
 

 

 

 

 

 

 
 

co-lab 渋 ⾕ キ ャ ス ト ｜ ⼊ 会 案 内 
 

 

 OUTLINE   拠点概要 

 

CONCEPT ｜ クリエイティブ・ビジネスを⽣み出すプラットフォーム 

co-lab 渋⾕キャストは、渋⾕のキャットストリートと原宿・表参道から伸びる明治通りとの結節点に位置し、ク

リエイティブ産業の発展に資する複合施設「渋⾕キャスト」のコンセプトを体現する場であり、そのエンジン役

を担うクリエイティブプラットフォームです。 

 

クリエイティブ・ビジネスの新領域を開拓しやすい環境をつくるべく、創造性とコラボレーションを誘発するよ

うにゾーニングを施したワークスペースやカフェなどを設置した多層的な空間構成に加えて、クリエイターやク

リエイティブワーカーと、その活動に賛同する投資家とのマッチングや、法律事務所との提携による起業や知財

管理等の法務⽀援、起業家同⼠の知的交流やネットワーキングのためのミートアップやワークショップなど、ク

リエイターの活動の幅を拡げるためのサポート機能を⽤意しています。 

 

クリエイティブなビジネスを⽣み出し推進する「仕事を創る⼈・統括する⼈」と「クリエイター・クリエイティ

ブワーカー」、そして「編集・キュレーションする⼈」が co-lab 渋⾕キャストに集うことで、オープンイノベー

ションを実践しながら、モノゴトや時代の指針をともに探っていきたいと考えています。 

 

   

 



BUILDING ｜ 渋⾕キャスト （ SHIBUYA CAST. ） 

さまざまなクリエイティビティが集い、新しいアイデアやビジネスを誘発する「渋⾕キャスト」は、多様な⽤途

を兼ね揃えた、クリエイティブ活動の拠点です。 

建築は「Echoes of Uniqueness/不揃いの調和」をデザインコンセプトに、空間の多様な要素（形状・機能・素

材）が、それぞれの個性を表しながらも共鳴し合い、まとまりのある全体像を織りなしています。 

 

全 17 フロアには、クリエイターの交流・連携を創出するシェアオフィス＆カフェの他、⼊居者間のコミュニケ

ーションを深める機能のついた住居フロア、クリエイティブ企業の集積地となるオフィスフロア、多様なイベン

トで活⽤できるイベントスペースや⽇々の⽣活を彩る店舗フロアがあり、四季によって異なる表情を⾒せる緑豊

かな建物前広場は、にぎわいと憩いの場を提供してくれます。 

 

FACILITIES FOR SUPPORTING CREATIVITY 

-  Moment Factory Tokyo Protoroom 

カナダのモントリオールを拠点とするマルチメディア・エンタテインメント・スタジオMoment Factoryによっ

て作られた「Protoroom」を無料体験いただけるオープンラボ。平⽇（⽉̶⾦）10時〜14時までの営業時間中は、

どなたでも体験いただくことが出来ます（1 回の体験時間 20 分）。 

 

-  法務サポート 

館内の法律事務所と co-lab が提携し、起業や知財管理等の法務⽀援、起業家同⼠の知的交流やネットワーキング

のためのミートアップやワークショップなど、クリエイターの活動の幅を拡げるためのサポートを⾏います。 

 

-  Café Åre  

ブレックファストからディナーまで、便利で気軽に使える⾷堂のようなカフェ Åre（オーレ）。メンバーは優待

特典があり、軽い打ち合わせやデスクワーク、イベントスペースとしても使えるお店です。 

 

-  渋⾕キャスト スペース/ガーデン 

緑豊かな建物前広場・ガーデンと、展⽰会やイベントなどで利⽤できる屋内催事場・スペース。co-lab 渋⾕キャ

ストのメンバーは、優待価格で利⽤することができます。 

   



 

周辺環境・アクセス 

世界的な知名度もあり、感度の⾼い街・渋⾕において、広尾〜原宿につながるメインストリートの明治通りと流

⾏の発信地キャットストリートの結節点に位置する渋⾕キャスト。表参道、⻘⼭、原宿も徒歩圏という好⽴地。 

東京メトロ半蔵⾨線・副都⼼線 東急東横線・⽥園都市線［渋⾕］駅徒歩 2分 ／ JR ⼭⼿線・埼京線・湘南新

宿ライン 東京メトロ銀座線［渋⾕］駅徒歩 7分 ／ 京王井の頭線［渋⾕］駅徒歩 9分 ／ JR ⼭⼿線［原宿］

駅徒歩 13分 ／ 東京メトロ千代⽥線・副都⼼線［明治神宮前〈原宿〉］駅徒歩 9分 ／ 東京メトロ銀座線・

千代⽥線・半蔵⾨線［表参道］駅徒歩 12分 

 

拠点概要 

施設名称：co-lab 渋⾕キャスト 

所在地：東京都渋⾕区渋⾕ 1-23-21 渋⾕キャスト １F・２F 

⽤途：シェアードオフィス 

建物：地上 16階、地下 2階/RC造/名称：渋⾕キャスト（SHIBUYA CAST.） 

設⽴年⽉：2017 年 5⽉ 

規模：約 300坪（1F：約 90坪/2F：約 220坪）/最⼤約 180名    

窓⼝営業時間：平⽇ 10:00-12:00/13:00-18:00 

設計：株式会社⽇本設計、株式会社POINT 

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 

 

正会員 

 レジデンスタイプ 

デスク会員（全５席、1 名登録）  ¥42,000（税別）〜 

ブース会員（全１６⼾、1〜２名登録）  お問合せください 

スタジオ会員（全７⼾、３〜５名登録）  お問合せください 

アトリエ会員（全８⼾、４〜１２名登録）  お問合せください 

 ノンレジデンスタイプ フレックス会員（1 名毎登録）  ¥15,000（税別） 

準会員   



 レジデンスタイプ ルーム会員（全４⼾、１２〜２２名登録）  お問合せください 

基本仕様 

有⼈管理 ／ 24時間 365 ⽇利⽤可能 ／ 会議室：４室 ／ 郵便受け取り可（⼀部除く）／ 登記可（⼀部

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

／ 倉庫 ／ ロッカー ／ イベントスペース※ ／ キッチン ／ 給湯室（⼀部除く）※ ／ 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 

 

     

Atelier 1A-01 成約 19.97㎡ 8 名⽤ 窓あり 

Atelier 1A-02 成約 18.04㎡ 7 名⽤ 窓あり 

Atelier 1A-03 成約 11.18㎡ 4 名⽤ 窓あり 

Atelier 1A-04 成約 20.74㎡ 9 名⽤ 窓あり 

 



Flex お問い合わせください フリーアドレス 1 名単位 ̶ 

 
     

Desk 2D-01 成約 

16.57m² 

1 名⽤ 窓無 

Desk 2D-02 成約 1 名⽤ 窓無 

Desk 2D-03 成約 1 名⽤ 窓無 

Desk 2D-04 成約 1 名⽤ 窓無 

Desk 2D-05 成約 1 名⽤ 窓無 

 

Booth 2B-01 成約 5.12㎡ 2 名⽤ 窓無 

Booth 2B-02 成約 5.12㎡ 2 名⽤ 窓無 

Booth 2B-03 成約 5.12㎡ 2 名⽤ 窓無 

Booth 2B-04 成約 5.12㎡ 2 名⽤ 窓無 

Booth 2B-05 成約 5.12㎡ 2 名⽤ 窓無 

Booth 2B-06 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-07 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-08 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-09 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-10 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-11 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-12 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 



Booth 2B-13 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-14 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-15 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

Booth 2B-16 成約 2.56㎡ 1 名⽤ 窓無 

 

Studio 2S-01 成約 11.58㎡ 4 名⽤ 窓無 

Studio 2S-02 成約 9.63㎡ 3 名⽤ 窓無 

Studio 2S-03 成約 15.73㎡ 5 名⽤ 窓無 

Studio 2S-04 成約 11.70㎡ 4 名⽤ 窓無 

Studio 2S-05 成約 9.85㎡ 3 名⽤ 窓無 

Studio 2S-06 成約 10.11㎡ 3 名⽤ 窓無 

Studio 2S-07 成約 11.36㎡ 4 名⽤ 窓無 

 

Atelier 2A-01 成約 34.04㎡ 12 名⽤ 窓あり 

Atelier 2A-02 成約 31.91㎡ 11 名⽤ 窓あり 

Atelier 2A-03 成約 10.86㎡ 4 名⽤ 窓あり 

Atelier 2A-04 お問い合わせください 23.36㎡ 9 名⽤ 窓あり 

 

Room 2R-01 成約 39.60㎡ 12 名⽤ 窓無 

Room 2R-02 成約 75.38㎡ 22 名⽤ 窓あり 

Room 2R-03 成約 75.21㎡ 22 名⽤ 窓あり 

Room 2R-04 成約 56.02㎡ 18 名⽤ 窓あり 

 

Flex お問い合わせください フリーアドレス 1 名単位 ̶ 

 

倉庫 ̶ 全３⼾ 

ロッカー ̶ 全 48基 

 

 

 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（通常：２週間程度） 



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 

 

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 
 デスク/ブース/スタジオ/フレックス会員： ⼊会契約（連帯保証⼈要） 

 アトリエ/ルーム会員： ⼊会契約 及び 定期賃貸借契約（連帯保証⼈要） 

 初期費⽤ 

 デスク/ブース/スタジオ/アトリエ会員 

  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  ※ アトリエ会員のみ要 

  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 

 フレックス会員 

  ⼊会⾦ 25,000円（税別）  

  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 

 ルーム会員 

  ⼊会⾦ 会費１ヶ⽉分  

  権利⾦ 会費１ヶ⽉分  

  預託⾦ 会費５ヶ⽉分  

  前納会費 会費３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： 郵便受取サービス料（フレックス会員のみ）/ロッカー利⽤料/倉庫利⽤料 

従量課⾦： 会議室利⽤料/出⼒代 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/スタジオ会員のみ）１年毎に会費 0.5ヶ⽉分 

再契約料： （アトリエ/ルーム会員のみ）１年あたり会費 0.5ヶ⽉分として定期契約期間により異なります 

 

 

[ 2021/1/19 更新 ] 

 


