
 
 

２０２２年８月２５日 

東急グループ 

 

２０２２年９月２日（金）に創立１００周年を迎える東急グループでは、東急グループ創立１００周年記念「あり

がとうを、ずっと、ずっと。」キャンペーン（以下、本キャンペーン）を９月１日（木）から９月３０日（金）まで実施し

ます。 

 

本キャンペーンは、ＬＩＮＥで本キャンペーン公式アカウントを友だち追加し、キャンペーン期間中に東急グル

ープ約５００施設で発行されたレシートや領収書などをＬＩＮＥ上で撮影、アップロードし、賞品を選んで応募いた

だくだけというシンプルなものです。 

Ａコース（ご利用金額５，０００円以上（税込）/口）、Ｂコース（ご利用金額２，０００円以上（税込）/口） 

２つのコースから賞品を選択することができ、キャンペーン期間中は繰り返しの応募が可能です。 

お客さまのこれまでのご愛顧へ感謝の気持ちを込めて、ご応募いただいた中から、「ホテルの宿泊券、リゾ

ート施設やゴルフ場利用券、映画鑑賞券、グルメ商品、東急グループの各施設で幅広くご利用いただけるグル

ープ商品券」など、東急グループ各社の商品・サービスにちなんだ賞品が合計１，０００名さまにあたります。 

本キャンペーンには、業種・業態の枠を超えた約５００の東急グループ施設が参加を予定しており、東急グル

ープが実施するキャンペーンでは過去最大級の規模となります。 

 

東急グループは、２２４社５法人（２０２２年３月末時点）で構成され、交通事業・不動産事業・生活サービス事

業、ホテル・リゾート事業を主な事業分野とし、鉄道を中心とした「まちづくり」を事業の根幹として長年にわたっ

て皆さまの日々の生活に密着したさまざまな領域で事業を進めています。 

２０２２年４月からの１年間を１００周年期間と位置づけて、本キャンペーン以外にも、さまざまな取り組みを実

施しています。 

本キャンペーンの詳細は、別紙のとおりです。 

以上 

 

  
【ポスター】 【キャンペーンサイト】 

東急グループ創立１００周年記念「ありがとうを、ずっと、ずっと。」キャンペーンを実施します 

～東急グループ約５００施設で発行されたレシートなどで応募すると合計 1,000 名さまに東急グループ各社の賞品があたります～ 

【POP】 



 
 
【別紙】 

東急グループ創立１００周年記念「ありがとうを、ずっと、ずっと。」キャンペーン概要 

 

１．実施期間 

２０２２年９月１日（木）１０：００ ～９月３０日（金）２３：５９ 

※レシートなどは９月１日(木)０：００発行のものから有効 

 

２．参加施設 

【資料１】参加予定 東急グループ企業・施設一覧をご参照ください。 

 

３．賞品 

ホテル宿泊券、食事券、ゴルフ場利用券、食品、施設利用券、映画鑑賞券、各種商品券など 

東急グループの様々な商品・サービス 合計１，０００本 

【資料２】賞品一覧をご参照ください。 

 

４．応募方法 

本キャンペーンのＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加のうえ、対象の東急グループ施設で発行されたレシー

トなどをＬＩＮＥ上で撮影、アップロードし、応募条件を満たしていれば、ご希望のコース・賞品をお選びいただ

けます。 

詳しくは、本キャンペーンホームページをご参照ください。 

https://tokyugroup.jp/100campaign/ 

※８月２５日（金）公開予定 

 

５．応募条件 

レシートなどの日付、応募日時いずれも実施期間内であることが条件。 

実施期間中であれば何度でも応募可能ですが、当選は１人１回限り。 

A コース：５，０００円(税込)/口、B コース：２，０００円(税込)/口の２コースを設定 

※２，０００円未満（税込）のレシートは対象外。複数レシートの合算は不可 

 

６．当選発表 

厳正なる抽選のうえ、２０２２年１０月３１日（月）までに当選者のＬＩＮＥに、本キャンペーン公式アカウントより

当選通知を配信、入力フォームへ賞品の送付先（個人情報）を入力していただきます。 

 

７．賞品発送 

２０２２年１１月より順次発送します。 

 

８．本キャンペーンに関するお問い合わせ先 

東急グループ創立１００周年記念 「ありがとうを、ずっと、ずっと。キャンペーン」事務局 

電話番号：０１２０－４０７－４４７  E-mail：info@tokyu-100cp.com 

開設期間：２０２２年８月２５日(木)～２０２２年９月３０日(金) 

対応時間：１０：００～１７：００（土日祝日を除く） 

 

９．個人情報の取り扱いについて 

・取得した個人情報については、法令を遵守して厳正にお取り扱いします。 

・個人情報は、本キャンペーンにおける抽選、当選連絡、賞品の発送、諸連絡に使用する他、個人を特定し

ない統計的情報にのみ利用するものとします。 

以上  

https://tokyugroup.jp/100campaign/
mailto:info@tokyu-100cp.com


 
 
【資料１】参加予定 東急グループ企業・施設等一覧 （２０２２年７月末時点） 

社名 施設数 主要施設・店舗名 

東急ストア 163 
東急ストア・プレッセ・とうきゅう・フレル（91）、toks（31）、 
LAWSON+toks（37）、他 

東急モールズデベロップメント 27 
たまプラーザテラス、二子玉川ライズ・ショッピングセンター、グランベリ
ーパーク、港北 TOKYU S.C.、 
東急スクエア（8）、エトモ（13）、あざみ野三規庭、cocoti 

東急百貨店 28 

東急百貨店（5）、渋谷ヒカリエ ShinQs、渋谷スクランブルスクエア シ
ョップ＆レストラン内 東急百貨店各ショップ(+Q ビューティー、＋Q グッ
ズ、428-224、東急フードショーエッジ)、東急フードショー（9）、 
ShinQs ビューティーパレット（５）、カズラ、+Q（プラスク）スタイル、 
町田東急ツインズ、日吉東急アベニュー 

SHIBUYA109 エンタテイメント 3 SHIBUYA109（渋谷店、阿倍野店）、MAGNET by SHIBUYA109 

東急プロパティマネジメント 2 渋谷ヒカリエ、渋谷ストリーム 

渋谷地下街 1 渋谷地下街「しぶちか」 

ながの東急百貨店 1 ながの東急百貨店 

北長野ショッピングセンター 1 ながの東急ライフ 

東急ホテルズ 46 東急ホテル（15）、エクセルホテル東急（11）、東急 REI ホテル（18）、他 

東急シェアリング 6 東急バケーションズ（6） 

東急レクリエーション 23 
109 シネマズ（18）、ムービル、とうきゅうボウル（2）、 
TORQUE SPICE&HERB,TABLE&COURT、 
ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ 

東急 3 
THE ROYAL HOUSE SHIMODA、 
THE ROYAL CAFÉ YOKOHAMA、 
東急ベルハウスクリーニング、東急ベルハウスメンテナンス 

東急電鉄 1 電車とバスの博物館 

伊豆急行 4 
伊豆ぽた STATION（伊豆高原、下田）、伊豆高原駅やまもプラザ、 
伊豆急グッズ オンラインショップ「SHOP129」 

伊豆急コミュニティ 3 ホテル伊豆急、ルネッサ赤沢、ルネッサ城ケ崎 

伊豆急物産 11 
豆州やまきち（6）、南伊豆やまきち製造所、お弁当の POPO、 
Izu-Kogen 駅 cafe べるじゅ、ぱん工房あぷれ、ショッピング KIS`A 

下田ロープウェイ 1 下田ロープウェイ 山麓売店 

東急スポーツシステム 6 アトリオドゥーエ（5）、東急ゴルフパークたまがわ 

スリーハンドレッドクラブ 1 スリーハンドレッドクラブ 

ファイブハンドレッドクラブ 1 ファイブハンドレッドクラブ 

東急セブンハンドレッドクラブ 1 東急セブンハンドレッドクラブ 

グランドオークゴルフクラブ 2 
東急グランドオークゴルフクラブ、 
グランドオークプレイヤーズコース 

宮古観光開発 2 エメラルドコーストゴルフリンクス、まいぱり宮古島熱帯果樹園 

東急グルメフロント 4 TWG（4） 

東急不動産 13 
東急プラザ（7）、キューズモール（4）、ノースポート・モール、 
デックス東京ビーチ 

東急リゾーツ＆ステイ 106 
東急ハーヴェストクラブ（21）、ホテルハーヴェスト（16）、 
東急ステイ（30）、その他ホテル（5） 
スキー場（7）、ゴルフ場（19）、リゾート施設物販等（5）、他  

東急スポーツオアシス 40 東急スポーツオアシス（32）、ラクティブ（8） 

※参加施設は、変更となる場合があります。 

※参加施設内でも一部対象外となる店舗があります。 

※詳細はホームページをご参照ください。  



 
 
【資料２】賞品一覧 

A コース 
応募条件：ご利用金額５，０００円（税込）/口 

171 本 

ザ・キャピトルホテル東急宿泊券 １組２名さま （１泊、夕朝食付） 5 組 

セルリアンタワー東急ホテル宿泊券 １組２名さま （１泊、朝食付） 5 組 

BELLUSTAR TOKYO（東急歌舞伎町タワー） 宿泊券 １組２名様（１泊、朝食付） 5 組 

箱根翡翠 宿泊券 １組２名さま （１泊、朝食付） 5 組 

有馬六彩 宿泊券 １組２名さま （１泊、朝食付） 5 組 

東急リゾーツ＆ステイ 施設利用券 ５０，０００円分 5 名 

THE ROYAL EXPRESS 食事付き乗車プラン ペア乗車券 
～下田ロープウェイ往復乗車券＆THE ROYAL HOUSE SHIMODA 1 ドリンクチケット付き～ 

3 組 

ファイブハンドレッドクラブ １ラウンドプレーご招待（4 名１組 平日利用） 3 組 

東急百貨店厳選！オホーツク産毛ガニ（約５５０g×３杯） 25 名 

東急百貨店厳選！国産黒毛和牛すき焼き用（肩・肩ロース）詰合せ（１kg） 50 名 

東急グループ商品券 １０，０００円分 60 名 

 
B コース 

応募条件：ご利用金額２，０００円（税込）/口 
829 本 

HOTEL GROOVE SHINJUKU（東急歌舞伎町タワー） 宿泊券 １組２名様（１泊、朝食付） 5 組 

富士山三島東急ホテル 宿泊券 １組２名さま （１泊、朝食付） 5 組 

ホテル伊豆急 宿泊券 １組２名さま（１泊、夕朝食付） 5 組 

川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 宿泊券 １組２名さま（１泊、朝食付） 5 組 

横浜ベイホテル東急 クイーン・アリス ペアディナーお食事券 5 組 

ザ・キャピトルホテル東急 水簾 ペアランチお食事券 10 組 

セルリアンタワー東急ホテル クーカーニョ ペアランチお食事券 10 組 

東急百貨店厳選！日本橋鰻伊勢定 炭火焼うなぎ蒲焼 3 尾詰合せ 25 名 

東急百貨店厳選！国産黒毛和牛サーロインステーキ（１７０ｇ×３枚） 25 名 

東急百貨店厳選！新潟県魚沼産 特別栽培米こしひかり（５kg） 60 名 

東急プラザギフトカード １０，０００円分 25 名 

キューズモールギフトカード １０，０００円分 25 名 

東急グループ商品券 ５，０００円分 500 名 

SHIBUYA SKY ペア入場チケット 24 名 

109 シネマズ＆ムービル 映画ペア鑑賞券 100 組 

 


