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報道関係者各位                                                    株式会社 WOOC 

2023 年 2 月 17 日 

 

 

 
 

 コワーキングスペースとレンタルオフィスの『BIZcomfort（ビズコンフォート）水戸』を運営する、株式会社 WOOC（読み方：

ウォーク 所在地：東京都品川区 代表取締役：阪谷 泰之）は、株式会社 LEIDEAS（読み方：レイディアス 所在地：

茨城県水戸市松本町 14-12 23RD studio 内、代表取締役：黄 磊 コウ ライ）の運営する『CCProgram』と共催で、

キャリアに対する希望や不安を吐露できる機会創出および現代の若者の解像度を上げ、企業や組織の集客戦略や日々のコミ

ュニケーションに活かすことを目的にしたイベントを開催します。※共同リリースのため、重複して配信される場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

▼共催イベント開催の背景 

自由で快適な仕事場を提供する『BIZcomfort』と、すべての現代人のキャリアの可能性を拡げるために生まれた

『CCProgram』の互いの強みを活かし、あらゆるビジネスパーソンのキャリアアップを支援するため、昨年 12 月、若者のキャリア

アップを目的にした共催イベントを初めて開催いたしました。 
 

第２回の今回は「サクッとホンネ！大人のしゃべり場」と題し『BIZcomfort 水戸』を会場に、キャリアに対する希望や不安を

吐露できる心理的安全性の高い場所を創り出すことを通して、同じ価値観・違う価値観に触れ、そこから“自分一人じゃない”

という安心感や気付きを得ることを目的としたイベントを開催します。また、参加者のうち企業や組織のリーダーを担っている人は、

現代の若者の解像度を上げ、自社の集客戦略や日々のコミュニケーションに活かす機会になることも期待できます。 
 

今回イベントをコーディネートするのは『CCProgram』での教育支援業を通して、より 20 代～30 代のキャリア支援に特化し

た伴走サービス会社を展開することにした 29 歳の事務局 2 名（※3 月 1 日に『合同会社イナヅマ』として起業予定。以下、

『イナヅマ』）。 
 

今回の共催イベントにより、お互いのユーザーの交流の場になるほか、起業・副業を目標にスキルアップをしたくても、一人では

限界があったり、仲間が少なく心細かったりと、さまざまな悩みを持つ BIZcomfort 利用者に対しても、近く起業する『イナヅマ』

との出会いが、上記の課題解決に繋がると考えます。 

 

水戸駅徒歩 1分のシェアオフィスでキャリア探し 
「サクッとホンネ！大人のしゃべり場 ～はなす、つながる、ひろがる～」

CCProgram×BIZcomfort 共催イベント開催 
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▼BIZcomfort について：https://bizcomfort.jp/ 

近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増

加しています。そんな背景の中”「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、シェアオフィス『BIZcomfort』を運営。関

東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。 

 『BIZcomfort 水戸』は 2021 年 10 月にオープン。テレワークやフリーランスの仕事場、スキルアップのための自習の場など、

水戸ではたらくビジネスパーソンを中心に、幅広く活用されています。 

 

▼CCProgram について：https://23rdstudio.com/ 

長所や個性をのびのびと活かし、心から満足感を感じながら働けるような、不確実な世の中を生きるすべての現代人のキャリ

アの可能性を拡げるために設立。具体的には、自分の中の「好き」を見つけ「やりたい」「届けたい」という想いの背中を押せる＜

クリエイティブスキル＞と＜言語＞を少数精鋭でレクチャーしています。 

＜言語×スキル＞延べ 20 通り※の組み合わせから、働き方に合わせて受講し、対世界に発信するグローカルなクリエイター

を目指します。※言語 1 科目（英語、中国語）×スキル 2 科目（ライティング、デザイン、カメラ、動画制作、デジタルマーケティング） 

CCProgram×BIZcomfort 企画 

「サクッとホンネ！大人のしゃべり場 ～はなす、つながる、ひろがる～」 

【日時】 2023 年 2 月 23 日（木・祝）10:00-11:30（12:00 までの個別相談会含む） 

【場所】 BIZcomfort 水戸 10F 会議室 

（茨城県水戸市宮町 1-2-4 MYM ビル 10F 会議室／「水戸駅」北口徒歩 1 分） 

【参加方法】 

参加費用：無料 

参加申込フォーム：https://forms.gle/DD8HeXh2ozSH1pJr9 

定員締切：30 名 ※定員に達し次第締め切ります。※当日定員数に空きがある場合は、予約なしでも参加可能です。 

【参加対象者】キャリアにモヤモヤする 20～30 代、およびそのような若者に興味がある企業・組織 

【概要】 

① 講演（話者／イナヅマ）～人”才”でつながる社会をつくる～ 

起業に先駆けた今の想いを、29歳の等身大の言葉で講演いたします。 
 

②参加者の自己内省ワーク 

参加者が考える「若者のキャリア」「自身のキャリア」についての考えを発散します。 

【同日開催】空き家利活用まちづくり実践編！ロマンチックゾーン末広町商店街まち歩き（参加無料） 

【日時】 2023 年 2 月 23 日（木・祝）13:00-16:00 

【場所】 23RD studio（水戸市松本町 14-12）および周辺地域 

【概要】 2023 年 4 月より『クリエイティブタウン構想 CC program2.0』と題し、水戸市・松本町をフィールドに、伝統文化とテ

クノロジー、素人と専門家、日本と海外など、世の中に存在する様々な分け隔てを取り払った「国際交流まちづくり」を展開します。

この日は構想概要の話やプレイヤー同士の交流会や”まち歩き”を予定しています。話すだけでなく、目で見て、動きたい方、新し

い出会いや挑戦を一緒に創っていきたい方のご参加をお待ちしています。 

https://bizcomfort.jp/
https://23rdstudio.com/
https://forms.gle/DD8HeXh2ozSH1pJr9
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▼第 1 回共催イベントの様子 

 

〈 参加者の感想 〉 

・新規事業において、データ等で実現可能性や

優位性を伝えることは大事だが、関係者を巻き

込むには思いもそこに乗せる必要があるということ

がきちんと伝わってきた。 

・「現状」「目標」「ビジョン」「解決策（サービス内容）」「ネクストアクション」を記載し、発表を通して他メンバーとシェアした。以

前「IT コンサルタントへの第一歩」という勉強会に参加したこともあり、作るプロダクトも決まっているためスラスラと記載できたが、

人前で、自分のやろうとしていること、やりたいことを話すのは久々で、とてもよい練習になった。 
  

▼『BIZcomfort 水戸』 施設概要 

住所   ：茨城県水戸市宮町 1-2-4 MYM ビル 3F・10F 

アクセス  ：各線「水戸駅」北口徒歩１分（ペデストリアンデッキ直結） 

利用料金：【コワーキングスペース】55 席 月額 2,200 円（税込）～ ※プランにより異なる 

【レンタルオフィス】31 戸 月額 33,000 円～※別途共益費 

設備   ：Wi-Fi／フリードリンク／無料プリンター／ロッカー／ポスト／登記可能／会議室／WEB 会議専用個室 

HP    ：https://bizcomfort.jp/ibarakiken/mito.html 

 

【株式会社 LEIDEAS 会社概要】 

商号  ：株式会社 LEIDEAS（中文社名 株式会社 磊点子） 

代表取締役 ：黄 磊 

所在地        ：茨城県水戸市松本町 14-12 23RD studio 内 

設立  ：2019 年（令和元年）10 月 

資本金        ：資本金：36,800 万円 

事業内容        ：訪日中国人向けインバウンド事業の企画と実施支援・日本企業の中国進出及び対中国貿易に関する支援 

主に茨城県水戸市を中心とする地域の活性化、国際化支援 

電話           ：029-306-7017 

FAX           ：023-306-7018  

 

【株式会社 WOOC 会社概要】 

商号  ：株式会社 WOOC（ウォーク）※2017 年 9 月 25 日をもちまして株式会社リビング・エージェントより社名変更 

代表  ：代表取締役 阪谷 泰之 

本社所在地 ：東京都品川区西五反田 2-30-4 BR 五反田ビル 7F ※2021 年 6 月 19 日をもちまして本社を移転 

電話  ：03-5789-3323 

設立  ：2008 年 9 月 

資本金        ：17,510 万円（資本準備金 8,255 万円含む） 

売上高    ：4,485,109,697 円（14 期）  

店舗数    ：レンタルオフィス 141 拠点・コワーキングスペース 126 拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む） 

従業員数        ：計 164 名（社員 60 名・パート 104 名）※2023 年 2 月時点 

事業内容        ：レンタルオフィス事業・コワーキングスペース事業・住宅サブリース事業・リフォーム・リノベーション事業・不動産管理・仲介事     

業・不動産売買仲介事業 

公式 HP          ：https://www.wooc.co.jp/ 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

株式会社 WOOC オフィス事業戦略チーム 広報担当：井貫（いぬき）・國吉（くによし） 

TEL：03-5789-3325（國吉携帯：070-1513-2369） FAX：03-5789-3324 e-mail：pr@wooc.co.jp 

https://bizcomfort.jp/ibarakiken/mito.html
https://www.wooc.co.jp/

