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co-lab二子玉川 ご入会希望のみなさまへ 
 
 
 

＜co-lab二子玉川について＞ 
 
 「co-lab CREATIVE」は、デザイナーや建築家、アーティストなど異業種のクリエイターや社会起業家が
コラボレーションを行いながら制作を行えるシェアード・オフィスとして2003年にスタートしました。 
 個々の活動はもちろんのこと、集合体としてクリエイションに関するシンクタンクとしての機能をもたせ、
様々なクリエイティブ分野の協調、融和、干渉によって、新しい表現や価値観などを創出していくことを目指
してきました。結果、多種多様なアウトプットが生まれ、著名なクリエイターを生み出すに至りました。 
 
 
『 個人の集合体としての新たな働き方 』の提案  
 「co-lab CREATIVE」は、既存の企業組織型や個人型ではなく、その中間的な領域「集合型」で働くこと
を提唱し、そのプラットフォームとなる場を提供しています。クリエイターが創造性を高めるために作り上げ
たこのシステムを、将来的にはあらゆる職種に適用させ、創造的な思考を働かせながら仕事ができる場を用意
していきます。 
 
 
『 カタリストBA（※1）でのコラボレーション 』 
 co-lab二子玉川は、カタリストＢＡというクリエイティブプロセスを軸にデザインされた場に併設されてい
ます。カタリストＢＡは、グループでの発想支援、異なる他者との文脈情報共有、集合知を活用したワークシ
ョップなど、多様な活動を支援する仕組みや仕掛けがあり、常に進化しつづける場として、実際に体験しなが
らツールやメソッドを開発していくことを目的としています。 
 このカタリストＢＡに参加する企業約60社との接点があり、コラボレーションの機会が発生する可能性が
ありますので、ご利用いただければと思います。 
 
  ※１ カタリストBA・・・カタリストＢＡは、人と情報のコネクションポイント、新しい価値を生み出すナレッジスタジオ、価値 

  を具現化していくインキュベーターとしての役割を担うため、2011年4月に二子玉川ライズ・オフィスの８階に開設いたしました。 

  詳細は別資料にて。 
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co-lab 他拠点の沿革・特徴＞ 
現在co-lab全拠点には約200名のメンバーが在籍し、活発な創作活動が行われています。 
co-lab 公式サイト http://www.co-lab.jp  
■ co-lab 三番町 
 2005年12月オープン。巨大な工房を有し約120名の様々なジャンルのクリエイターが刺激し合える制作環境。 
■ co-lab 千駄ヶ谷 
 2010年2月オープン。自転車通勤を可能にするための設備を併設すると同時に、『社会起業家』を意識的に誘致し、 
 クリエイターとのコラボレーションの可能性を追求する場を設置。 
■ co-lab 西麻布 
 2010年5月オープン。「KREI open source studio」という、co-lab所属クリエイターとコクヨグループ社員の方々  
 とが知の交流やプロジェクトの共同推進等をオープンソース形式で相互に関わり合いを持って活動することで、アウト 
 プットの質を高めていくことを目標としているプロジェクトが行われている。個人と企業のコラボレーションの実験場。 
 

＜co-lab二子玉川の施設概要＞ 
所在地：東京都世田谷区玉川2丁目21番1号 二子玉川ライズ・オフィス 8F カタリストBA内 
建物：地下2階、地上16階建て 
運営：春蒔プロジェクト株式会社   
問合せ連絡先：co-lab二子玉川およびカタリストBA コンシェルジュ 
 TEL：03-6362-3443 FAX：03-6323-1679 
 メールアドレス：futako_recept@co-lab.jp 
 運営スタッフ： 主任 中安 ／ コンシェルジュ 小竹 ※営業時間 (平日10:00-12:00および13:00-18:00) 
 

＜特徴／設備／サービス＞ 
特徴＞ 
■ このようなスタイルで仕事がしたい方にお勧めです！ 
  ・企業組織体ではなく、個人の『集合体』でプロジェクト型の仕事がしたい方 
  ・多様なクリエイターと領域横断的にコラボレーションし刺激を受けられる環境を求める方 
  ・クリエイティブな環境でクリエイターの空気感と時間感覚を共有しながら仕事がしたい方 
■ 様々な企業とのコラボレーション 
  ・コンソーシアムのスタジオスペースで開催されるイベントに参加し、様々な企業様とのコラボレーションの可能性   
   があります。 
■ クリエイター利用に特化した制作環境 
  ・創造的なインテリアデザイン、開放的なシェアスペース、クオリティーの高い複合機などのITインフラが充実して 
   います。 
  ・開放感のある長屋のような空間構成が、コミュニケーションを取り易くし、他のメンバーとのコラボレーションを 
   誘発します。 



 3 

共用施設＞ 
・コンシェルジュブース：営業時間 平日 10:00-12:00、13:00-18:00 
・大会議室 ：予約制個室。１カ所のみ。30分あたり525円(税込)の課金制。 
・ミーティングスペース：カタリストBA内全エリアに複数カ所。 
 
共用設備＞ 
・複合機：富士ゼロックス DocuCentre-IV C3370 
  高画質、ハイスピードな出力ができるレーザープリンター  
  プリント、コピー、ファックス、スキャナーが使用可能 ＜課金制・有料＞ 
・インターネット接続： 

 ケーブルインターネット接続にて、カタリストBA内全エリア有線／無線LANが使用可能 ＜定額・有料＞ 
※固定電話は、入会者各位の任意でイッツ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ケーブルプラス電話」への契約
をお願いしております。＜個別契約・有料＞ 
 
サービス＞ 
・コンシェルジュサービス：郵便受取、来客対応、場のファシリテーション等 
・co-lab公式ホームページでのメンバーPR：メンバーリスト、ニュースの掲載など 
・ co-labメンバーデータベース：ポートフォリオを作成予定。仕事の依頼、紹介、相談等をメンバー間でしやすくなり、 
コラボレーションを誘発する。 

・ メーリングリスト：co-lab二子玉川のメンバー全員が登録するメーリングリスト及びすべてのco-labメンバーが登録す 
るメーリングリスト。仕事に関する情報提供がお互いに出来、コラボレーションの活性化が可能となる。 

・カタリストBAのイベントスペースや共用スペースを利用できる。 
 
コスト面でのサポート＞ 
・オフィスビルを賃貸する時のような高い初期費用（保証金、IT機器設置費用等）をかけずに、 
 スタートアップが可能。 
・イニシャル設備費用の軽減、共用面積の充実度や体裁の向上。 
 

＜入会方法＞ 
１）co-lab二子玉川コンシェルジュへ連絡(電話、メール等にて) 
２）カタリストBAおよびco-lab二子玉川をご見学 
３）作品や会社概要を拝見しながら面談 
４）初期費用のお振込 
５）入会契約会の開催 
６）鍵の貸与・ご入会 
※入会後、カタリストBAおよびco-lab二子玉川使用についてのご説明、館内設備についてのご説明をさせて頂きます。 
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＜入会形式＞ 
正会員＞ 
専有ブース(１人～２人)、デスク(専有／シェア)利用のレジデンスタイプ、共有スペースのみ利用のノンレジデンスタイプ 
準会員＞ 
正会員のもとで利用可能な期間や設備が限られているビジタータイプ 
 

正会員> 

レジデンスタイプ ／ ブース会員、デスク(専有／シェア)会員 
利用形式＞ 
カタリストBA内すべてのスペースおよびco-lab内専有スペースが利用できる。 
専有もしくは共有のブースもしくはデスクをもち、仕事ができる。 
机・椅子・収納棚あり。３ヶ月毎の契約更新制。水光熱費込み。 
 
各種費用＞ 
■ 初期費用 
入会金 ：月会費１ヶ月分 ※入会手続き費用等として ※返金不可 
権利金 ：月会費１ヶ月分 ※施設利用費等として  ※返金不可 
預託金 ：月会費２ヶ月分 ※契約終了時に清算後返金 
会費 ：初月会費（初月のみ入会日により日割り計算） ※前納分会費として 
（→合計4ヶ月分の月会費+初月日割り分の会費） 
 
カードキー発行／登録：2,100円（税抜2,000円） 
 
■ 月会費 
 タイプ     ご利用可能人数・備品              会費  
ブース A   2名利用、背面棚（小）、上部棚、椅子  81,900円 (税抜 78,000円) 
ブース B   1名利用、背面棚、上部棚、椅子  55,650円 (税抜 53,000円) 
ブース C   1名利用、背面棚（大）、上部棚、椅子  63,000円 (税抜 60,000円) 
ブース D   2名利用、背面棚、上部棚、椅子  87,150円 (税抜 83,000円) 
ブース E   2名利用、背面棚、上部棚、椅子  87,150円 (税抜 83,000円) 
 
デスク A-1（専有）  1名占有席、上部棚、椅子   36,750円 (税抜 35,000円) 
デスク A-2（専有）  1名占有席、上部棚、椅子   36,750円 (税抜 35,000円) 
 
デスク B-1（シェア） 1席を3名の別個人でシェア、椅子  26,250円 (税抜 25,000円) 
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デスク B-2（シェア） 1席を3名の別個人でシェア、椅子  26,250円 (税抜 25,000円) 
デスク B-3（シェア） 1席を3名の別個人でシェア、椅子  26,250円 (税抜 25,000円) 
デスク B-4（シェア） 1席を3名の別個人でシェア、椅子  26,250円 (税抜 25,000円) 
デスク B-5（シェア） 1席を3名の別個人でシェア、椅子  26,250円 (税抜 25,000円) 
※３ヶ月毎の更新制のため、期間中の途中退会はできません 
 
■ ITインフラ設備利用料金 
基本使用料：１名あたり 2,100円 (税抜 2,000円)／月  ※追加１名につき 1,050円 (税抜 1,000円)／月 
インターネット接続：無線／有線 
複合機：プリント、コピー、ファックス、スキャナー ＜課金制・有料＞ 

 
■ ロッカーレンタル料金（任意） 
4,200円（税抜 4,000円）／月 合計38ボックス 
 
■ 電話（任意） 
イッツ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ケーブルプラス電話」へご契約いただけます。＜個別契約・有料＞ 

 
 

ノンレジデンスタイプ／フレックス会員 
利用形式＞ 
カタリストBA内すべてのスペース(co-labレジデンススペースをのぞく)を利用でき、別料金でロッカーも利用できる。 
契約期間：３ヶ月毎の更新制。水光熱費込み。 
 
各種費用＞ 
■ 初期費用 
入会金：26,250円（税抜 25,000円） ※入会手続き費用として  ※返金不可 
預託金 ：月会費２ヶ月分 ※契約終了時に清算後返金 
会費 ：初月会費（初月のみ入会日により日割り計算） ※前納分会費として 
 
カードキー発行／登録：2,100円（税抜2,000円） 
 
■ 月会費 
Type A 10,500円（税抜 10,000円）／月（水光熱費込） 
Type B 21,000円（税抜 20,000円）／月（水光熱費込／専有ロッカー付・郵便受取可・住所使用可） 
※３ヶ月毎の更新制のため、期間中の途中退会はできません 
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■ ITインフラ設備利用料金 
基本使用料：2,100円（税抜 2,000円）／月 
インターネット接続：無線のみ 
複合機：プリント、コピー、ファックス、スキャナー ＜課金制・有料＞ 
 
■ ロッカーレンタル料金（任意） 
4,200円（税抜 4,000円）／月 合計38ボックス 
 
 

準会員> 

ビジタータイプ／テンポラリー会員 
利用形式＞ 
週3日以上かつ2週間以上1ヶ月以内で、正会員のもとでアルバイト等として利用する場合 
契約期間：1ヶ月 ※１ヶ月を超えて利用する場合は、改めてフレックス会員として登録する必要があります 
 
各種費用＞ 
■ 月会費8,400円（税抜8,000円）／月  
■ カードキー発行／登録：2,100円（税抜2,000円） ※個別の複合機利用は不可 

※ 入会金はなし
 

＜アクセス／お問い合わせ＞ 

 
東急田園都市線／東急大井町線 二子玉川駅 徒歩2分 

 
問合せ連絡先：co-lab二子玉川コンシェルジュ 
 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス8F カタリストBA内 
 TEL：03-6362-3443 FAX：03-6323-1679 
 メールアドレス：futako_recept@co-lab.jp 
 運営スタッフ： 主任 中安 ／ コンシェルジュ 小竹 ※営業時間 (平日10:00-12:00および13:00-18:00) 


