
 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

220-8501 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 T 045 411 1111 F 045 411 1343 
URL：www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers/ 

FB：www.facebook.com/YokohamaBaySheraton 
TW：twitter.com/yokohamsherat Instagram：www.instagram.com/sheratonyokohama/ 

Wedding Instagram：www.instagram.com/sheratonyokohamaweddings LINE ID： sheratonyokohama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベシェラトン ホテル＆タワーズは、2021 年 PR ゕンバサダーに横浜 DeNA ベスターズ前

監督 ゕレックス ラミレス氏が就任し、2021 年４月 28 日(水)開催の就任式を皮切りに、商品企画へ

の参画およびホテル全般に関する商品・サービスの広報活動を本格的にスタートいたします。 

 

当ホテルは、ラミレス氏が横浜 DeNA ベスターズ監督時代である 2019 年 3 月より横浜スタジゕ

ム個室観覧席「NISSAN STAR SUITES」の運営に携わり、横浜 DeNA ベスターズと連携を図る中、

ラミレス氏とは公私ともに親交を深めてまいりました。2020 年 11 月、ラミレス氏が奥様と共に設

立された「一般社団法人 VAMOS TOGETHER」と合同開催した「クリスマスチャリテゖーオークシ

ョン“HOPE FOR SMILE ”」での成功を機に、地元横浜の地域社会発展に貢献していくビジョンを再

認識し、またその活動を後押し下さる多くのお客様の存在を身近に感じたことにより、長期戦に亘る、

新型コロナウルス感染拡大の渦中にある今、世の中に明るい話題が提供できないか、そして共に横

浜を愛する者同士、横浜から人々を元気にするメッセージを発信していきたいとの思いが通じ合い、

パートナーシップを提携することにいたしました。 

 

今後の活動としましては、ゕスリートとしての豊富な経験を有するラミレス氏が健康な身体づくり

を考え、ベーカーシェフと考案したプロテンバー「ラミちゃん BAR」を 2021 年 5 月 1 日(土)より

ホテルペストリーショップなどで発売開始するほか、優しいパパ〝ラミちゃん〟として子供の成長を

願い、洋食総料理長が手掛ける安心食材を使用した高品質な食品「ラミちゃん キッズサポートシリ

ーズ」もまもなく新商品が完成する予定でございます。 

 

横浜ベシェラトンは、この度 PR ゕンバサダーのラミレス氏を迎え入れ、ホテル経営理念である

「Best Smiles For You～最高の笑顔をあなたに～」の実現に向け、おもてなしの新たな価値をご提

案してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

アレックス・ラミレス氏、横浜ベイシェラトン公式 PR アンバサダーに就任 

「ラミちゃん BAR」等、ホテルとコラボレーション商品続々登場 

2021 年 4 月 28 日(水)就任式開催～本格的に活動スタート 

2021 年 4 月 28 日 

 

PR ゕンバサダーを務める〝ラミちゃん〟ことラミレス氏 



 

 

【ゕレックス・ラミレス氏 プロフゖール】1974 年 10 月 3 日生 ベネズエラ出身。ゕメリカ メジャ

ーリーグ ベースボールチーム「ンデゖゕンス」、「パレーツ」を経て、2001 年に日本プロ野球

球団 「ヤクルト スワローズ」へ入団。パワーヒッターとして同年ヤクルトのリーグ優勝と日本一に

貢献した。2008 年に「読売 ジャゕンツ」に移籍し、数々のタトルを手にした。 2012 年から

は「横浜 DeNA ベスターズ」に移籍し、 2013 年には外国人選手では史上初となる NPB 通算 

2000 安打を達成、唯一の名球会入りとなった。同年シーズンで現役を引退。引退後は、BC 群馬の

コーチ シニゕデゖレクター、オリックス巡回ゕドバザーを経て、2016 年より「横浜 DeNA ベス

ターズ」監督を務め、 10 年連続 B クラスに沈んでいたチームを 2017 年シーズンはセ・リーグ 3 位

からクラマックスシリーズを勝ち上がり、初の日本シリーズに進出。2020 年シーズンをもって退

任。監督退任発表当日に YouTube チャンネルを開設。開設からわずか 1 ヵ月で登録者数 16 万人を

突破する人気を博している。 

 

 
【一般社団法人 VAMOS TOGETHER 概要】 

一般社団法人 VAMOS TOGETHER とは https://www.instagram.com/vamostogetheryokohama  

ゕレックス・ラミレスさんが妻の美保さんと共に「一般社団法人 VAMOS TOGETHER」を設立。

障がい者と健常者が共に生きる社会を目指し、ダウン症やスペシャルニーズのある子供たちと健常

の子どもたち、誰もが一緒に楽しめるベントの企画などを行う。 

・Vision:  スペシャルニーズの才能と個性を最大限に引き出し自立した生活ができる社会へ 

・Concept: スペシャルニーズと健常者のお互いを理解しあう 

・Mission:  共に遊び、共に学べる環境を整え、個人の才能を見出す機会を提供する。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【プロテンバー『ラミちゃん BAR』概要】 

■販売期間：2021 年 5 月 1 日(土)～ 

■金  額：756 円 (税込み) 

■販売場所：ペストリーショップ「ドーレ」／ B1F 

■営業時間：10:00 - 19:00／月～土   10:00 - 18:00／日祝 

 ※ホテル公式オンランショップでも購入可 https://onlineybsh.thebase.in/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  障がい者と健常者が共に生きる社会を目指す 

 ラミレス氏とのコラボ企画 栄養も美味しさも満点「ラミちゃん BAR」 

https://www.instagram.com/vamostogetheryokohama
https://onlineybsh.thebase.in/


 

 

備考 

※記載料金には、サービス料(10％)・消費税が含まれます。 

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。 

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。 

※写真はメージです。 

 

【お客様からのご予約・お問合せ】 

レストラン総合予約 045-411-1188 (10：00～17：00） 

URL：https://portal.marriott.com/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers-

dining/pastry-shop-dorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェラトンホテル＆リゾートについて 

マリオット・ンターナショナルが展開するブランドであるシェラトンホテル＆リゾートは、世界の 70 に及ぶ国と地域に

展開する 450 軒以上のホテルで、ゲストが旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザン、

多岐にわたるチャンネルによるマーケテゖング、そしてサービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めて

まいります。詳細は www.sheraton.com をご覧ください。また、Facebook や Twitter(@sheratonhotels)、

Instagram(@sheratonhotels)でも情報を発信しております。シェラトンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッ

ツ・カールトン・リワード、スターウッドプリフゔードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログ

ラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグロー

バルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポントやエリート

ステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、

MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。 

マリオット・インターナショナルについて 

マリオット・ンターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、130カ国・地域に30のブランド、 合わせ

て6,900軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリテゖ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャズや、リ ゾートのオーナーシッ

プ・プログラムを展開しています。また、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリフゔ

ードゲスト（SPG）に代わり、現在ではひとつになった旅行プログラム、Marriott BonvoyTM （マリオット ボンヴォ）を提供していま

す。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.comをご覧ください。Facebook 

や Twitter (@MarriottIntl)、 Instagram (@MarriottIntl)でも情報発信しています。 

Marriott Bonvoy について 

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォ） は、旅が世界中の人々を豊かにし、世界を豊かにする力を持っているという

信念のもとに構築されたマリオット・ンターナショナルの新たな会員プログラムです。2019 年 2 月始動の Marriott 

Bonvoy は、「マリオット リワード」、「ザ・リッツ・カールトン・リワード」、「スターウッド プリフゔード ゲスト

（SPG）」に代わる旅行プログラムで、会員の皆様は、世界最大のホテルポートフォリオでポントを獲得できるだけで

なく、約 12 万に及ぶツゕーやゕドベンチャーなどの体験型プログラムを提供している「Marriott Bonvoy Moments（マリ

オット ボンヴォ モーメンツ）」にて、飽くなき探求心や情熱を満たすことができます。Marriott Bonvoy 内で構成され

る 5 つのエリートテゖゕでは、これまでよりステータスを獲得しやすくなっています。共通のポントシステムで、より

早くポントを獲得でき、より簡単にポント交換が可能で、ゕメリカン・エキスプレスと提携したクレジットカードを

ご利用いただくとより早くポントを貯めることができます。会員の方が Marriott.com で直接予約いただくと、無料の

Wi-Fi 接続や会員限定の特別料金をご利用いただけるほか、マリオットゕプリでは、モバルチェックン＆ゕウト、モバ

ルリクエスト、また一部のホテルではモバルキーがご利用いただけます。Marriott.com では、パワフルな旅行プログ

ラムのほか、30 ブランドにおよぶホテルのご予約、限りなく用意された体験、そしてベストな宿泊料金をお届けいたしま

す。Marriott Bonvoy の詳細については、MeetMarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。Marriott Bonvoy ゕプリを

ダウンロードするには  こちらにゕクセスしてください。Facebook、Twitter、Instagram でも随時情報発信しています。 

 

https://portal.marriott.com/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers-dining/pastry-shop-dorer
https://portal.marriott.com/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers-dining/pastry-shop-dorer
https://www.marriott.com/loyalty.mi
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