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報道関係者各位                                                    株式会社 WOOC 

2023 年 3 月 15 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）』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、2023 年 4 月 1 日（土）、東京都品川に『BIZcomfort
（ビズコンフォート）荏原中延』をオープンします。オープンに先立ち、先行内覧会を 2023 年 3 月 30 日（木）、31 日（金）
に実施します。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事の内容に応じて、あるいは子育てや介護など生活の都合に合わせて、仕事をする場所と時間を主体的かつ柔軟に選ぶ

ことができるようになり、各人のワークスタイルは日々多様化しています。当社ではかねてより「職住近接」の働き方を応援してお

り、これまでも住宅街やベッドタウンに職住近接型のシェアオフィスを多数オープンしてきました。 

東急池上線「荏原中延駅」から徒歩 1 分の新築マンション「ザ・パークハビオ荏原中延駅前」1 階に『BIZcomfort 荏原中

延』は、究極の職住近接型のシェアオフィスとしてオープンします。自宅だとプライベートとの境がなく集中できない方や、カフェでは

インターネット環境や周囲の目が気になるという方に、自宅より集中できて、カフェよりも仕事がはかどる空間を提供します。コンセ

プトは「“ふらっと“気軽に使えるセカンドスペース」。どこでも働ける今だからこそ「自宅」＋「仕事場」が一緒になった新しいスタイル

を提案します。 
 

マンションの入居者は、使った分だけの従量課金制で『BIZcomfort 荏原中延』を使えます（※1）。 

自宅の 1 階がそのまま仕事場になるため、自宅と職場までの通勤時間が実質ゼロになり、

在宅勤務では難しいオンとオフの切り替えが簡単にできるようになります。マンションの入居

者だけでなく、月額会員も使えるため、近隣住人の方々へも快適な仕事場を提供します。   

  東急池上線「荏原中延駅」周辺は、中延商店街や戸越銀座商店街など、徒歩圏内

に商店街がいくつもあり、住みやすく活気のある街です。オフィス街にはない出会いや空間

が、ビジネスの創造性を高めてくれるでしょう。（※1） 別途、入居者各自で入会手続きが必要です。 

通勤時間ゼロ！？自宅の１階が仕事場になる  

究極の職住近接型シェアオフィス 

『BIZcomfort 荏原中延』 2023 年 4 月 1 日(土) オープン 

BIZcomfort 荏原中延 先行内覧会 開催! 

オープンに先駆け、先行内覧会を開催します。 

【期    間】2023 年 3 月 30 日（木）・31 日（金）9:00～18:00（最終受付:17:30） 

BIZcomfort 荏原中延 イメージ 

BIZcomfort 荏原中延 イメージ 
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※メディア関係者の体験利用や撮影も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。 
担当:株式会社 WOOC 栗原（くりはら）TEL:080-7661-0800 MAIL:pr@wooc.co.jp 

 

▼『BIZcomfort 荏原中延』の特徴 

特徴 1.“ふらっと”気軽に入れるセカンドスペース 

自宅やカフェでの作業は、オン・オフの切り替えがしにくいということや、オフィス機

能が整っていないなどのデメリットも存在します。 

そんな方々へ自宅より集中でき、カフェよりも仕事がはかどる空間を提供。 

木目や石、グリーンなど天然素材をイメージした色の配色で、モダンでスタイリッシ

ュなデザインに仕上がります。 

 

特徴 2. 駅から徒歩 1 分の好立地。24 時間 365 日使える! 

当施設は荏原中延駅から徒歩 1 分と好立地な上、24 時間 365 日利用で

きます。テレワークスポットとしてはもちろん、出勤前の朝活や、仕事終わりの自

習時間など、ライフスタイルに合った使い方ができます。 

 

特徴 3. WEB 会議や通話専用の個室席 

WEB 会議や通話専用の『テレフォンブース』は個室のため、重要なリモート会

議にも安心して参加できます。カフェや自宅では周りの背景や声が気になる方に

もおすすめです。 

 

特徴 4. 高速 Wi-Fi、無料プリンター、フリードリンクなど設備も充実 

高速 Wi-Fi、無料プリンター、シュレッダーなど、便利な設備を整えています。コー

ヒーや紅茶など、一息つけるドリンクも飲み放題です。 

 

特徴 5. マンションの入居者も使える!（※1） 

マンションの入居者は、同じ建物内に仕事場があるため、通勤時間が実質ゼロと

いう新しいライフスタイルをかなえることができます。 

仕事以外にも気分転換や自分の時間のために「ちょっと 1 階に行こうかな」と“ふ

らっと”気軽に通えます。 

使った分だけの従量課金制で、『BIZcomfort 荏原中延』のほか、全国 120 拠点以上の BIZcomfort を利用できます。 

（※1） 別途、入居者各自で入会手続きが必要です。 

 

▼『BIZcomfort 荏原中延』施設概要 

住所   :東京都品川区東中延 1-9-13 ザ・パークハビオ荏原中延駅前 1F 

アクセス  :東急池上線「荏原中延駅」東口徒歩 1 分/東急大井町線「戸越公園駅」北口徒歩８分 

都営草線「中延駅」A3 徒歩 7 分 

利用料金:【コワーキングスペース】28 席 月額 2,200 円（税込）～ ※プランにより異なる 

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/WEB 会議専用個室 

HP    :https://bizcomfort.jp/tokyo/ebaranakanobu.html 

テレフォンブース イメージ 

BIZcomfort 荏原中延 イメージ 

フリードリンク イメージ 

【予約期間】2023 年 2 月 20 日（月）～3 月 31 日（金）※オープン日以降の内覧予約も随時受け付けています。 

【利用方法】『BIZcomfort 荏原中延』HP の内覧予約から希望の日時を選択し、必要事項を入力の上ご予約ください。

追ってこちらから確定日時を連絡いたします。 
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▼『BIZcomfort』について 

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。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近

くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。 

そんな背景の中、当社では「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
【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 142 拠点・コワーキングスペース 127 拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む） 
従業員数 :計 165 名（社員 61 名・パート 104 名）※2023 年 3 月 1 日時点 
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）・栗原（くりはら） 

TEL:03-5789-3325（栗原携帯:080-7661-0800） FAX:03-5789-3324 e-mail:pr@wooc.co.jp 

▼品川エリアその他の BIZcomfort 
・BIZcomfort 品川 Skyway（2023 年 5 月 1 日オープン） 
JR 各線、京浜急行線「品川駅」港南口スカイウェイ直結徒歩 7 分、施設内にピザ屋も同時オープン予定。 
 https://bizcomfort.jp/tokyo/shinagawa-skyway.html 
 
・BIZcomfort 品川大井町 
京浜急行線「青物横丁駅」徒歩 4 分、食事や WEB 会議が可能なブースと集中できるブースがしっかりとゾーニングさ
れていて、テレワークにおすすめ。 
 https://bizcomfort.jp/tokyo/shinagawa-oimachi.html 
 
・BIZcomfort 五反田 
JR 山手線「五反田駅」西口徒歩 5 分、会話のできない静かなサイレントブースがあり、自習にぴったりの拠点。 
 https://bizcomfort.jp/tokyo/gotanda.html 
 

【WOOC の SDGs について】 （https://www.wooc.co.jp/sustainability.html） 
WOOC は、事業の中心となる「空室再生」と「シェアオフィスの運営」を通じて、SDGs の達成にむけた取組みを推進し

ています。シェアオフィス「BIZcomfort」は、あらゆる人がどこでも働ける環境を提供すべく、都心やターミナルだけではなく、
住宅地や郊外などへの展開を行っています。労働生産性の向上や多様な働き方をサポートし、持続的な「働きがい」や
「経済成⾧」に貢献します。 


