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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

当社は、情熱、挑戦、信頼、対話、スピード、チームワーク、ネットワークの人的資本を起点に、私たちにしかできないレーサムバリュー

を、質と量の両面で拡大し続け、お客様一人ひとりの価値創造に向けて、好リターン創り出してまいります。

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～

今夏「S H I P ’ S  C A T展」をパリで開催へ
～ 世 界 と つ な が る 新 た な コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成 を 目 指 し て ～

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

世界の人々と地域社会がつながる豊かなコミュニティを形成し、これを支えるサービスを創り出すことで、中長期に安定する資産価値

を創造することがレーサムのミッションです。（＊）SHIP’S CATとは、大航海時代、航行の安全を守る「船乗り猫」に着想を得て、世界の

旅人の安全と希望を願うWeBase 博多に相応しいパブリックアートとして、現代美術家ヤノベケンジ氏に制作頂いた彫刻作品です。コミ

ュニティホステルWeBase（ウィーベース）は、少子高齢化が進む日本社会と世界の若者の活力をつなぐ新たなコミュニティ形成を目指

す交流拠点です。その運営は、レーサム100%子会社WeBase（ウィーベース）が担っております。2017年まで鎌倉、博多を立ち上げ、

2018年以降は京都、高松、広島での開設を予定しております。

WeBase 京都 （物件概要）

所在： 京都市下京区岩戸山町

構造： 鉄骨造 地下１階地上4階建

築年： 2018年９月（新築）

面積： 敷地390.68㎡、延床1387.74㎡

用途地域等： 商業地域 （建蔽率 80% 容積率 指定400%）

2018年7月3日

鎌倉から 多民族都市 パリへ向け出航 ！

WeBase の SHIP’S CAT（左:鎌倉、右:博多）

◇ 世界と日本をつなぐ新たなコミュニティ形成へ

今や国境を超える旅行者数は年間で十数億人。その旅路

への原動力は異文化との交流体験にあり、経済要因を超

越する力を持ちます。これを踏まえ日本の現代アートと伝

統文化の和紙のコラボレーション企画を多民族と多文化

融合の先進都市パリのルーブル美術館サイドで紹介、世

界と日本をつなぐ上質なコミュニティ形成を目指します。

◇ SHIP’S CAT展と展示作品

日時：2018年8月22日（水）～28日（火）

場所：ルーブル美術館併設のカルーゼル・デュ・ルーヴル

主催：京都造形芸術大学、株式会社レーサム

後援：京都市

日本政府主催「ジャポニスム2018参加企画」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/ca_opr/page25_001191.html

展示作品は、WeBase 鎌倉 テラスの 「SHIP’S CAT 

(Harbor)」 、福島重陽の芸術祭に出品された「SHIP’S 

CAT (Black)」、そして本年10月オープンする WeBase 京

都 ホワイエに設置予定の「Picture scroll of SHIP’S CAT」

及び「SHIP’S CAT (Totem)」等。

◇ SHIP’S CAT X リベルテ = 双方向の文化交流

Picture scroll of SHIP’S CATは、SHIP’S CATの生みの

親で現代美術作家 ヤノベケンジ氏と 京都を拠点に世界

で活躍する和紙作家 堀木エリ子氏の共作で、和紙素材

の造形作品としては圧巻の、高さ2.7m x 幅7.8mの障子絵

巻です。

さらに2018年は、日仏友好160周年、京都パリ友情盟約締

結60周年の節目でもあり、フランスの日常文化ブーランジ

ェリーに着目、中でもパリ市内の1200店舗以上のブーラン

ジェリーで圧倒的な人気を誇り、地元密着を信条とする「リ

ベルテ・パティスリー・ブーランジェリー」京都店を10月に

開設します。

本日7月3日は、在京都フランス総領事館にてパリにおける

『SHIP’S CAT展』に関する記者会見を実施し、WeBase と

SHIP’S CATの生い立ち、パリ展覧会への思い、またパリ

の食文化を代表するブーランジェリー人気店リベルテを京

都に開設する点についてご説明しました。

株式会社レーサム（東京都千代田区霞が関） は、世界の旅人と地域コミュニティの交流拠点を目指すコミュニティホステルWeBase

（ウィーベース）のアイコンとなっているパブリックアート「SHIP‘S CAT」（＊）の展覧会を8月下旬、パリにて開催します。

在京都フランス総領事館にて記者会見を実施（7月3日）

https://www.facebook.com/kyototawaraan/
https://www.facebook.com/kyotokiyomizusannenzakaan/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/ca_opr/page25_001191.html
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