
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相鉄ホテル株式会社（本社・横浜市西区、社長・加藤 尊正）が運営する横浜ベイシェラトン ホテ

ル＆タワーズでは、株式会社オカムラ（本社・横浜市西区、代表取締役・中村 雅行、以下オカムラ）

と連携し、ホテルの客室にオカムラのワーキングデスクとシーティングを導入、快適なワーケーショ

ンを実現する「ハイスペック・ワークルーム」の販売をスタートいたします。 

 

横浜らしいパノラマビューを臨む２方向に窓を配した開放的な客室に、オカムラのオフィスデスク

とオフィスシーティングを設置いたしました。オフィスデスク「REGAS（リーガス）」はノート PC

やタブレットを使った作業に適した天板傾斜と、⽴ち座りで姿勢に変化をもたらす上下昇降の２つの

機能を備え、体の負担を軽減するデスクです。一人ひとりが快適に座れるようフィット感ときめ細か

い調整機能、さらに強度にこだわった美しいフォルムのオフィスシーティング「Contessa II（コン

テッサ セコンダ）」は、多彩なワークシーンに対応するオカムラのフラッグシップとなるチェアで

す。また、オンライン会議用の LED ライトやプリンターを完備するほか、お仕事の疲れを癒すヨガ

マットやバランスボールなどもご用意しております。そして、ステイプランには、テイクアウトスタ

イルでご提供するホテルシェフ特製ビーフカレーやステーキ丼など、4 種類のこだわりメニューは、

お部屋に設置された電子レンジで温めることも可能です。さらには「UCC」最高級のコーヒー（ブ

ルーマウンテン）とフィナンシェも取り揃え、お仕事の合間にほっと一息、上質なリフレッシュタイ

ムをお過ごしいただけます。 

 

横浜駅から徒歩１分、便利な⽴地にありながら都会の喧騒を全く感じさせない横浜ベイシェラトン

と、モノづくりへのこだわりから高品質な製品を提供し続けるオカムラだからこそ実現できた、快適

性×機能性から生まれる「ハイスペック・ワークルーム」でワンランク上の都市型ワーケーションを

ご体験ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ×株式会社オカムラ 

横浜発祥の 2 社がタイアップ ワンランク上のワーケーションスタイルを提案 

開放的な客室と贅沢な食事、快適で先進的なデスク環境が揃う 

「ハイスペック・ワークルーム」新登場 

５月 25 日（火）より販売開始 

快適性と機能性を体験できる空間 ハイスペック・ワークルーム 

2021 年 5 月 17 日 

 



 

  

 

【ハイスペック・ワークルーム  ステイプラン 概要】  

 

■期 間：2021 年 5 月 25 日（火）～通年、除外日あり 

■時 間：08:00～翌日 14:00 まで 最長 30 時間滞在 

■お 食 事：4 種類からお選びいただけます。 

・A: ホテル特製ビーフカレー+サラダ+洋風スープ     

・B: ステーキ丼+サラダ+味噌汁     

・C: クラブハウスサンド+サラダ+洋風スープ     

・D: 麻婆豆腐丼＋サラダ＋中華スープ  

■ご 朝 食：オールデイブッフェ「コンパス」で ※神奈川朝食をお楽しみいただきます。 

■客  室：スタンダードフロア デラックスキング（46 ㎡） 

■特設備品：オカムラのワーキングデスクとシーティング、電子レンジ、プリンター、LED ライト等 

■料  金：1 泊朝食・昼食・コーヒーブレイク・お仕事後のワンドリンク付きプラン  

29,000 円(税サ込)～ ※1 室 1 名様ご利用時の料金です。   

■スポーツクラブ：滞在期間中無料で利用可能 

 

※神奈川朝食：オールデイブッフェ「コンパス」にて、三浦産の新鮮野菜や相模湾近郊で獲れた本カマスの干物、

湘南しらす、横浜中華街の名店「大珍楼」の豚肉焼売等、地産地消の良質食材や名産品を取り揃えたこだわりの

メニューです。 

 

 

 

 

 

ヨガマットやバランスボールなどストレッチグッズでリフレッシュ 傾斜機能が備わった機能的なワーキングデスク 

おこもりテレワークに便利な電子レンジやコーヒーマシーンも設置 



 

  

 

 
 
【株式会社オカムラのオフィスデスク／オフィスシーティング】 
 
■オフィスデスク「REGAS（リーガス）」https://www.okamura.co.jp/product/desk_table/regas/ 

「REGAS」は、天板の上下昇降機能（高さ 670-1250mm）と傾斜機能（傾斜角度 0-15 度）、水平天板を 1

台に搭載したオフィスデスクです。作業内容や気分に合わせて天板の高さや傾きを変えることで、さまざま

な働く姿勢をサポートし、体の負担を軽減します。サイドの水平天板には飲み物や書類を置いたまま快適に

業務ができます。 

 

■オフィスシーティング「Contessa II（コンテッサ セコンダ）」
https://www.okamura.co.jp/product/seating/contessa_seconda/ 

「ContessaⅡ」は、オカムラと「イタルデザイン」とのコラボレーションで生まれた、オカムラのフラッグ

シップとなるオフィスシーティングです。初代 Contessa の流れるような美しいフレームラインを継承しな

がらも、現代におけるグローバル化やワークスタイルの多様化に応え、機能面や強度、品揃えを大きくアッ

プグレードました。一人ひとりが快適に座れるようフィット感ときめ細かい調整機能にこだわり、多彩なワ

ークシーンに対応します。 
 

 

 

 

【お客様からのご予約・お問合せ】 

宿泊予約直通：045-411-1133（9：00-20：00）reservation@ybsh.jp 

 充実のコーヒーブレイク 

ホテルシェフ特製メニュー（メニュー一例：ステーキ丼＋サラダ） 優雅なコーヒーブレイクも魅力 

オフィスシーティング「Contessa II」 オフィスデスク「REGAS」 

https://www.okamura.co.jp/product/desk_table/regas/
https://www.okamura.co.jp/product/seating/contessa_seconda/
mailto:reservation@ybsh.jp


 

  

 

【ニューノーマルサービス】 

当ホテルでは、お客様および従業員の健康と安全を第一に考慮し、新たな時代と価値に順応した新サ

ービス“New Normal Service”を導入しております。最新の衛生管理基準に即したおもてなしにより、

皆さまの最高の笑顔をお約束いたします。横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでの対策について

はホームページにてご案内しております。こちらも併せてご確認ください。 

https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/details-2/tyoys-yokohama-bay-sheraton-

hotel-and-towers/ 

 
●パブリックスペースでの取り組み  
・各ホテル出入口、宴会場、化粧室等にアルコール消毒液を増設し、お客様が安心してご利用頂きや
すい環境整備に努めております。  
・ドアノブ、エレベーター内のボタンなど館内施設や設備備品の高頻度接触箇所につきましては、  
1時間毎にアルコール消毒液を使用し清掃しております。  
・お客さまの健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、全従業員はマスクを着用しております。  
・お客さまには各施設へご入場の際、検温を実施させていただき、37.5度以上の発熱が認められた場
合ご入場をお断りする場合がございます。  
・密閉空間を作らないため、施設内の換気量は神奈川県発令の規定を満たして稼働しております。 
 

●料理提供に関する対策 

・調理スタッフは、常時マスク及び衛生手袋を着用し作業しております。 

・衛生管理マニュアルに則り、調理器具は作業ごとに洗浄し、器具類は決められた清潔な場所で保管

しております。 

・コンディメント類は、個別にご用意いたしております。 

・従業員が使用するサービス用カウンター、調理用ワゴンなどの高頻度接触箇所は、1 時間ごとにア

ルコール消毒液を使用し清掃しております。 

 

●ドリンク提供に関する対策 

・ドリンク対応スタッフは、常時マスクを着用し作業いたしております。 

・グラス類は、衛生管理マニュアルに則り、管理を行っております。 

 

●当ホテル内の全レストラン・バーにつきましては、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む店

舗・施設として神奈川県へ登録され「感染防止対策取組書」を店頭に掲示するとともに、「神奈川

県 LINE コロナお知らせシステム」も導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入店時の消毒・検温・接触・飛沫感染予防に関する対策 

館内施設における消毒・清掃の徹底 



 

  

 

 

シェラトンホテル＆リゾートについて 

マリオット・イ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、独自のデザイン、

多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、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ァードゲスト（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 ボンヴォイ）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イントやエリート

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・インターナショナル（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ィ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、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ァ

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 ボンヴォイ）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 ボンヴォイ） 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・イ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 プリファード 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イントを獲得できるだけで

なく、約 12 万に及ぶツアーやア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 ボンヴォイ 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 つのエリートティアでは、これまでよりステータスを獲得しやすくなっています。共通のポイントシステムで、より

早くポイントを獲得でき、より簡単にポイント交換が可能で、アメリカン・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イ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、マリオットアプリでは、モバイルチェックイン＆アウト、モ

バイルリクエスト、また一部のホテルではモバイ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 アプリ

をダウンロードするには  こちらにア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://www.marriott.com/loyalty.mi
http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/
https://www.facebook.com/marriottinternational/
https://twitter.com/MarriottIntl
https://www.instagram.com/marriottintl/
http://mobileapp.marriott.com/
http://www.facebook.com/marriottbonvoy
http://www.twitter.com/marriottbonvoy
http://www.instagram.com/marriottbonvoy

