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三菱地所株式会社

シード～アーリーステージのスタートアップ向け 曜日貸し・複数拠点利用可能なサービスオフィス

「TOKIWA BRIDGE」グランドオープン
三菱地所株式会社は、「TOKYO TORCH」の一角にあるオフィスビル「TOKIWA ブリッジ」
（旧・JFE 商事ビル）の 13 階及び地下 2 階に、創業間もないスタートアップや大企業からのカーブア
ウト企業を対象とした新施設「TOKIWA BRIDGE」（約 1,100 ㎡）を 3 月 25 日にグランドオー
プンしました。
個人・企業の多様化したニーズに対応し、オフィスの「曜日貸し」のプランを用意したほか、大手
町・丸の内・有楽町・常盤橋エリアに所在する三菱地所の運営施設と連携し、入居企業・会員が連携
施設のラウンジやイベントスペースなど「複数拠点」を利用できるようにするなど、丸の内の様々な
ファシリティをスタートアップの目的に応じて使い分ける、新しいワークスタイルを支援します。
【TOKIWA BRIDGE の特徴】
・シード～アーリーステージのスタートアップ、大企業のカーブアウト企業向け共同利用オフィス
・「曜日貸し」「ホットデスク」などオフィス利用ニーズに合わせ利用プランをカスタマイズ可能
・複数のラウンジ利用やスタートアップ向け施設主催のイベント・セミナー参加が可能
・入居企業の製品・サービス等プロダクトを関連施設に積極導入。グループ各社との協業も支援

TOKIWA BRIDGE は、創業 7 年以内のシード
からアーリーステージのスタートアップ、創業 3
年以内の大企業のカーブアウト企業を対象にした
共同利用オフィスです。成長を続けるスタート
アップにとって、企業文化醸成や社員間交流の促
進、新たな人材の獲得等で必要となるオフィスを
フレキシブルな新しい契約・利用形態で提供する
ことで、事業成長の加速を支援します。
具体的には、いつでも共用スペースを利用でき
る「ホットデスクプラン」と、共用スペースに加
え個室も利用する「個室プラン」を用意。個室プランでは、月単位での利用のほか、特定曜日のみ個
室を利用できるプラン（曜日貸し）を設けるなど、様々な働き方に合わせて最適なプランをカスタマ
イズできます。また、地下 2 階には、モノづくりスタートアップ向けに共同で利用可能なワークス
ペース「TOKIWA GARAGE」やイベントスペースを設置しました。
なお、入居企業は、三菱地所が運営する常盤橋タワー3 階「MY Shokudo」のほか、新東京ビル 4 階
「Shin Tokyo 4TH ラウンジ」、大手町ビル 7 階「OTEMACHI BUILDING LOUNGE」などをいつ
でも利用できるほか、三菱地所が手掛ける他のスタートアップ向け施設（EGG JAPAN、Global
Business Hub Tokyo、FINOLAB、Inspired.Lab）やビジネスクラブ「東京 21c クラブ」が主催する
イベント・セミナーへの参加が可能です。
また、入居企業の製品やサービスなどのプロダクトを施設に積極的に導入することで、施設をショ
ーケースおよびアップデートの場として活用してもらい、入居企業の製品・サービスの社会実装を促
進するほか、当社グループをはじめとした企業との協業も支援します。

三菱地所はスタートアップ・ エコシステムの形成に向け、丸の内においては、海外成長企業や国内
先端スタートアップ企業を主な対象としたビジネス開発支援付きサービスオフィス「EGG JAPAN」
「Global Business Hub Tokyo」をはじめ、ファイナンシャルテクノロジーによるイノベーションを生
み出す国内初の FinTech 拠点「FINOLAB」、先端テクノロジーと大企業の新事業・研究開発を担う
チーム・人材が集まる「Inspired.Lab」のほか、アカデミアと連携し、東京大学の起業支援プログラ
ム「FoundX」向け施設や、東京医科歯科大学と共同運営する医療イノベーションハブ「TMDU
Innovation Park」を開設・運営しています。今回開設する TOKIWA BRIDGE は、これまで丸の内に
は少なかったシードからアーリーステージのスタートアップをまちに呼び込む役割を担います。
今後も、スタートアップの各成長段階に応じた施設・サービスを提供し、また、スタートアップに
は、既存アセットを含め、ハード・ソフトともに丸の内の経営資源を存分に活用してもらうなど、ス
タートアップエコシステムの拡充・発展に貢献してまいります。
■TOKIWA BRIDGE の利用形態と料金

※入居企業は、①会員種別を選択（共用スペースは何れの会員も、いつでも利用可能）②個室会員は、個室サイズ・利用単位（月単
位、曜日単位）に応じて個室料金を選択、オフィス利用ニーズに合わせたプランをカスタマイズできます

■入居企業・会員が利用できる連携施設

■TOKIWA BRIDGE における入居企業との協業事例
① 株式会社 PacPort：クラウド宅配ソリューション
「三菱地所アクセラレータープログラム 2020」にも採
択された物流業界のラストマイル問題を解決するソリュ
ーションプロバイダー。同社のソリューションを採用
した荷物認証型 IoT 宅配ロッカーを TOKIWA BRIDGE
にも導入し、増加するリモートワーク併用のオフィステ
ナント様の荷物受取ニーズに応えます。同一会社宛ての
荷物なら同一ボックスに複数回投函可能という特長によ
り、少ないボックス数の設置でも多くのテナント様の受
取に対応することができます。今後はロッカーに発送機
能も付与され、より利便性が向上する予定です。

② フォレストデジタル株式会社：没入自然空間「TOKIWA PARK by uralaa」
テクノロジーでウェルビーイングの実現を目指す同社
は、大型のマルチスクリーンによる映像やサラウンド音
響システム、自然のアロマ等を用い、屋内空間ながら森
や自然の中にいるような「ひととき旅」ができる空間型
VR、没入自然空間「uralaa」を開発・提供。同社サー
ビス「uralaa」を TOKIWA BRIDGE 地下 2 階の会議
室空間に導入しました。貸切での会議室利用のほか、開
放時はコワーキングスペースとして利用できます。いつ
もと異なる環境で仕事をすることで、利用者の気分転換
や没入自然空間によるインスピレーション創出を目指し
ます。

③ TRIBAWL 株式会社：顔認証「Machi Pass Face」と連携した入館管理
人間の五感にあたる画像・音声の解析技術、自然会話
技術及び各種センシングテクノロジーを活用し、アバタ
ー・アンドロイド・ロボティクスとの融合による、より
暮らしやすい社会の実現や様々な社会問題の解決に取り
組む企業。TOKIWA BRIDGE では、三菱地所の顔認証
サービス基盤「Machi Pass FACE」と連携し、本施設
の入館認証を実施。将来的には、連携施設の入館認証へ
の導入も目指します。

④ 株式会社 SoftRoid：工事現場の可視化・共有ツール
独自に開発したデバイスを用いて建築現場全体のデー
タ収集を行い、施工状況を可視化・分析するソフトウェ
アを提供。新丸ビル 10 階 EGG JAPAN の拡張リニュー
アル工事現場にも導入。画像認識技術・AI 技術を活用
し、360 度動画を解析・可視化、海外の設計会社と施工
段階における細部の確認や施工状況の確認などに活用し
ています。

■入居企業一覧（全 23 社：アルファベット順）

株式会社 Betterbound

企業向けミドルマネジメント自動化クラウド"YARIKIRI"の開発・提供

株式会社 GIG-A

外国人労働者向けサブスクバンキングサービスの開発・提供

Hmlet Japan 株式会社

住みながら新しい体験ができる賃貸住宅を提供

株式会社 MONO Investment

リテール金融事業者向けに業務効率化と投資提案の高度化を実現するサービスを提供

株式会社 Octa Robotics

ロボットと設備（エレベーター等）の連携インターフェースの提供

株式会社 PacPort

宅配ラストワンマイル課題に挑む、ソリューションプロバイダー

Rsmile 株式会社

不動産管理業務と地域作業者や工務店を繋ぐ、不動産管理効率化サービス「COSOJI」の開発・提供

株式会社 SIGNING

Social Business Studio for social innovation

株式会社 SoftRoid

建築現場でのデータ収集・分析・可視化サービス

SOMPO Light Vortex 株式会社

デジタル技術を活用した商品・サービスの企画、開発、販売

TRIBAWL 株式会社

人間の五感にあたる各種技術を使って人と AI・ロボティクスとの共生する社会を目指す企業

TRUST SMITH 株式会社

AI・ロボティクスの技術を活用したソリューション提供

Turing 株式会社

LV5 完全自動運転 EV を開発する AI テクノロジースタートアップ

株式会社 Youth Planet

SNS インフルエンサーを使った新卒・中途人材の紹介と、企業の採用コンサルティング

株式会社エーアイセキュリティラボ

SaaS 型 Web アプリケーション脆弱性診断プラットフォーム「AeyeScan」の開発・提供

オモテテ株式会社

生理ライフを快適にするサービス「unfre.（アンフリ）」事業等を展開

スタジオアンビルト株式会社

建築設計×テクノロジーで建築業界の革新を目指す企業

株式会社トクイテン

有機野菜の生産と自動化のための AI・ロボット開発

株式会社フクスケ

ニューリスク副業事故を防止するクラウド型副業制度サービスフクスケを運営

株式会社プロタゴニスト

WEB3.0 時代のブロックチェーンベースでの人材採用支援

株式会社ヘッジホッグ・メドテック

頭痛治療用アプリの開発・販売

フォレストデジタル株式会社

没入自然空間（空間型 VR）プラットフォーム「uralaa（うらら）」の提供

株式会社食のおくすり

「食」を通じて健康になることを目指した、予防医療・食育の推進

TOKIWA BRIDGE

https://tokiwabridge.com/

■（ご参考）丸の内のスタートアップ向け施設

xTECH ウェブサイト

https://xtech.mec.co.jp/
以上

○丸の内エリアのまちづくりコンセプト：「丸の内 Re デザイン」
三菱地所は、2020 年以降の丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）におけるまち
づくりを「丸の内 NEXT ステージ※」と位置付け、“人・企業が集まり交わることで
新たな「価値」を生み出す舞台”を創造していきます。「丸の内 Re デザイン」はその
実現に向け、まちづくりのあり方から変えていくコンセプトワードです。
※始動リリース：https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200124_marunouchinext.pdf

