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代官山 蔦屋書店に
SHARE LOUNGEオープン
2021年12月3日（金）
個人の時代における働き方の自由を支持するSHARE LOUNGEは
「発想が生まれ、シェアする場所」

代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE
https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/share-lounge/
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（渋谷区、代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭、以下 CCC）
が運営する代官山 蔦屋書店は、
2021 年 12 月に 10 周年を迎えるにあたり、
3 号館 2 階のフロアを
「SHARE
LOUNGE」にリニューアルいたしました。

SHARE LOUNGE は、
「発想が生まれ、
シェアする場所」をコンセプトとして、
2019 年 11 月に TSUTAYA
BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエアにオープンしました。シェアオフィスの機能性とラウンジの居
心地のよさを併せ持つこの空間は、コロナ禍で働き方が大きく変化した時代背景もあり、お客様からの
支持を得て、その後 TSUTAYA 田町駅前店、二子玉川 蔦屋家電など 13 の拠点に広がっています。
■SHARE LOUNGE 店舗一覧：https://sharelounge.jp/
「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。

リモートワークが常態化し自宅でもカフェでもどこでも仕事ができるようになった現在だからこそ、
アイデアソースとなる本が豊富な書店や居心地の良い空間など、インスパイアされる環境で仕事をした
いというニーズが高まっていることを実感しています。この顧客ニーズを受け、CCC の蔦屋書店カンパ
ニーでは、この先、首都圏に 100 の SHARE LOUNGE を展開する方針を掲げています。
そのフラッグシップが、今回オープンした代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE です。代官山 蔦屋書店
のコンシェルジュが選んだ書籍に囲まれ、窓外の緑が眺められる、居心地の良さと知的な刺激のある空
間で「個人の時代における働き方の自由」を応援してまいります。
また、「使い方の自由」も SHARE LOUNGE のユニークな特徴です。「オーガニック&ナチュラル」
をテーマにしたドリンク・スナック類は、お好きなだけお楽しみいただけますので、お仕事・お打合せ
だけでなく、カフェとしてもバーとしてもご利用いただけます。

代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE 10 の特長

1.

代官山 蔦屋書店の中でも最も居心地のいい、緑に囲まれた開放的なフロアです。
四方の大きな窓からは代官山 蔦屋書店のある代官山 T-SITE の木々や旧山手通りを眺められます。
陽光のたっぷりと入る開放的なフロアすべてを SHARE LOUNGE にリニューアルいたしました。

2.

朝 7 時から開いています。夜 10 時までお使いいただけます。
朝は、クリエイティビティと知的生産性が高まる時間帯。代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE は 7
時からオープンしてみなさまをお待ちしています。

3.

窓際には、1300mm ワイドの広々デスクをご用意しました。
代官山 T-SITE のケヤキの緑を目の前にする窓際の席は、リニューアル前から一番人気のエリアで
した。そこに、1300mm 幅のデスクを設置しています。おひとりで資料を広げてゆったりお仕事で
きるだけでなく、2 名様でのご利用にも適しています。

「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。

4.

オーガニック&ナチュラルなドリンク・スナックがございます。
ご自身でおつくりいただけるスムージーをはじめとした 17 種のジュースやコーヒーなど全 25 種の
ドリンク、代官山で評判の高いベーカリーのパンや 21 種のスナックをお好きなだけお楽しみいた
だけます。スパークリングワイン、クラフトビールなどアルコールもご用意しています。

5.

多彩なイベントを開催します。
最大 100 人規模のイベントスペース「Session:」で多彩なイベントを開催します。
SHARE LOUNGE のお客様がインスパイアされるコンテンツを企画し、参加者のコミュニティが生
まれるきっかけをつくります。

「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。

6.

「コンパクトな代官山 蔦屋書店」がラウンジ内に。コンシェルジュが厳選した 3500 冊が並びます。
ラウンジ内には、代官山 蔦屋書店のコンシェルジュが選んだビジネス書、建築やアートの書籍など
3500 冊が並び、ご自由に閲覧いただけます。700 冊のビジネス書をはじめ、代官山 蔦屋書店のエッ
センスをぎゅっとコンパクトにしたライブラリーです。
「日本文化の部屋」
「自然科学の部屋」など、
小部屋ごとに本ジャンルが違うので、お好きな世界観の小部屋を選んでお過ごしください。

7.

動画配信、オンライン会議にも使用できる個室を備えています。
動画配信ができる機材をそろえた個室がございます。オンライン・オフラインの会議にもご利用い
ただけます。

「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。

8.

アプリで予約も決済も。ストレスフリーなスマートチェックイン・アウトが可能です。
アプリで簡単に予約・決済、QR コードをかざすだけのスマートチェックインをしていただけます。
クレジットカードのご登録後は、スマートチェックアウトもご利用いただけます。

9.

平置き 120 台の駐車場がございます。
代官山 T-SITE には、スムーズに停めていただける平置きの駐車場が 120 台ございます。

10. これら充実の設備・機能を会員制ではなくどなたでもお使いいただけます。
会員制ラウンジのようなサービスと設備をドロップインでお使いいただけるのが SHARE LOUNGE
の魅力です。

代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE
https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/share-lounge/

住所：東京都渋谷区猿楽町 17-5
代官山 蔦屋書店 3 号館 2 階
営業時間：7:00～22:00
面積・席数：200 坪・187 席

「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。

代官山 蔦屋書店
店舗 HP： https://store.tsite.jp/daikanyama/
住所：東京都渋谷区猿楽町 17-5
電話番号：03-3770-2525
営業時間：9:00～22:00（閉店時間については変更する場合がございますので、お問い合わせください）

＜参考資料＞
SHARE LOUNGE 展開店舗一覧 （

）内はオープン年月

TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエア（2019 年 11 月）
TSUTAYA 田町駅前店（2020 年 7 月）
湘南 T-SITE（2020 年 7 月）
TSUTAYA BOOKSTORE 福岡空港（2020 年 9 月）
TSUTAYA 牧野高校前店（2020 年 10 月）
TSUTAYA 新道東駅前店（2020 年 11 月）
二子玉川 蔦屋家電（2021 年 2 月）
TSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店（2021 年 8 月）
蔦屋書店 新潟万代（2021 年 8 月）
TSUTAYA BOOKSTORE 松山店（2021 年 8 月）※台湾・台北市
TSUTAYA 福岡西新店（2021 年 10 月）
TSUTAYA BOOKSTORE 名鉄名古屋（2021 年 12 月）
代官山 蔦屋書店（2021 年 12 月）

計 13 店舗（国内 12 店舗、海外 1 店舗）

本件に関するお問い合わせ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
広報／元永
℡：03-6800-3570

「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。

