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大人の部活が生まれる、街のシェアスペース 

 

 

  

いよいよ本格稼働！10月 22日（水）グランドオープン！ 

BUSHITSU（部室）区画の一般募集開始！ 
 

10月 22日（水）19:30～ グランドオープンイベント開催！ 

 
株式会社リビタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：南佳孝）が企画・プロデュース・運営する、「大人の部活が生まれる 街のシェアス

ペース」をコンセプトにした施設「BUKATSUDO」（ローマ字表記、読み：ぶかつどう）は、10 月 22 日（水）にグランドオープン致します。

グランドオープンに合わせて、当施設最大の特徴でもある「BUSHITSU」区画の稼働・一般募集を開始いたします。 

また、グランドオープン当日は、6 月のプレオープン以降、当施設を利用いただいた方々の中から生まれた、各種部活動のご紹介の展示・パ

フォーマンスをご用意したオープン記念イベントを開催致します。 

世界各国のごはんを研究・体験する「世界のごはん部＆スパイス部」のケータリング＆ワークショップや「スーツを脱いで旅に出よう！」を

テーマに活動する「TRAVELIN-BU」の活動報告等、各種部活に合わせてご用意しておりますので是非お楽しみください。 

 

株式会社リビタでは、6 月のプレオープン後開催してきた各種講座やイベントにご参加頂いた方に、アンケートやワークショップなどを通じ

てこの施設での部活としての活動意欲を吸い上げ、また個別にその活動支援の準備を進めてまいりました。私たちはそのような過程を経て生ま

れようとする活動を施設側から支援・協力していく体制を整え、各種活動を誘発・活性化して参ります。 

さらに、こうした方々以外にもすでに何かの活動を他所で行われている各種団体・個人からの施設利用の要望を数多く頂いているため、

「BUSHITSU」区画の一般募集（一般募集区画：6 区画）もあわせて開始いたします。（※募集概要は後記） 

既に多くの方にご利用いただいている「ホール」「キッチン」「スタジオ」「コワーキングスペース」等に、当施設の最大の特徴でもある

「BUSHITSU」区画の稼働が加わることで、街のサードプレイスとしてさらなる活発な活動を展開してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未知の発見や仲間との出会いから、趣味の集いや街を豊かに変える活動が、はじまり、うごきだす。 

私たちはそのような、大人の日常を豊かにする活動をあらためて、愛をこめて「部活」と呼ぶことにしました。 

日常の楽しみ方は無限です。BUKATSUDO は、自由な「部活」の拠点でありたいと考えています。 

www.bukatsu-do.jp 

 

※ご取材の際は、別紙 FAX返信用紙に必要事項をご記入の上、10月 21日（火）までにご返信頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

ニュースリリース・取材のご案内 2014 年 10 月 7 日 

http://www.bukatsu-do.jp/
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■グランドオープンイベント概要 

 

[日 時] 2014年 10月 22日（水）19:00開場 19:30開始→21:30終了 

[場 所] BUKATSUDO   

[参加費] 無料 ※ドリンクはキャッシュオンにて販売  

[内 容]  

 

 □リビタからのプレゼンテーション 

  →BUKATSUDO の概要・コンセプト  

  →プレオープン期間の利用状況及び各種活動の報告 

  →今後の運営予定等  

 

□BUKATSUDOで行われている各種活動の紹介（展示・パフォーマンス等） 

  ※予定されている活動の一部ご紹介 

 

世界のごはん部＆スパイス部（国際協力・食） 

【活動内容】 

「食から世界を知る」をテーマに世界各国の食材などを用いたごはんを研究・体験することで真の国際 理解を深めていく活動。 

今回はスパイス部とのコラボ。 買っても余ってしまうことの多いスパイスの使い方や歴史を料理、お酒、効能など多方面から美味しく

アプローチしていく予定。 

⇒ 活動日程：不定期（月１活動予定） 

 

BUKATSUDO-YOGA部（健康・美容） 

【活動内容】 

複数のインストラクターが BUKATSUDO の STUDIO を利用して行われているヨガ講座のスピンオフ部活。 

BUKATSUDO を飛び出しドックヤードガーデンや横浜の気持ち良いスポットを楽しく健康的にめぐる活動となります。 

⇒ 活動日程：不定期 

 

エシカル部（環境・社会貢献） 

【活動内容】 

エシカル部では、チャリティー飲み会や、オシャレな洋服交換会など、社会貢献ができるイベントを実施。 

また、社会起業家など素敵な活動をしている人をお招きしてワークショップなども行う予定。 

⇒ 活動日程：不定期 

 

TRAVELIN-BU（旅・地域） 

【活動内容】 

リビタのシェア型賃貸住宅「シェアプレイス東神奈川 99」に住むコピーライター・フォトグラファー・WEB ディレクター・アイドル

マネージャー・ソーシャルサーファーなどといった仕事も趣味もちがう 5 名が「旅」という行為を通して各地域で様々なプロジェクト

を仕掛けていくという活動。今後は「スーツを脱いで旅に出よう！」をテーマとしここ BUKATSUDO を拠点として新規部員の募集活

動や発表展示などを行っていく予定。 

⇒ 活動日程：不定期 

 

 

 □その他 

→当日は【green drinks 横浜】も同時開催！ 

アウトドアブランド Snow Peak（スノーピーク）横浜みなとみらい店とのコラボによる BUKATSUDO という

施設ならではの「インドア CAMP」ワークショップの開催を予定しております。 

※「green drinks」とは？ グリーンやサステナビリティをテーマにした飲み会、ニューヨーク・パリ・北京をは

じめ、アルゼンチンからジンバブエまで、世界の 800 都市以上で開催されているグローバルなネットワークです。 
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■BUSHITSU区画募集概要 

 

BUKATSUDO には、法人・個人問わず、様々なコミュニティ活動の拠点としてご利用頂ける月額レンタルスペース BUSHITSU がありま

す。いよいよ 10 月 22 日（水）より、全 13 区画のうち６区画の一般募集を開始。各自の活動に関わる事務所やアトリエ、コレクション

スペース、展示、ワークショプ、たまり場など様々な用途にご利用いただけます。  

 

【募集区画：6区画】 

・専有面積：6.5㎡から 12.2㎡ 

・価格：50,000円～92,500円（税別）／共益費込、1ヶ月の金額 

※部室区画での法人登記はできません。     ※契約に関しては施設側審査があります。 

※2014 年 11 月 1 日より入居・利用可能。 ※物販行為を行うことはできません。 

 

＜BUSHITSU契約者様の特典＞ 

①共用部（アトリエ）の無償利用  

隣接するアトリエスペースを共用部としてご自由にご利用頂けます。※専有利用の場合には有料となります。  

②時間貸しレンタルスペースの割引利用（20%OFF）  

HALL や KITCHEN、STUDIO、BOOTH、ROOM 等の BUKATSUDO 内にある様々な時間貸しレンタルスペースを割引価格でご利用頂けます。   

③コーヒースタンドの割引利用  

④BUKATSUDO交流会への参加  

 

内覧ご希望の方は、①氏名 ②内覧希望日時 ③活動内容を明記の上、info_bukatsu-do@rebita.co.jp までメールをお送りください。 

   

 

BUKATSUDO とは 
横浜・みなとみらいの造船ドック跡地「横浜ランドマークタワー ドックヤードガーデン（国

重要文化財）」に、「大人の部活が生まれる、街のシェアスペース」をコンセプトに誕生したシ

ェアスペース。株式会社リビタが事業主として企画・プロデュース・運営しています。また、

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が推進する「ドックヤードガーデン活用事業」として、

横浜市の文化芸術創造都市施策の具現化に寄与する、公民連携プロジェクトです。 

施設名称「BUKATSUDO」の DO には、「動」や「道」、「DO」に加えて、「堂（人々が集う

場所）」の意も込められており、約９万人のみなとみらいのオフィスワーカーや、居住者、来街

者等の市民が肩書きをはずして集い、日常を豊かにする趣味の活動や、街を豊かに変える活動

（＝部活）が生まれ、動き出す場となることを目指しております。 

 

★6月プレオープン後の各種講座・イベントの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦坂木版学校の夏季講習 

8 月最後の土曜日に彦坂木版工房のお二人による木

版画の学校の「夏期講習」を開催。夏期講習という

ことで、カラーの木版画で「アイスキャンディー」

を描くワークショップを行い、参加者の方には夏休

みの工作の宿題を終えた子供みたいに、小さな達成

感を味わっていただきました。 

デザインカレー部 

東京カリ～番長 水野仁輔さんによる、スパイスを使

って簡単で本格的なカレーを作るための実践型のレ

ッスンを開催。「レモン色のカレーをつくろう」をテ

ーマにカレーの色に着目し見た目でも楽しめるレッ

スンを行いました。 

これからの本屋講座 

B＆B や BUKATSUDO のクリエイティブディレク

ションも務める内沼晋太郎さん（numabooks）を

お呼びして、これから広い意味での「本」を扱う

人＝「本屋」をめざす人のための講座を 8/30（土）

から全 5 回開催致しました。 

mailto:info_bukatsu-do@rebita.co.jp
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施設の概要 

名称  BUKATSUDO（ローマ字表記、読み：ぶかつどう） 

所在地 横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号 ランドマークタワー ドックヤードガーデン内 地下１階区画 

面積  ８１７㎡（２４７坪） 

施設用途 レンタルスペース（スタジオ、シェアキッチン、アトリエ、ミーティングルームほか） 

会員制ワークラウンジ、レンタル部室、コーヒースタンド、貸ロッカー・倉庫 

営業時間 月～金  7：00～23：00 

土日祝 10：00～22：00  

(お盆年末年始休業) 

交通  みなとみらい線「みなとみらい」駅徒歩3分、JR市営地下鉄「桜木町」駅徒歩5分  

URL  http://bukatsu-do.jp 

Facebook www.facebook.com/bukatsudo.yokohama 

Twitter twitter.com/bukatsu_do 

 

 

株式会社リビタについて 

「リノベーションで暮らしをかえる」をテーマに、既存建物の改修・再生を手がける会社として設立。リノベーション分譲事業やリノベー

ションコンサルティング事業のほか、シェア型賃貸住宅の企画、運営、PM・サブリース事業を手がけています。現在リビタが運営するシェ

ア型賃貸住宅「シェアプレイス」シリーズは、都内近郊に１３棟８３５室。商業・オフィス・住宅からなる原宿神宮前のシェア型複合施設「THE 

SHARE」、UR 団地を再生した多世代交流・地域連携が盛んなシェア型賃貸住宅「りえんと多摩平」、印刷工場をオフィス商業複合施設にコン

バージョンした港区海岸「TABLOID」など、エポックメイキングなプロジェクトの企画・プロデュース・運営も多く、また直近では、横浜

市内で全 99 室のシェア型賃貸住宅「SHARE PLACE 東神奈川 99」をオープンいたしました。本事業では、これまでに培ったコミュニティ

醸成の企画力や運営ノウハウを活かして、事業主として企画・プロデュース・運営を行います。2012 年より、京王グループ。 

 

名称   ：株式会社リビタ 

設立   ：2005 年      

代表取締役：南 佳孝 

住所   ：東京都渋谷区渋谷 2－16－1    

URL   ：www.rebita.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

原宿神宮前「THE SHARE」      築 50 年の UR 団地再生「りえんと多摩平」   オフィス商業複合施設「TABLOI 
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「「BBUUKKAATTSSUUDDOO」」ググラランンドドオオーーププンンイイベベンントト  

  
 

 

 
 

■日時：10月 22日（水） 19：30～（受付 19：00～） 

■受付：ランドマークタワー ドックヤードガーデン内 地下１階区画 受付 
 

※必要事項をご記入の上、10月 21日（火）までにご返信頂きますようお願い申し上げます。 

※撮影場所は先着順でご案内させていただきます。 

 

＜個人情報のご記入にあたって＞ 
ご記入頂きました個人情報は、今回の記者発表会関連の出席者管理・ご連絡のみに利用させて頂きます。記者発表会関係者以外の第三者への提供・預託はおこない

ません。本返信状への個人情報の記入に関しましては、同意頂けた場合にのみご記入・ご返信をお願い致します。当社の個人情報保護方針、並びに個人情報の取り

扱いに関するお問い合わせは privacy@vectorinc.co.jp までお願い致します。 

BUKATSUDO PR事務局（大庭・後藤・浜木）行 

FAX : 03-5572-6075 

ＦＡＸ返信用紙 

ご出欠

御社名
貴誌・紙名

番組名

取材当日の代表者
ご同行者人数

（ご本人様含む）

ＴＥＬ ＦＡＸ

携帯電話 メールアドレス

撮影 台数

掲載・露出

予定日

備考欄

　　　　　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　台　 スチール　　　　　　ムービー

　　　　　　　月　　　　　日 （　　　）　

ご欠席

取材に関するご要望などございましたらご記入ください。

ご出席


