
株式会社レーサム
石井清彦

R a y s u m  C o . ,  L t d .

株 式 会 社 レ ー サ ム

株式会社レーサム 代表取締役 田中剛
本社千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館36F

（和文）東京の雑踏を離れ、南へ小一時間の場所に、豊かな緑の山々と清清しい海岸線に抱かれ、過去800年以上前から
武家政権の首都として歴史を刻んできた鎌倉市がある。その海岸線でも出色の風景を誇る由比ヶ浜の目の前の海は
2020年オリンピックのセーリング会場となります。

またWeBase 鎌倉（ウィーベース）の姉妹施設のWeBase 博多も九州の福岡県を訪れる際はぜひご利用下さい。また京
都中心部の工芸職人の作業場と自宅の大豪邸の京町家を改修して宿泊施設とした「京都たわら庵」は京都の夜を堪能す
る拠点としてお薦めです。また世界遺産の清水寺の袂に位置する京都清水三年坂庵では、東山の豊かな緑に抱かれた京
都風情の自宅でゆっくり過ごせる感覚を味わえる宿としてどうぞ家族揃ってご利用下さい。
https://www.facebook.com/kyototawaraan/
https://www.facebook.com/kyotokiyomizusannenzakaan/

An easy escape south of Tokyo is to head for the seaside in Kamakura. You can come into the green 
mountains which are rich in the place of the front row time and the refreshing shoreline  of 
Kamakura that ticked away the history as a capital of the samurai family government for more than 
the past 800 years. The sea in front of the Yuigahama beach which is proud of prominent scenery 
on the shoreline becomes the sailing(including wind surfing) meeting place of the Tokyo Olympics in 
2020.
In addition, please use the WeBase Hakata Hostel of brothers facilities WeBase Kamakura with 
occasions of visiting to Fukuoka of Kyusyu. And we have repaired Kyo-Machiya Hercules‘s house 
which has been used as the workshop and the home house of the industrial arts craftsman of the 
Kyoto center. We recommend "the Kyoto Tawaraan" as as the best accommodations base 
thoroughly enjoying night of Kyoto.

（キーワード）インバウンド, Inbound, 人のつながり交流、New Community Connections, 
体験価値の提供, Offer the value of experience

希望の旅の守り神『SHIP’S CAT』、銀座 SIX クリスマスフェア 猫とアートとクリスマスに登場

～内外の旅行者の旅や冒険の希望と安全を願って～

希望の旅の守り神 《SHIP’S CAT (Black & Harbor)》 二体が GINZA SIX クリスマスフェアに登場

～世界のインバウンド旅行者の旅の希望と安全を願って～

2017年12月5日

株式会社レーサム（以下「当社」）が開発したコミュニティ型ホステル『WeBase 博多』玄関の内外を結ぶように設置された巨大な猫の彫刻作

品『SHIP’S CAT』の作者ヤノベケンジ氏が同じく2017年に制作した《SHIP’S CAT (Black)》と《SHIP’S CAT (Harbor)》の二体が内外の旅行者

が数多く訪れるホットスポット GINZA SIX 6F 銀座 蔦屋書店イベントスペースに、12月5日（火）登場しました。

黒猫《SHIP’S CAT (Black)》は本年福島で開催された「重陽の芸術祭」で、二本松城（霞ケ城）本丸跡に展示されていたもので、厄災を払い

幸福を呼ぶために制作されました。本展示後は故郷京都に帰還します。一方、白猫《SHIP’S CAT (Harbor)》は巨大なボラード（係船柱）の上

に設置されております。その造形に相応しく展示後は当社が2016年9月に開業したコミュニティ型ホステル『WeBase 鎌倉』に移設されます。

当社は日本各地のコミュニティの魅力を長期滞在しながら楽しめるコミュニティ型ホステルを展開しております。 『WeBase 博多』から始まっ

た《SHIP’S CAT》に込めた思いが、鎌倉、京都、日本各地を訪れる世界の人々の旅の希望と安全をサポートすることを願っております。

当社はお客様一人ひとりの価値創造を目指し、中長期安定リターンと流動性を担保する資産運用商品として他に類例のないコミュニティ型

ホステルの企画運営にも注力しており、2015年12月「エンブレムホステル西新井」（http://emblemhostel.com/ ）、2016年9月「WeBase 鎌倉」、

2017年7月「WeBase 博多」を開設、2018年以降に「WeBase 京都」、「WeBase 高松」の開設を予定しております。

株式会社レーサム広報室 03-5157-8879 pr@raysum.co.jp

◆施設概要

名称： WeBase 鎌倉 （ウィーベース 鎌倉、2016年9月開業）

所在： 鎌倉市由比ガ浜4-10-7（江ノ島電鉄「由比ヶ浜駅」徒歩3分）

収容： 160名

客室： ドミトリータイプ（1人3800円～）は4～10人収容タイプが中心

和室は12名まで収容可能、洋室は2～6人収容タイプ等

備考： 館内レストラン「Gent」では由比ヶ浜そよ風を楽しめるテラス席有り

竣工： 1993年築、鉄筋コンクリート造地上2階建（地下１階付）

面積： 敷地面積1,824.33㎡ （約553坪） 延床面積2,361.76㎡ （約716坪）

運営： 株式会社WeBase（株式会社レーサム100％子会社）

http://we-base.jp/kamakura/index.html （ホームページ）

https://www.facebook.com/webasekamakura/ （Facebook）

https://www.instagram.com/webasehostel/ （インスタグラム）

《SHIP’S CAT（BLACK）》 高さ３ｍX長さ4.8ｍX幅2.4ｍ

強化・育成合宿へ参加した大学生と日本ウインドサーフィン協会の加藤理事

◆施設概要

名称： WeBase 博多 （ウィーベース博多2017年7月開業）

所在： 福岡市博多区店屋町5-9（地下鉄「中洲川端」駅徒歩3分）

収容： 164名

客室： ドミトリータイプ(1人3,240円～）、キャビン2～4人用

から個室プレミアムタイプ等

備考： 施設9Fライブラリー・ラウンジには九州旅行本等1500冊収容

竣工： 2017年5月築 鉄骨造9階建

面積： 敷地面積57.09坪、延床面積343.34坪

運営： 株式会社WeBase（株式会社レーサム100％子会社）

http://we-base.jp/hakata/ （ホームページ）

https://www.facebook.com/webasehakata/ （Facebook）

https://www.instagram.com/webasehakata/ （インスタグラム）

《SHIP’S CAT（Harbor）》 高さ3.3ｍX長さ2.4ｍX幅2.4ｍ

SHIP’S CAT展示は 12/5（火）～12/28（木） GINZA SIX 6F 銀座 蔦屋書店 9:00-23:30 『WeBase 博多』前で記念写真！昭和21年創業古式生そば「ひさや」さん隣ヤノベケンジ先生が徹夜で陣頭指揮、当社社員も設営に参加

https://www.facebook.com/kyototawaraan/
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http://we-base.jp/kamakura/index.html
https://www.facebook.com/webasekamakura/
https://www.instagram.com/webasehostel/
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https://www.instagram.com/webasehakata/

