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（和文）福岡市博多区においてユネスコ無形文化遺産の博多祇園山笠、舁山、飾山や櫛田神社を訪問する際には
福岡や博多のホテルの選択肢に限らず、中洲川端駅から徒歩3分と利便性の良いコミュニティ型ホステルWeBase
博多の利用もご検討下さい。また福岡ドーム（ヤフオクドーム）や福岡コンベンションセンターマリンメッセ福岡などで
開催されるジャニーズ、ミスチル、ドリカム、V6 コンサートCONCERTやキャナルシティ博多を訪れる際もご利用下
さい。またWeBase 博多の姉妹施設のWeBase 鎌倉は鎌倉大仏や由比ヶ浜海岸にも近いので鎌倉を訪れる際は
ぜひご利用下さい。
（キーワード）インバウンド, Inbound, コミュニティ, 新たな人のつながり、New Community Connections, 

（英文）When you visit Hakatayamakasa with ornaments of the UNESCO Intangible Cultural 
Heritage, Kaki Yamakasa, Kazari Yamakasa and Kushida Shrine, in Hakata-ku of Fukuoka City, 
not only the choice of the hotel of Fukuoka and Hakata, please try a 3-minute walk and the 
use of good community type hostel WeBase Hakata of the convenience from Nakasu-Kawabata 
Station. In addition, please use it when you visit concerts of Johnny's, Mr. Children, DREAMS 
COME TRUE and V6 held in Fukuoka Dome (Yahoo! Auctions dome) or Fukuoka convention 
center, Malin Messe Fukuoka and Canal City Hakata. In addition, please use the WeBase
Kamakura of brothers facilities WeBase Hakata with occasions of visiting to the Kamakura 
Great Buddha and the beautiful Yuigahama beach.

（韓国語）후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구에 있어 유네스코 무형 문화유산의 하카타기온야마가사(여름
축제), 여산, 식산이나 쿠시다 신사를 방문할 때 후쿠오카나 하카타의 호텔의 선택사항에 한정하지 않고, 
나카스 카와하타역으로부터 도보 3분으로 편리성의 좋은 커뮤니티형 호스텔 WeBase 하카타의 이용도
검토해 주세요.또 후쿠오카 돔(야후오크좀)이나 후쿠오카 컨벤션 센터 마린 메시지 후쿠오카등에서
개최되는 쟈니즈, 미스틸, dreams come true, V6콘서트 CONCERT나 캬 널 시티 하카타를 방문할 때도
이용하십시오. 또 형제 시설 WeBase 하카타의 자매 시설 WeBase 카마쿠라는 카마쿠라 대불이나
유이가하마 해안에도 가까워 카마쿠라 숙박때는 이용하십시오.

昨今アジアからLCCや外航船が数多く乗り入れ、国際会議開催でも存在感

を増す福岡市には、日本最古の港湾都市として築き上げた多様な文化と歴史

これを支える人々の気風が漲っており、世界の若者が集う文化交流及び情報

発信源としてのコミュニティ型ホステルの可能性を強く感じました。

そこで産学連携先の京都造形芸術大学のヤノベケンジ様に相談した結果、

福岡市と『WeBase 博多』を象徴するモニュメント『SHIP’S CAT』を考案頂き、

また施設の外側に勢いよく飛び出すパブリックアートのダイナミックな造形に

ついても福岡市様にご賛同頂きました。

『SHIP’S CAT』除幕式には福岡市長 高島 宗一郎様と 作者ヤノベ ケンジ様

にご列席賜り、除幕風景はマスコミ各社によって数多く報道されました。また、

福岡アジア美術館において開催させて頂いたレセプションには福岡市副市長

中園政直様、京都造形芸術大学 ヤノベケンジ様、サンセットライブプロデュー

サー 深町 健二郎様、博多祇園山笠土居流 中土居町の皆様にもご参列賜り、

関係者約百数十名様と共に活発な文化交流の機会となりました。

2017年6月28日

九州最大のコミュニティ型ホステル『ＷｅＢａｓｅ 博多』オープンのお知らせ

◆施設概要

施設名称： WeBase 博多

所在地： 福岡県福岡市博多区店屋町5-9 (地下鉄「中洲川端駅」より徒歩3分）

収容数： 164名 （チェックイン16:00 チェックアウト11:00）

客室詳細： キャビン4人用(1室16,000円税別～) 、2人用(1室8,000円税別～)

プレミアムキャビン2人用(1室9,000円税別～)

ドミトリータイプ34ベッド(1ベッド3,000円税別～、女性専用あり）

竣工： 2017年5月 鉄骨造9階建

面積： 敷地188.76㎡(57.09坪) 延床1135.04㎡(343.34坪）

運営： 株式会社WeBase（株式会社レーサム100％子会社）

URL: http://we-base.jp/hakata 6月14日（水）より予約受付開始＜開業2017年7月14日（金）＞

Facebook: https://www.facebook.com/webasehakata/
Instagram: https://www.instagram.com/webasehakata/

当社はお客様一人ひとりの価値創造の為、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」

http://we-base.jp/kamakura/index.html、2017年7月「WeBase 博多」を開設、2018年に「WeBase 京都」の開設を予定しております。

大航海旅の守り神『SHIP’S CAT』が日本最古の港湾都市・福岡市に登場

『SHIP’S CAT』（©2017 Kenji Yanobe）除幕式（6月20日） 左より作者ヤノベケンジ様,

博多祇園山笠の長法被姿は福岡市長 高島 宗一郎 様, その右手は当社代表田中剛

株式会社レーサム(東京都千代田区霞が関3-2-1、以下「当社」)は、世界を旅する若者が手頃な価格で長期滞在し旅先で多くの出会い

を楽しめるコミュニティ型ホステル『ＷｅＢａｓｅ 博多』を2017年7月14日、福岡市博多区店屋町に開設します。

外観・内装共に最古の港湾都市に相応しい船のイメージを追究

『WeBase 博多』開業記念レセプションを福岡アジア美術館で開催（6月24日）
左から福岡市副市長 中園 政直 様,ヤノベケンジ 様,福岡アジア美術館学芸課長ラワンチャイクン寿子様、福岡市経済観光

文化局理事渡邊恭順 様,中央はサンセットライブﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 深町 健二郎 様,中央右手の長法被姿は博多祇園山笠土居流

中土居町相談役の皆様,右手は当社代表田中剛,『WeBase 博多』支配人髙木友子

レセプションに先立ちパブリックアートと福岡に関するシンポジウム開催（6月24日）
左よりサンセットライブﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ深町健二郎様,福岡市副市長 中園 政直 様,ヤノベケンジ様, 当社副社長飯塚達也

◆『SHIP’S CAT』とは？

大航海時代、猫はネズミから食糧を守り、船員を癒す友として世界中を旅してきた。ヤノベケンジ

氏の彫刻作品『SHIP’S CAT』は、「旅の守り神」でもある猫をモチーフとし、日本最古の港湾都

市・福岡市と、世界の旅人をサポートするコミュニティ型ホステル『WeBase 博多』に相応しいモニ

ュメントとして制作頂いた。

◆作者ヤノベケンジ氏プロファイル 専門分野：現代美術・彫刻

京都造形芸術大学美術工芸学科教授 ウルトラファクトリーディレクター

1965年生。1991年京都市立芸術大学大学院美術研究科終了

ユーモラスな形態に社会的メッセージを込めた作品郡は国内外で高評価を獲得。当社との産学

連携プロジェクトに全面的にご協力頂き、『SHIP’S CAT』もその一環で制作頂きました。

除幕式直後に記者懇談会を実施。会場の『WeBase 博多』９階

ﾗｲﾌﾞﾗﾘには九州・福岡の旅行関係等の蔵書約1500冊を常備
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