣接するため、買物の便も良く、職住近接に最適です。 

東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅 徒歩１分 

 

拠点概要 

施設名称：co-lab 二子玉川 

所在地：東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス 8F 

用途：シェアードオフィス／イベントスペース 

建物：地下 2 階、地上 16 階建て ／ SRC 造 ／ 名称：二子玉川ライズ・オフィス 

設立年月：2011 年 4 月 

規模：約 100 坪 １フロア・最大約 50 名 

窓口営業時間：平日 10:00-12:00/13:00-18:00 

事業主：東京急行電鉄株式会社、コクヨ株式会社 

設計：コクヨ株式会社 

企画運営：春蒔プロジェクト株式会社 

 

 

 

 PLAN   料金／図面 

 

契約種別・会費 

 

 レジデンスタイプ 
デスク（全 7 席、1 名登録）  \35,000（税別）〜 

ブース（全 6 戸、1〜2 名登録）  \46,000（税別）〜 

 ノンレジデンスタイプ フレックス（1 名毎登録） 
Type-A（郵便受取なし）  \13,000（税別） 

Type-B（郵便受取あり）  \23,000（税別） 

   



基本仕様 

有人管理 ／ 24 時間 365 日利用可能 ／ 会議室：１室 ／ 郵便受け取り可（一部除く）／ 登記不可 ／ 

水道光熱費込み ／ 有線無線の高速インターネット ／ 電話（一部除く）／ 複合機 ／ ロッカー ／ イ

ベントスペース ／ 給湯室※ ／ ドリンクベンダー※ ／ 喫煙所※ ／ 駐輪場※ ／ 駐車場※ 

（※ 本施設外の建物設備をご利用いただけます） 

 

図面／空き状況 

 

 
Booth A 成約 4.8m² ２名用 窓無 

Booth B 成約 3.2m² １名用 窓無 

Booth C 成約 3.9m² １名用 窓無 

Booth D-1 成約 2.6m² １名用 窓無 

Booth D-2 お問い合わせ下さい 2.6m² １名用 窓無 

Booth E 成約 5.2m² ２名用 窓無 

 

Desk A-1 成約 -- １名用 窓無 

Desk A-2 成約 -- １名用 窓無 



Desk A-3 成約 -- １名用 窓無 

Desk A-4 成約 -- １名用 窓無 

Desk A-5 成約 -- １名用 窓無 

Desk A-6 成約 -- １名用 窓無 

Desk A-7 お問い合わせ下さい -- １名用 窓無 

 

Flex 定員調整中 — 1 名単位 — 

 

 

 

 HOW TO APPLY   入会までの流れ 

 

入会スケジュール 

 

１） お問い合わせ 〜 現場での内覧 

２） 運営者による面談 〜 入会お申込 〜 入会審査 ※ 

３） 入会初期費用お支払い 

４） ご契約会 〜 契約必要書類の提出 〜 押印 

５） お引越し 〜 ご利用開始 

※ 空き状況により、面談を伴う審査を数回行う場合があります。 

 

入会条件・初期費用 

 

 入会条件  内覧と運営者による面談での入会審査の通過 ／ 所定契約書面の合意 

 契約形態  入会契約（連帯保証人要） 

 初期費用 

 デスク/ブース会員 

  入会金 会費１ヶ月分  

  権利金 会費１ヶ月分  

  預託金 会費２ヶ月分  ※ 退会時に清算後返金 

  前納会費・他諸費 各２ヶ月分  

  カード発行手数料 2,000 円（税別）  会員一人あたり 



 初期費用 

 フレックス会員 

  入会金 25,000 円（税別）  

  預託金 会費２ヶ月分  ※ 退会時に清算後返金 

  前納会費・他諸費 各２ヶ月分  

  カード発行手数料 2,000 円（税別）  会員一人あたり 

 

【諸費科目】 

必須オプション： IT インフラ基本使用料 

任意オプション： ロッカー利用料 

従量課金： 会議室利用料／出力代／イベントスペース利用料 等 ※後納のため初期費用には含まれません 

 

【入会後に通常かかる契約関連費用】 

更新料： （デスク／ブース会員のみ）１年毎に会費 0.5 ヶ月分 

 

 

[ 2019/7/2 更新 ] 

 


