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定期交流会がハロウィンに！仮装して大盛り上がり！
平成30年10月30日、定期交流会が開催されました。
毎月開催されている交流会ですが、今回はハロウィン前日ということで仮装OKのハロウィンパーティーに。運営側の予想を超え
るほど多くのお客様に仮装していただき、これまでの交流会とは違う盛り上がりとなりました。
ゲストスピーカーのキヤノンマーケティングジャパン（株）様による新規事業のプレゼンテーションや、会員の皆様の事業紹介スピ
ーチの時間を設け、より多くの方々のお話を聞くことができる交流会となりました。
（左）
全員で集合写真。
思い思いの仮装
を楽しんだ。
（右）
参加者によるスピ
ーチタイムの様子。

商品紹介コーナーを設置
BBC会員の皆様が取り扱う商品を展示
するコーナーを設置しました。
商品のPR等にご使用いただけます。
展示をご希望の方は、受付スタッフまで
お申し付けください。スペースには限りが
あり、すべてのご要望にお応えできない
場合もありますのでご了承ください。

「ChargeSPOT」導入開始
11月より「ChargeSPOT」（チャージスポ
ット）の導入を開始しました。
「ChargeSPOT」は、日本初の持ち運び
可能なスマホ充電器シェアリングサービ
スで、スマホアプリを使用して手軽に充
電器を借りることができます。
受付カウンターにて稼働中です。

こちらは広告スペースです。広告掲載をご希望の方は受付スタッフまでお問い合わせください。

「WORLDLIBRARY」の絵本
会員限定でレンタル可能に
世界の絵本を子どもたちに届ける
サービス「WORLDLIBRARY」の
絵本を受付カウンター下に設置し
ました。こちらの絵本は会員限定
でレンタルが可能となっています。
お子さまやお孫さんへの絵本の読
み聞かせに、ぜひご利用ください。
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11月定期交流会を開催しました
平成30年11月28日、定期交流会を開催しました。
通常開催の今回は、ゲストスピーカーとして、株式会社あしたの
チーム様に「人事評価制度」についてプレゼンテーションをして
いただき、また会員では高橋様、綱島様にご自身のビジネスにつ
いてお話しいただきました。
今回は、会員以外の一般のお客様にも多くご参加いただき、ビズ
ビーチの魅力をお伝えできた交流会となりました。
定期交流会は毎月1回のペースで今後も続いていきます。プレゼ
ンテーションや商品PRなどご希望の方は受付スタッフまでお声が
けください。引き続き、皆様のご参加をお待ちしています。

迎

WEBにて会員紹介ページ
をスタートします
BBC会員の皆様の新たな交流・PRの
場として、BBCWEBサイトにて、1月より
会員紹介ページをオープンすることに
なりました。
こちらは貴社のPRや新規ビジネスへの
発展を目的としたページとなります。
BBC会員であればどなたでもご利用い
ただけます。掲載をご希望の方は受付
スタッフまでお声がけください。
用紙へのご記入と写真素材のご提供だ
けで簡単にご利用いただけます。
ぜひご利用ください。

商品紹介「ソーラーパフ」
株式会社アルガリ様より「ソーラーパフ」
のご紹介です。
この商品はソーラー充電が可能な携帯
用LEDランタンです。コンパクトに収納
でき、8時間の充電で12時間点灯します。
LEDを使用しているため、火傷や火事
の心配がありません。お子さまからお年
寄りまで安全にご使用いただけます。
東京都の防災備蓄品としても採用実績
が多数あり、今注目の製品です。
1月より商品紹介コーナーに陳列します
のでぜひご覧ください。

12月 & 1月 アースフレンズ東京Z HOME GAME
12/22（土）、23（日）
1/15（火）
＠片柳アリーナ（日本工学院） ＠大田区総合体育館
VS 広島ドラゴンフライズ VS 金沢武士団

春

年末年始 営業時間のご案内
biz BEACH CoWorkingの年末年始
の営業時間をお知らせします。ご不便
をおかけしますが、ご了承くださいます
ようお願い申し上げます。
年末年始の営業時間
12月28日（金）
12月29日（土）
12月30日（日）
12月31日（月）
11月11日（火）
11月12日（水）
11月13日（木）
11月14日（金）

9:00～12:00
休
業
休
業
休
業
休
業
休
業
休
業
通 常 営 業

1 月定期交流会（新年会）のお知らせ
素材待ち

こちらは広告スペースです。広告掲載をご希望の方は受付スタッフまでお問い合わせください。
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開催しました！

平成30年12月21日に忘年会（クリスマスパーティー）、平成31年1月
23日に新年会を開催しました。
忘年会と新年会は多くのお客様がご参加くださるイベントとなっており
今回の開催も例外なくたくさんのお客様にご来場いただきました。
忘年会はクリスマスが近かったこともあり、シャンパンやケーキ、プレ
ゼントをご用意し、皆さんサンタ帽を被ってクリスマスを楽しみました。
新年会はガラリと雰囲気を変え、和テイストで。日本酒や書き初めコ
ーナーを設置し、お正月ムードに浸りました。
定期交流会は毎月1回のペースで今後も続いていきます。プレゼ
ンテーションや商品PRなどご希望の方は受付スタッフまでお声が
けください。引き続き、皆様のご参加をお待ちしています。

商品紹介コーナー リニューアルしました！
1月より商品紹介コーナーがリニューアルしました。
先月号でご紹介した株式会社アルガリ様の「ソーラーパフ」を展示中です。
また、受付エリアには、株式会社オアシススタイルウェア様の「ワークウェア
スーツ」も展示しています。ご試着もできますのでぜひお立ち寄りください。
biz BEACH CoWorkingでは、これからも会員様の取り扱い商品のご紹介
を積極的に行っていきます。ご希望の方は受付スタッフまでお声がけください。

ビズビーチ おすすめレストラン♪
biz BEACH CoWorkingの近くにあるおいしいレストランをご紹介します。

Trattoria M's （トラットリアエムズ）

東京都大田区蒲田 5-28-18 京急 EX イン B1F

TEL ： 050-5595-1172

Trattoria M's は、 JR 蒲田と京急蒲田のちょうど中間あたり、 さかさ川通りにあるイタリアンレストランです。 京急 EX イン
蒲田の地下 1 階にあります。 地下 1 階に降りるとおいしそうなイタリアンの香りでお出迎えしてくれます。 内観は明るく落ち
着いた雰囲気で、 家族とのディナーにも恋人とのデートにも◎。 奥にはガラスで仕切られた個室も完備。 大勢での飲み会
も気兼ねなくできます。 入り口左手のレジカウンターには 「おさかなマイスター」 の認定証が。 Trattoria M's はこの認定
証が示す通り、 おいしい 「おさかなイタリアン」 が味わえるレストランです。 新年会でご提供したのも M's 様のお料理です。

アースフレンズ東京Z
2/2(土)、3(日)
＠大田区総合体育館
VS 香川ファイブアローズ

2月 HOME GAME
2/9(土)、10(日)
＠大田区総合体育館
VS 青森ワッツ

2/21(木)、22(金)
＠大森スポーツセンター
VS 島根スサノオマジック

東京羽田ヴィッキーズ

2 月 HOMEGAME

1 月定期交流会（新年会）のお知らせ
2/9( 土 )、10( 日 )
2/2( 土 )、3( 日 )
素材待ち ＠大田区総合体育館 ＠大田区総合体育館

こちらは広告スペースです。広告掲載をご希望の方は受付スタッフまでお問い合わせください。

VS

アイシン AW

VS

トヨタ紡織
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biz BEACH WEBサイトに会員紹介ページができました！
以前より告知していた会員紹介ページがついにオープンしました。
この会員紹介ページは会員の皆様の事業や商品等をご紹介するページです。
会員同士の交流、新たなビジネスへのきっかけにしていただければ幸いです。
ページへの掲載は会員様であればどなたでもOKです。掲載方法は2つ。

① フォーマットに記入し写真データと合わせて提出
② スタッフによるインタビュー取材&撮影
会員様のご希望に沿わせていただきます。
掲載をご希望の方は受付スタッフまでお声がけください。

「おおた工業フェア」に出展
平成31年1月31日～2月1日開催の「おおた工業フェア」に、会員である大金
俊雄氏 （東京幻実株式会社/YELLOW8） と、前泊護氏 （売場計画ーものつくり絵師） が出
展しました。大金氏は当施設の交流会等でも振る舞わせていただいているコ
ーヒーを、前泊氏は鉄材や廃素材を使用したリサイクル雑貨の展示販売を行
いました。
PiOで開催されるイベントに出展される方はぜひスタッフにお声掛けください。
会員様向けにPRさせていただきます。
大金俊雄氏

前泊護氏

ビズビーチ おすすめレストラン♪
biz BEACH CoWorkingの近くにあるおいしいレストランをご紹介します。

Blanco （ブランコ）

東京都大田区蒲田 5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田 1F

TEL ： 03-6715-8388

今回ご紹介する 「Blanco」 は JR 蒲田東口、 アプリコの近くにあるスパニッシュレストランです。 カジュアルながらおしゃれ
な空間でおいしいお料理を味わえます。 「栗豚のパテときのこのサラダ」 「枝豆とシラスとゴルゴンゾーラのアヒージョ」 など
他では味わえないメニューがたくさん。 もちろんスペイン料理では定番のパエリアも絶品です。 どれもワインとの相性が抜群
なので、 ワイン好きはハマること間違いなし。 仕事帰りに同僚と 1 杯、 女子会にもピッタリのお店です。 皆さんも 「Blanco」
で気軽にスパニッシュを味わってみてください！

3 月 19 日（火）

アースフレンズ東京Z
次回交流会は 2月 HOME GAME
2/2(土)、3(日)
＠大田区総合体育館
VS 香川ファイブアローズ

2/9(土)、10(日)
＠大田区総合体育館
VS 青森ワッツ

2/21(木)、22(金)
＠大森スポーツセンター
VS 島根スサノオマジック

東京羽田ヴィッキーズ

2 月 HOMEGAME

開催予定
1 月定期交流会（新年会）のお知らせ
素材待ち

2/2( 土 )、3( 日 )
＠大田区総合体育館
VS アイシン AW

皆様のお越しをお待ちしています

こちらは広告スペースです。広告掲載をご希望の方は受付スタッフまでお問い合わせください。

2/9( 土 )、10( 日 )
＠大田区総合体育館
VS トヨタ紡織
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2月度の定期交流会を開催しました！
2月の定期交流会は、蒲田駅西口にある「和馳走 蔵屋」のお料理をご用意し、
ゲストに株式会社文祥堂様、東京工科大学学生有志団体「Design Team
OCTO」をお迎えしての開催となりました。
文祥堂様が手掛けるオフィス家具「KINOWA」のご紹介と、OCTOのメンバーに
よる活動報告をしていただきました。

Design Team OCTOのメンバー

株式会社文祥堂

「和馳走

井上さま

蔵屋」による彩り豊かなお料理

テーブルを囲んで、話は尽きません

オフィス家具「KINOWA」
交流会にて文祥堂様よりご紹介いただいた「KINOWA」についてbiz BEACH TIMESでも
再度ご紹介いたします。
「KINOWA」は、間伐材の丸太、角材、板材を素材のままの形で使ったオフィス家具です。
テーブル、スツール、シェルフ、照明とオフィスに必要なものがラインナップされており、シ
ンプルかつスタイリッシュなデザインでおしゃれな空間を演出してくれます。
新しくオフィスを構えたい、オフィスをリニューアルしたい、そのような際はぜひ一度スタイ
リッシュなオフィス家具「KINOWA」をご検討いただければ幸いです。
「KINOWA」についての詳細はWEBサイトよりご確認ください。
https://www.bunshodo.co.jp/kinowa/

「GRADATION」-

Design Team OCTO Last Exhibition

「Design Team OCTO」の展示会が3月13日から17日まで、DESIGN FESTA GALLERYにて開催されました。

つい先日まで、biz BEACHで卒業制作を行っていた「Design Team
OCTO」の最後のデザイン展へ行ってきました。コンセプチャルなテー
マを持って活動していた彼らの思いが伝わる素晴らしい展示会でした。
皆さん4月からは就職されるということですので、今回の展示会を持ってチームも解散になるそうです。ただ、頼もしい後輩たち
が育ってきているとのことですので、このような活動がまた生まれてくるかもしれませんね。
biz BEACHでは短い時間のお付き合いでしたが、彼らの未来は明るい！と感じました。（フロアマネージャー・青木幸典）
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「インドア花見＠biz BEACH」を開催しました！
3月19日、池上にある「フラワーショップ ニコ - Flower Shop wnico」さんに
ご協力いただきビズビーチの中で桜を楽しむ「インドア花見」を開催しました。
天井から降り注ぐ桜や小さな花瓶に生けた桜、様々な桜と共にお酒と食事を
楽しむ時間となりました。
おみやげには三色団子をご用意。当日飾った生花の桜も参加者の皆様にお持
ち帰りいただいたので、きっとご自宅でも楽しまれたのではないでしょうか。

桜と三色団子をおみやげに

天井には立派な桜が

会員紹介ページ

最新情報

ビズビーチオフィシャルWEBにて掲載中の「会員紹介」ページの最新情報です。
現在、内田さま、富澤さま、三重野さま、加納さま、島田さま、楠目さまをご紹介して
います。会員の皆様がどんなキャリアの持ち主で、現在どのようなお仕事をされてい
るのか、ぜひ一度ご覧ください。
気になる会員様がいらっしゃった際は、受付スタッフにお声がけいただければご紹介
の機会を設けさせていただきます。また、こちらのページに掲載をご希望の方も、受付
スタッフまでお声がけください。

エンタメビジネスから学ぶ 絶対！社会で役立つ 自分磨きのスペシャル講座
5月18日と6月1日に2回連続で行われるセミナーのお知らせです。
社会に出て誰もが直面する「人間関係」。今回は社会で活動するうえで必ず役に立つ
「良好な人間関係を作るワザ」をエンタテインメントビジネスをモデルに興味深く・わか
りやすくレクチャーします。これから社会で活躍していく若手（25歳以下）を対象とした
セミナーです。学生、若手社会人のお知り合いがいらっしゃいましたら、ご案内いただけ
れば幸いです。
第1回
5/18（土）13:00 ～ 15:00
① 講座オリエンテーション
② 特別ゲスト講座 佐藤大和 弁護士
③ 自分発見「オリジナル・アセスメント3HQ」実施

第2回
6/ 1（土）13:00 ～ 15:00
① 特別講座 元ビクターエンタテインメント社長 澁谷敏旦
② 実践的コミュニケーションワークショップ
③ 自分発見「オリジナル・アセスメント３HQ」結果と解説

お申し込みはメールまたはPeatixでの受付となります。
メール：entry@bizbeach.jp
Peatix：https://peatix.com/group/6944627

