
２０２１年１１月４日 

 

東急株式会社 

当社は、本年４月に先行体験として実施した、定額制回遊型住み替えサービス「TsugiTsugi」（ツギツギ）（以下、本サービス）

について、大幅なバージョンアップを行い、１１月２２日（月）１２時より第２弾の募集を開始します。 

２０２１年４月９日より募集を開始した先行体験では、募集定員の９倍を超えるご応募をいただき、実際にご利用いただいた

お客さまの満足度も８８％を獲得しました。一方、先行体験を通して、予約サイトの操作性、滞在先の首都圏集中、移動費への

負担感、お客さま荷物の預かり・輸送などの取り扱い、滞在中の食事提供といった、改善すべき課題点も多数見つかりました。 

これらの課題点を踏まえ、本サービスでは、今回の第２弾募集から、お客さまがよりスムーズに施設を予約できる専用予約

システムを導入、ご利用可能な宿泊施設が７８拠点へ大幅に拡大するとともに、ANA グループとの連携による ANA SKY コイ

ン特典のご用意や生活利便性を向上させる各種サービスとの外部提携も多数実施することで、より一層「ただいま」と帰る場

所をツギツギと巡る、旅するような暮らし方をお楽しみいただけるよう、さまざまな機能を拡充しました。

【TsugiTsugi 第２弾募集概要】 

第２弾募集では、先行体験にてご要望が多く集まった長期利用プランとして、１８０泊プランと９０泊プラン、さらにライトなご

利用が可能な３０泊プランをご用意しています。また各プランでは使い方の好みによって“スタンダード”“Ｅｎｊｏｙ＋（エンジョイプ

ラス）”より、ご希望のスタイルをお選びいただけます。なお、どのプランでも同伴者１名まで無料でご利用可能です。また全プ

ランで ANA の航空券や旅行商品に１０コイン（＝１０円分）単位にてご利用可能な ANA SKY コインを特典としてお受け取りい

ただけます。さらに、お得な“Ｅｎｊｏｙ＋”をご選択いただくことで、ANA SKY コインの増額に加え、全国の東急ホテルズでご宿泊、

ご飲食およびその他付帯施設でのお支払いにご利用可能な東急ホテルズギフトカードを受け取ることができます。これらの特

典や各種連携サービスにより、移動や滞在先での暮らしをより一層お楽しみいただけます。

※ANA SKY コインで購入した航空券でも、ANA フライトマイルが貯まります。

第２弾 

募集プラン 

定員 

(先着順) 

スタイル

（選択制） 

料金（税込） 

３０泊あたり 

特典①ANA SKY コイン 

３０泊ごとに 

特典②東急ホテルズギフトカード 

３０泊ごとに 

１８０泊プラン ５０名 
スタンダード ２２０，０００円 １０，０００コイン ― 

Ｅｎｊｏｙ＋ ２６０，０００円 ５０，０００コイン ２０，０００円分 

９０泊プラン ５０名 
スタンダード ２２５，０００円 ７，５００コイン ― 

Ｅｎｊｏｙ＋ ２６５，０００円 ４７，５００コイン ２０，０００円分 

３０泊プラン ３００名 
スタンダード ２３０，０００円 ５，０００コイン ― 

Ｅｎｊｏｙ＋ ２７０，０００円 ４５，０００コイン ２０，０００円分 

※各プランの定員数は“スタンダード”と“Ｅｎｊｏｙ＋”の合計となります。

本サービスは、４００名限定で募集し、２０２１年１１月２２日（月）１２時より専用サイト（https://tsugitsugi.com/）にて、先着順

で申し込み及び予約受付を開始します。 

 今後も当社は、本サービスを通じて、「自由な移動」や「自分らしさにフィットする多様な拠点」を提供し、多様化する暮らし

方へのニーズに適応する「新しい生活体験」を創出することで、自分らしい自由な暮らし方を実現する“次世代ライフスタイ

ル“の定着を目指します。

本サービスおよび第２弾募集の詳細については別紙をご参照ください。  以上 

定額制回遊型住み替えサービス「TsugiTsugi」第２弾募集 １１月２２日より開始 

ANA グループとの連携・提携施設の大幅拡大により全国をツギツギと巡る暮らし方がもっと自由に 

▲周辺ドライブにも最適な
Ａｎｙｃａ カーシェア

▲いつでもどこでも荷物が取り出せる
サマリーポケット

▲ANA SKY コインで
お得に長距離移動

https://tsugitsugi.com/


【別紙】 

１． TsugiTsugi 第２弾募集について 

TsugiTsugi メンバーは、全国に広がる７８の拠点から毎日好きな場所をその日の都合や、その時々の気分に合わせてお選

びいただき、定額制にてご利用いただくことができます。 

その他、定期的なお部屋の清掃やリネン交換などの通常サービスに加え、各提携企業が提供している各種サービスにて

TsugiTsugi メンバー限定優待を受けることが出来ます。さらに、ザ・キャピトルホテル東急、セルリアンタワー東急ホテルの

TsugiTsugi メンバー限定特別優待プランをオプションとしてご用意しています。 

 なお、第１弾の先行体験に関する結果報告については、２０２１年７月１６日付ニュースリリースをご参照ください。 

 https://www.tokyu.co.jp/company/news/list/Pid=tsugi_tsugi.html 

 

【第２弾募集でのバージョンアップ概要】 

 第１弾の先行体験を通して、予約サイトの操作性、滞在先の首都圏集中、移動費への負担感、お客さま荷物の預かり・輸送

などの取り扱い、ホテル滞在中の食事提供といった、改善すべき課題点を踏まえ、追加となったサービス一覧。 

先行体験を踏まえた 

課題認識 

先行体験を踏まえた 

バージョンアップ内容 

人気拠点の偏り  利用可能拠点を３９拠点から７８拠点に大幅拡大 

予約サイトの操作性  TsugiTsugi 専用の予約システム・会員サイトの開発 

移動費の 

負担感 

長距離 ANA グループとの連携による ANA SKY コイン特典と、さらにお得なパッケージのご用意 

中距離  ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ社との連携によるカーシェアのメンバー限定優待 

荷物の 

取り扱い 

外部連携  サマリー社との連携による宅配型トランクルームサービスのメンバー限定優待 

宿泊施設  次回のご宿泊までの間、お荷物の一時預かりサービスの開始（※） 

すきま時間の 

働く場所 

外部連携  Ｂ＆Ｖ社との連携による個室テレワークプランのメンバー限定優待 

宿泊施設  アーリーチェックイン・レイトチェックアウトによるすきま時間の短縮（※） 

手軽な食事 

の提供 

外部連携  東急百貨店との連携によるデパ地下テイクアウト/デリバリーのメンバー限定優待 

宿泊施設  軽食メニューの提供開始（※） 

ツギツギユーザーの交流  エリア情報やおすすめルートなどの情報発信に向け、TsugiTsugi オウンドメディアを公開 

 （https://tsugitsugi.com/tsugitsugi_style/） 

 

【新規ご利用可能拠点】（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規ご利用可能サービス】（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ザ パーク フロント ホテル 

アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

蓼科東急ホテル 東急ステイ 飛騨高山 結の湯 

※宿泊施設によりご用意が異なります。予めご了承ください。 

川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 

軽食メニュー 

テイクアウト＆デリバリー by 東急フードショー 

テイクアウト商品受け取りロッカー 

すき間時間は完全個室でテレワーク 

カラオケ館 

https://www.tokyu.co.jp/company/news/list/Pid=tsugi_tsugi.html
https://tsugitsugi.com/tsugitsugi_style/


２． TsugiTsugi 第２弾のプラン詳細について 

先行体験にて、ご要望が多く集まった長期利用プランとして、１８０泊プランと９０泊プラン、さらにライトなご利用が可能な３０

泊プランをご用意しました。また、ANA SKY コイン特典に加えて、さらにお得な長距離移動や滞在先での暮らしをもっと楽しめ

るＥｎｊｏｙ＋をご用意しております。（プランの選択時にスタンダードまたはＥｎｊｏｙ＋のどちらかをお選びいただきます。） 

なお、各プランともに同伴者１名まで無料でご利用いただけ、利用除外日はございません。 

２０２１年１１月２２日（月）１２時より、サービスサイト上から先着順にて各プランのお申込みが可能となります。 

 

（１）１８０泊プラン（先着５０名限定） 

 

（２） ９０泊プラン（先着５０名限定） 

 

（３） ３０泊プラン（１２月開始・１月開始・２月開始 各先着１００名限定） 

※各プランの定員数はスタンダードとＥｎｊｏｙ＋の合計となります。 

※各プランのご利用期間は①～④よりお申込み時にお選び頂けます。 

※各プラン終了日は最終宿泊日であり、チェックアウトはその翌日となります。 

※各プランの詳細はサービスサイトよりご確認ください。(https://tsugitsugi.com/) 

※ANA SKY コインの有効期限は発行日より１２カ月目の末日までになります。 

    例 ２０２１年１２月１０日発行 ⇒ ２０２２年１２月３１日まで有効 

※ANA SKY コインの詳細はこちらからご確認ください。（https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/SKYcoin/） 

※東急ホテルズギフトカードの詳細はこちらからご確認ください。

(https://www.tokyuhotels.co.jp/guide/service/giftcard/index.html) 

ご利用料金 スタンダード：３０泊あたり２２万円（税・サービス料込）  総額１３２万円（税・サービス料込） 

Ｅｎｊｏｙ＋   ：３０泊あたり２６万円（税・サービス料込）  総額１５６万円（税・サービス料込） 

お支払い方 ３０泊あたりの利用料金をクレジットカードにて、お申込み時・以降毎月オンライン決済 

プラン特典 スタンダード：  ANA SKY コイン         ６０，０００コイン（毎月１０，０００コイン） 

Ｅｎｊｏｙ＋   ：  ANA SKY コイン        ３００，０００コイン（毎月５０，０００コイン） 

東急ホテルズギフトカード １２０，０００円分（毎月２０，０００円分） 

ご利用期間 ➀ ２０２１年１２月１０日（金）～２０２２年６月７日（火） ➁ ２０２１年１２月１１日（土）～２０２２年６月８日（水） 

➂ ２０２１年１２月１２日（日）～２０２２年６月９日（木） ➃ ２０２１年１２月１３日（月）～２０２２年６月１０日（金） 

ご利用料金 スタンダード：３０泊あたり２２万５千円（税・サービス料込）  総額６７万５千円（税・サービス料込） 

Ｅｎｊｏｙ＋   ：３０泊あたり２６万５千円（税・サービス料込）  総額７９万５千円（税・サービス料込） 

お支払い方 ３０泊あたりの利用料金をクレジットカードにて、お申込み時・以降毎月オンライン決済 

プラン特典 スタンダード：  ANA SKY コイン         ２２，５００コイン（毎月 ７，５００コイン） 

Ｅｎｊｏｙ＋   ：  ANA SKY コイン        １４２，５００コイン（毎月４７，５００コイン） 

東急ホテルズギフトカード  ６０，０００円分（毎月２０，０００円分） 

ご利用期間 ➀ ２０２１年１２月１０日（金）～２０２２年３月９日（水） ➁ ２０２１年１２月１１日（土）～２０２２年３月１０日（木） 

➂ ２０２１年１２月１２日（日）～２０２２年３月１１日（金） ➃ ２０２１年１２月１３日（月）～２０２２年３月１２日（土） 

ご利用料金 スタンダード：２３万円（税・サービス料込）  

Ｅｎｊｏｙ＋   ：２７万円（税・サービス料込）  

お支払い方 ３０泊あたりの利用料金をクレジットカードにて、お申込み時にオンライン決済 

プラン特典 スタンダード：  ANA SKY コイン    ５，０００コイン 

Ｅｎｊｏｙ＋   ：  ANA SKY コイン   ４５，０００コイン、東急ホテルズギフトカード  ２０，０００円分 

ご利用期間 

【１２月開始】 

➀ ２０２１年１２月１０日（金）～２０２２年１月８日（土） ➁ ２０２１年１２月１１日（土）～２０２２年１月９日（日） 

➂ ２０２１年１２月１２日（日）～２０２２年１月１０日（月） ➃ ２０２１年１２月１３日（月）～２０２２年１月１１日（火） 

 

【１月開始】 

➀ ２０２２年１月１０日（月）～２０２２年２月８日（火） ➁ ２０２２年１月１１日（火）～２０２２年２月９日（水） 

➂ ２０２２年１月１２日（水）～２０２２年２月１０日（木） ➃ ２０２２年１月１３日（木）～２０２２年２月１１日（金） 

 

【２月開始】 

➀ ２０２２年２月１０日（木）～２０２２年３月１１日（金） ➁ ２０２２年２月１１日（金）～２０２２年３月１２日（土） 

➂ ２０２２年２月１２日（土）～２０２２年３月１３日（日） ➃ ２０２２年２月１３日（日）～２０２２年３月１４日（月） 

https://tsugitsugi.com/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/skycoin/
https://www.tokyuhotels.co.jp/guide/service/giftcard/index.html


３．ご利用対象拠点一覧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．TsugiTsugi メンバー限定優待一覧 

TsugiTsugi メンバー向けに、各種サービスにおける限定優待をご用意しています。 

サービス名称 サービス概要（運営会社） 優待内容 

Ａｎｙｃａ（エニカ） “乗ってみたい”に出会えるカーシェアアプリ 
（株式会社ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ） 

２０％ＯＦＦクーポン付与 

サマリーポケット 宅配型トランクルーム 
（株式会社サマリー） 

初回登録時 ２，０００ポイント付与 

カラオケ館でテレワーク！ 完全個室のカラオケルームでのテレワーク 
（株式会社Ｂ＆Ｖ） 

テレワークプラン料金 ２０％OFF 

テイクアウト＆デリバリー 
ｂｙ東急フードショー  

デパ地下グルメをアプリで注文。 
最短３０分で受け取り＆お届け！ 
（株式会社東急百貨店） 

５００円ＯＦＦクーポン付与 

ザ・キャピトルホテル東急 特別優待宿泊プラン メンバー限定公開の特別優待プラン 
お申込み完了後にプラン確認が可能 セルリアンタワー東急ホテル 特別優待宿泊プラン 

※上記のほか、宿泊施設でもアーリーチェックイン・レイトチェックアウトでの対応、レストラン・ラウンジ・バー１０％ＯＦＦ、ルー

ムサービス２５％ＯＦＦ、ウェルカムドリンクサービスなど、趣向を凝らしたさまざまな TsugiTsugi メンバー限定優待をご用意して

お待ちしています。 

※詳細はサービスサイトよりご確認ください。(https://tsugitsugi.com/) 

北海道・東北エリア（５拠点　うち新規施設３拠点）　

札幌エクセルホテル東急 札幌東急ＲＥＩホテル 東急ステイ函館朝市 灯の湯 東急ステイ札幌大通

東急ステイ札幌

関東エリア（３３拠点　うち新規施設１９拠点、特別優待プラン２拠点）

横浜ベイホテル東急 赤坂エクセルホテル東急 渋谷エクセルホテル東急 渋谷ストリームエクセルホテル東急

羽田エクセルホテル東急 二子玉川エクセルホテル東急 吉祥寺東急ＲＥＩホテル 東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル

渋谷東急ＲＥＩホテル 川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル 横浜東急ＲＥＩホテル 東急バケーションズ箱根強羅 ●

東急ステイ銀座 東急ステイ築地 東急ステイ新橋 東急ステイ日本橋

東急ステイ門前仲町 東急ステイ水道橋 東急ステイ新宿イーストサイド 東急ステイ新宿

東急ステイ西新宿 東急ステイ池袋 東急ステイ四谷 東急ステイ青山プレミア

東急ステイ渋谷 東急ステイ渋谷 新南口 東急ステイ目黒・祐天寺 東急ステイ用賀

東急ステイ蒲田 東急ステイ五反田 東京ベイ東急ホテル

ザ・キャピトルホテル東急（※特別優待プラン利用時） セルリアンタワー東急ホテル（※特別優待プラン利用時）

東海・中部エリア（１９拠点　うち新規施設８拠点）

名古屋東急ホテル 金沢東急ホテル 富士山三島東急ホテル 伊豆今井浜東急ホテル

下田東急ホテル 白馬東急ホテル 富山エクセルホテル東急 名古屋栄東急ＲＥＩホテル

東急バケーションズ軽井沢 ● 東急バケーションズ蓼科 ● 東急バケーションズ伊豆高原 ● 蓼科東急ホテル

ホテルタングラム（斑尾） 東急ステイ飛騨高山 結の湯 東急ステイ金沢 長野東急ＲＥＩホテル

ホテル伊豆急 ルネッサ城ケ崎 ● ルネッサ赤沢 ●

近畿エリア（１０拠点　うち新規施設４拠点）

京都東急ホテル 大阪エクセルホテル東急 大阪東急ＲＥＩホテル 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル

神戸三宮東急ＲＥＩホテル 神戸元町東急ＲＥＩホテル ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

東急ステイ大阪本町 東急ステイ京都阪井座（四条河原町） 東急ステイ京都三条烏丸

中国・四国エリア（４拠点、うち新規施設１拠点）

松江エクセルホテル東急 高松東急ＲＥＩホテル 松山東急ＲＥＩホテル 広島東急ＲＥＩホテル

九州・沖縄エリア（９拠点　うち新規施設５拠点）

宮古島東急ホテル＆リゾーツ 博多エクセルホテル東急 博多東急ＲＥＩホテル 那覇東急ＲＥＩホテル

熊本東急ＲＥＩホテル 東急ステイ福岡天神 東急ステイ博多 東急ステイ沖縄那覇

阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ

●：追加料金あり

https://tsugitsugi.com/


【参考】参画企業について（２０２１年１１月４日現在） 

◇ ANA X 株式会社 概要 

ANA X（エイエヌエーエックス）の「Ｘ」には、掛け算の「カケル」を表し、「シナジーを掛け算で発想する」という 

コンセプトが込められています。私たちは、魅力あるサービスやコンテンツをお持ちの皆様と共創し、大きなシナジーを生み

出して独自性のあるプラットフォームを構築して、お客様によりご満足いただける新しい価値の提供を目指して参ります。 

 

所在地：東京都中央区日本橋２－１４－１ 

設立年月日：２０１６年１０月２１日 

代表：代表取締役社長 井上 慎一 

事業概要：旅行事業、航空販促事業、ライフサービス事業、ソリューション事業 

   公式ウェブサイトＵＲＬ：https://www.ana-x.co.jp/ 

 

◇ 株式会社サマリー 概要 

株式会社サマリーは、スマホ一つで預けたモノの確認・取り出しが日本全国で可能な新時代の宅配収納サービス 

「サマリーポケット」を展開し、法人様との提携プランも順次拡大しております。必要なものを必要な時に取り出せる 

サマリーポケットの特性を生かし、TsugiTsugi 会員様のより快適な生活をサポート致します。 

 

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷２－３－７ プールビル３Ｆ 

設立年月日：２０１０年４月１日 

代表：代表取締役 山本 憲資 

事業概要：サマリーポケット事業（宅配収納サービスの運営） 

       サマリー事業（モノのソーシャルネットワークサービスの運営） 

   公式ウェブサイトＵＲＬ：https://sumally.co.jp/ 

 

◇ 株式会社 ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ 概要 

株式会社 ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｍｏｂｉｌｉｔｙは、「安心・安全」な個人間カーシェア市場の実現を目指し、ＤｅＮＡとＳＯＭＰＯホ 

ールディングスによって設立された合弁会社です。クルマを使わない間にシェアしたいオーナーと、必要な時に好み 

のクルマを使いたいドライバーをマッチングするカーシェアアプリ「Anyca（エニカ）」を提供しています。 

 

所在地：東京都渋谷区渋谷２－２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア 

設立年月日：２０１９年３月１日 

代表：代表取締役社長 馬場 光 

事業概要：Anyca(エニカ)の運営を中心としたカーシェア事業 

   公式ウェブサイトＵＲＬ：https://ds-mobility.jp/ 
 

◇ 株式会社Ｂ＆Ｖ 概要 

株式会社Ｂ＆Ｖは、「カラオケ館」（特許庁文字商標権登録済み）の商号で首都圏を中心に直営展開し、年間１，８００ 

万人強のお客様にご愛願いただいております。また、複合カフェビジネスとして「マンガ・ネット館」（特許庁文字商標 

権登録済み）、簡易宿泊ビジネスとして「日本のお宿」を展開中で、総合エンターテイメント企業として着実に地歩を 

固めつつあります。 

 

所在地：東京都練馬区向山４－１－１ 

創業年月日：１９８３年１２月１日 

代表：代表取締役 渡部 記春 

事業概要：カラオケ事業、ネットカフェ事業 

   公式ウェブサイトＵＲＬ：http://karaokekan.jp/index.html 

 

◇ 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 

所在地：東京都渋谷区道玄坂１－１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル 

設立年月日：１９７９年３月１３日 

代表：代表取締役社長 田中 辰明 

事業概要：宿泊事業、ゴルフ事業、スキー事業、リゾート・その他事業 

公式ウェブサイトＵＲＬ：https://www.tokyu-rs.co.jp/ 

https://www.ana-x.co.jp/
https://sumally.co.jp/
https://ds-mobility.jp/
http://karaokekan.jp/index.html
https://www.tokyu-rs.co.jp/


◇ 株式会社伊豆急コミュニティー 

所在地：静岡県伊東市八幡野１１５１ 

設立年月日：１９９１年１２月１８日 

代表：取締役社長 野本 明弘 

事業概要：不動産業、ホテル伊豆急、ルネッサ城ヶ崎・赤沢の営業等 

公式ウェブサイトＵＲＬ：https://www.resort129.com/ 

 

◇ 株式会社東急百貨店 

所在地：東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ 

設立年月日：１９１９年３月７日 

代表：取締役社長執行役員 大石 次則 

事業概要：百貨店業 

公式ウェブサイトＵＲＬ：https://www.tokyu-dept.co.jp/ 

 

◇ 株式会社東急ホテルズ 

所在地：東京都渋谷区道玄坂１－１０－７ 五島育英会ビル３Ｆ 

設立年月日：２００１年１月９日 

代表：代表取締役社長 村井 淳 

事業概要：ホテルの経営および運営受託 

公式ウェブサイトＵＲＬ：https://www.tokyuhotels.co.jp/ 

 

◇ 株式会社東急シェアリング 

所在地：東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 渋谷地下鉄ビル３Ｆ 

設立年月日：１９９９年７月２日 

代表：代表取締役 小野 隆憲 

事業概要：東急バケーションズの利用権販売とリゾートネットワークの運営等 

公式ウェブサイトＵＲＬ：https://www.tokyu-vacations.com/ 

 

以 上 

https://www.resort129.com/
https://www.tokyu-dept.co.jp/
https://www.tokyuhotels.co.jp/
https://www.tokyu-vacations.com/

