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報道関係各位                   2016 年 10 月 3 日 

                 Press Release プレス リリース 

 
SLEEP SELECT ベッドルームコンサートに無料ご招待 

秋の夜長を愉しむ 極上のショコラと音楽のマリアージュ 

～ Sweet Sweet Dream 2016 ～ 

スリープセレクトは世界有数のマットレスブランドである Tempur®、Sealy 両ブランドの取扱店であり、Sealy とライセンス契約を締結しております 

 

株式会社スリープセレクト(本社：東京都港区 代表取締役社長 西村秀之）は、日ごろのご愛顧に感

謝を込めて、無料のプライベートコンサートを実施いたします。 

昨年ご好評をいただき、第二回目の実施となる当コンサート。プロ奏者によるクラリネットとピアノの“し

らべ”を高級マットレスに横たわりながら鑑賞していただく “ベッドルームコンサート”です。今年はコン

サートの前のお愉しみとして、芦屋の人気ショコラ店ｃherry.ｃ のオーナーショコラティエのトークを聞き

ながら、高級ショコラをご堪能いただきます。ショコラと音楽が導く、甘い極上の癒しをお楽しみ下さい。 
 

 

SLEEP SELECT ベッドルームコンサート ～Sweet Sweet Dream 2016～ 
                  

【日・時】  2016 年 10 月 21 日（金）18：00 開場/18：30 開場 

【場所】  SLEEP SELECT AOYAMA 店(スリープセレクト青山) 
東京都港区北青山 2-13-5 青山サンクレストビル１F  

 【プログラム】   Part1 18：30～19：00 ショコラパーティー 

              浅倉 雅俊（芦屋 cherry.c オーナーショコラティエ） 

                         Part2 19：00～19：45 ベッドルームコンサート 

  黒川紗恵子（clarinet） 永見行崇（piano） 

【応募方法】  ※ホームページよりお申し込み下さい 

http://bit.ly/2dnTkL7 
【アクセス】 東京メトロ銀座線 外苑駅前 3 番出口より徒歩 2分 

  ※応募多数の場合は、抽選とさせて頂きます。 

【お問合わせ】  株式会社スリープセレクト 03-5413-6600 

 

                              
 

 

 

 

 

 

                 

 

黒川紗恵子 clarinet 

東京芸術大学器楽科卒業。2005 年より「コーコーヤ」を結成。

畠山美由紀（VO), 中山うり（VO), アン・サリー（VO), 比屋

定篤子(Vo)、Bophana、ゴンチチ、他の多くのアーティストと

のライブやレコーディングによるコラボレーションを展開。 

永見行崇 piano 

鍵盤奏者でありながら、セネガルの民族打楽器「サバール」をはじめ

とする様々な打楽器もプレイする稀有なプレイヤー。ピアノの即興演

奏による画家・書道家・タップダンス・ヨガ・日本舞踊とのコラボレ

ーション等、様々な分野のアーティストと共演している。 

 
本リリースに関するお問合わせ 

株式会社スリープセレクト 営業企画部 マーケティング G 鈴木美穂  

〒107-0061 東京都港区北青山 2-13-5 青山サンクレストビル 2 階 

TEL 03-5413-6600 FAX 03-5413-6777     E-mail 鈴木 miho.suzuki@sleepselect.co.jp 
 

http://bit.ly/2dnTkL7
mailto:hajime.saito@sleepselect.co.jp
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■ コンセプト 
 

 Create Your “SLEEP LIFE”SLEEP SELECT は快適なあなたの眠りをサポートします。 
 

■ 取扱ブランド 

テンピュール®ブランド、シーリーブランド、スリープセレクトオリジナルブランド 

 

【テンピュール®概要】 

                                                       

 

 

 

【シーリー概要】 

ホテル納入実績                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・志摩観光ホテル ベイスイート
・ザ・リッツ・カールトン 東京
・ザ・リッツ・カールトン 沖縄
・フォーシーズンズホテル

- フォーシーズンズホテル丸の内 東京
・コンラッド東京
・セント レジス ホテル 大阪
・シャングリ・ラ ホテル 東京
・ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
・ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ
・シェラトン ホテル＆リゾート

- シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
- シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
- 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
- 神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
- シェラトンホテル広島
- シェラトン都ホテル大阪
- シェラトン都ホテル東京

・大阪マリオット都ホテル
・プリンスホテルズ＆リゾーツ

- ザ・プリンス箱根
- ザ・プリンス軽井沢
- グランドプリンスホテル新高輪
- グランドプリンスホテル京都

・ホテル椿山荘 東京
・小田急 山のホテル
・小田急ホテル はつはな
・ホテルニューグランド
・ホテルメトロポリタン丸の内
・パレスホテル大宮
・パレスホテル立川
・旭川グランドホテル
・神戸ポートピアホテル
・扉温泉 明神館
・強羅花壇
・箱根・翠松園
・ルネッサンス リゾート オキナワ など

 

テンピュール®素材は、元々NASAがロケット打ち上げ時

に宇宙飛行士にかかる圧力を軽減するために開発した

ものです。米国宇宙財団より「認定技術」ロゴの使用を

許可された唯一のマットレス＆ピローメーカー。 

1991年にデンマークのテンピュール・ワールド・ダン・フ

ォーム工場で、テンピュール®素材を大規模に生産す

る準備が整い、枕、マットレス、クッションなど様々な製

品に形を変えて、世界中の人々に愛されるブランドへ

と発展しました。 
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⬛ 商品 中心価格帯（税抜） 

シーリーブランド マットレス---￥200,000～￥300,000      

シーリーブランド フレーム---￥100,000～￥150,000           

シーリーブランド ピロー---￥10,000～￥20,000           

テンピュール®ブランド マットレス---￥200,000～￥300,000  

テンピュール®ブランド フレーム---￥200,000～￥300,000   

テンピュール®ブランド ピロー---￥10,000～￥20,000       

 

 

 

以上 

 

＜会社概要＞ 

■社名         株式会社スリープセレクト  

(旧社名 株式会社シーリージャパン 2014年7月1日に社名変更いたしました。) 

■本社所在地     東京都港区北青山2-13-5 青山サンクレストビル2階 

■事業内容       住宅用普通ベッド、業務用ベッドの製造販売、家具輸入販売     

■資本金        7,800万円             

■代表取締役社長  西村 秀之 
（略歴：早稲田大学政経学部経済学科卒。第一勧業銀行入行。為替ディーラー、DKB Financial Futures Corp（シカゴ）、 

米国みずほ証券にて経営企画、帰国後みずほ銀行本店にてM&A業務に従事。2004年シーリージャパン入社。 

2005年12月代表取締役社長就任。2014年7月同社社名変更。株式会社スリープセレクト代表取締役社長。） 

 

海外（主として北米ホテルチェーン） 

 

 

 

 

・Four Seasons Hotel
・Starwood
・Pan Pacific
・Beverly Hills Hotel
・Hyatt Hotels
・Ritz-Carlton
・Disney Hotels Cruise Lines
・Gaylord Enterprises (Opryland)
・Marriott International

・Intercontinental Hotels Group
・Best  Western Carlson 

Hospitality  Worldwide 
・Suburban Hotels
・U.S. Franchise Systems 
・Holland American Cruise Lines
・WestCoast Hospitality/Red Lion
・Wyndham Hotel Group
・Mandarin Oriental

    

・ACCOR
・Cendant
・Choice
・Fairfield Resorts
・Harrah’s Entertainment
・LaQuinta
・Loew’s
・Valiant etc

      


