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東急株式会社 
 
当社が提供している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）は、２０２２年５月から東

急グループ外のホテルと提携し宿泊対象施設を大幅に拡大するとともに、より気軽な利用を可能にする１３泊のライトプランを

新設するなどサービスを拡充します。２０２２年５月・６月にご利用いただくお客さまの募集を３月２３日（水）１２時から開始しま

す。 

２０２１年４月から東急グループが運営する全国１７都道府県３９施設にて開始した本サービスは、急速なスピードで宿泊対

象施設のネットワークを拡大し、本募集より全国３７都道府県１７３施設にて“好きな時に、好きな場所で、自由に”旅するような

暮らしをお楽しみいただけるようになります。 

さらに、従来の３０泊プランに加えて、ご要望を多くいただいていた気軽・身軽にご利用いただける１３泊のライトプランを新

設することで、お試し利用や自宅とホテルの多拠点生活など、より多くのお客さまのライフスタイルニーズに寄り添うサービス

の選択肢を提供します。今後も、新たな施設や新たなサービスの追加については継続して検討していきます。 
 
【TsugiTsugi 募集概要】 

本募集では、一番人気の３０泊プランとこれまで多くのご要望をいただいていたライトプランとして１３泊プランをご用意してい

ます。３０泊プランではこれまで通り、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、全プランで同伴者様１名まで無料にてご利用いただくことができ、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。 

 ライト スタンダード Enjoy+ 

宿泊数 １３泊 ３０泊 

宿泊対象施設 全国１７３施設 

ご利用料金（税込） １１０，０００円 ２３０，０００円 ２７０，０００円 

ご利用可能人数 ご同伴者１名無料 

お申込定員 各期間３０名限定（計８回）  各期間５０名限定（計２回）  

お申込形態 抽選販売（ｗｅｂ申し込み） 先着順（ｗｅｂ申し込み） 

特典① ANA SKY コイン - ５，０００コイン ４５，０００コイン 

特典② 東急ホテルズギフトカード - - ２０，０００円分 

※３０泊プランのお申込定員数は“スタンダード”と“Ｅｎｊｏｙ＋”の合計となります。 

※３０泊プラン特典の 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。 
 
本募集は、３４０名限定で募集し、２０２２年３月２３日（水）１２時から専用サイト（https://tsugitsugi.com/）にて、申し込みを

開始します。各プランの募集期間、利用開始日などは別紙をご参照ください。 
 
【追加された宿泊対象施設ブランド】 

・ドーミーイン・御宿 野乃（全国 ７５施設） 

・共立リゾート（全国 ４施設） 

・ＪＲイン（北海道エリア ６施設） 

・ホテル日航ノースランド帯広（北海道エリア １施設） 

・相鉄フレッサイン（全国 １０施設） 

 

 当社は、今後も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。 

 

本サービスおよび本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」外部ホテル提携により全国１７３施設に拡大！ 

～気軽に身軽に利用可能な１３泊のライトプランも新登場～ 

https://tsugitsugi.com/


【別紙】 

１． TsugiTsugi２０２２年５月・６月募集について 

TsugiTsugi メンバーは、全国に広がる１７３の施設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。（２０２２年５月８日時点） 

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、一部のホテルではレストラン優待やウェルカムド

リンクサービス、アーリチェックイン・レイトチェックアウトなどの宿泊施設優待、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。 

 

【宿泊対象施設ネットワークの拡大】 

 ２０２１年４月から東急グループが運営する３９施設にて開始した本サービスは、２０２１年１１月には７８施設、２０２２年５月か

ら１７３施設と、約１年で TsugiTsugi の宿泊対象施設ネットワークは急速に拡大しています。また、東急グループ外のホテルと

の連携を開始したことで、東急グループでは網羅できなかったエリア進出が可能になり、全国３７都道府県へとエリアも拡大し

たことで、より自由度の高いご滞在を可能にしています。今後も、施設数・エリア数の拡大を引き続き行うとともに、魅力度の高

い宿泊施設を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規ご利用可能施設のご紹介】（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ラビスタ東京ベイ 

東京/豊洲 

▲天然温泉 境港 夕凪の湯 御宿 野乃 

鳥取/境港 

▲ＪＲイン 旭川 

北海道/旭川 

▲天然温泉 海神の湯 

ドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ仙台シーサイド 

宮城/仙台 

 

▲ホテル日航ノースランド帯広 

北海道/帯広 

▲相鉄フレッサイン 日本橋茅場町 

東京/茅場町 

TsugiTsugi 宿泊対象施設分布図 ▶ 

(２０２２年５月８日時点) 



２． TsugiTsugi 募集プラン詳細について 

一番人気の３０泊プランとこれまで多くのご要望をいただいていたライトプランとして１３泊プランをご用意しています。３０泊

プランではこれまで通り、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。（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、全プランで同伴者様１名まで無料にてご利用いただけ、利用除外日はございません。 

２０２２年３月２３日（水）１７時から、サービスサイト上から各プランのお申込みが可能となります。 

 

（１）１３泊プラン（抽選販売 各３０名限定） 

２０２２年５月８日（日）以降、毎週日曜日から開始される８プランよりお申込みいただけます。 

※１３泊プランのご利用は抽選販売となることをご了承ください。 

※１３泊プランには ANA SKY コインなどの特典はございませんが、その他各種優待は３０泊プランと同様に付帯しています。 

※抽選へのお申込みは複数プランも可能です。 

※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。 

※宿泊施設に関するご予約については、プラン開始日の２８日前より専用サイトにて承ります。 

※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/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用料金 １１万円（税・サービス料込） 

お支払い方 ご利用料金をクレジットカードにて、会員登録時オンライン決済（抽選終了後） 

プラン特典 なし 

 

【５月８日開始】プラン 

利用期間：２０２２年５月８日（日）～２０２２年５月２０日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年４月８日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年４月９日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【５月１５日開始】プラン 

 

利用期間：２０２２年５月１５日（日）～２０２２年５月２７日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年４月８日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年４月９日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【５月２２日開始】プラン 

利用期間：２０２２年５月２２日（日）～２０２２年６月３日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年４月８日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年４月９日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【５月２９日開始】プラン 

利用期間：２０２２年５月２９日（日）～２０２２年６月１０日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年４月８日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年４月９日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【６月５日開始】プラン 

利用期間：２０２２年６月５日（日）～２０２２年６月１７日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年５月６日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年５月７日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【６月１２日開始】プラン 

 

利用期間：２０２２年６月１２日（日）～２０２２年６月２４日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年５月６日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年５月７日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【６月１９日開始】プラン 

利用期間：２０２２年６月１９日（日）～２０２２年７月１日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年５月６日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年５月７日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

 

【６月２６日開始】プラン 

利用期間：２０２２年６月２６日（日）～２０２２年７月８日（金） 

募集期間：２０２２年３月２３日（水）～２０２２年５月６日（金）２３：５９まで 

当選発表：２０２２年５月７日（土）２３：５９までに当選者に順次メールにてご案内 

https://tsugitsugi.com/


（２） ３０泊プラン（先着順 各５０名限定） 

２０２２年５月利用分、６月利用分の２プランよりお申込みいただけます。 

※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いただけます。 

※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。 

※宿泊施設に関するご予約については、プラン開始日の２８日前より専用サイトにて承ります。 

※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 ２０２２年５月１０日発行 ⇒ ２０２３年５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) 

 

３．宿泊対象施設一覧（２０２２年５月８日時点）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ご利用料金をクレジットカードにて、お申込み時オンライン決済 

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 

【５月利用】 

➀ ２０２２年５月８日（日）～２０２２年６月６日（月） ➁ ２０２２年５月９日（月）～２０２２年６月７日（火） 

➂ ２０２２年５月１０日（火）～２０２２年６月８日（水） ➃ ２０２２年５月１１日（水）～２０２２年６月９日（木） 

 

【６月利用】 

➀ ２０２２年６月８日（水）～２０２２年７月７日（木） ➁ ２０２２年６月９日（木）～２０２２年７月８日（金） 

➂ ２０２２年６月１０日（金）～２０２２年７月９日（土） ➃ ２０２２年６月１１日（土）～２０２２年７月１０日（日） 

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


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/) 

 

【参考】新規参画企業について 

◇ 株式会社 共立メンテナンス 概要 

共立メンテナンスは、１９７９（昭和５４）年に給食受託事業からスタート以来、学生寮・社員寮を運営する「寮事業」、ビジネ

スホテル・リゾートホテルを運営する「ホテル事業」へとその事業領域の拡大を図りながら、企業として着実な発展を遂げて

きました。多様に変化する社会情勢を見据えながら、これからもさらに幅広いフィールドで、人々と社会に信頼され、貢献す

る企業を目指します。 

 

所在地：東京都千代田区外神田２－１８－８ 

設立年月日：１９７９年９月２７日 

代表：代表取締役社長 中村幸治 

事業概要：寮事業、ビジネスホテル事業、リゾートホテル事業、シニアライフ事業、ＰＫＰ事業 

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

 

◇ ＪＲ北海道ホテルズ株式会社 概要 

２０２２年３月２３日現在、シティホテル２館、宿泊特化型ホテル６館（８館合計客室数１７０９室）を経営・運営。 

人々の交流の場であるホテルを通じて常に新たな価値を創造することを企業理念に、 

お客様に信頼される「やすらぎと感動」のホテルの運営により地域社会の発展に貢献してまいります。 

 

所在地：札幌市中央区北５条西２－５ 

設立年月日：１９９９年１２月３日 

代表：代表取締役社長 白﨑 力雄 

事業概要：ホテルの経営・運営 

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

 

◇ 株式会社相鉄ホテルマネジメント 概要 

相鉄ホテルマネジメントは、相鉄グループならではの高い安全性と信頼感をもたらす宿泊特化型ホテル運営を 

おこないます。常に先進的なサービスと快適な空間の提供に努め、最高の笑顔でお客様をお迎えいたします。 

多種多様化するお客様のご要望にも柔軟に対応し大切な人におすすめいただけるホテルブランドを目指していく。 

それがわたしたち相鉄ホテルズの掲げる理想です。 

 

所在地：神奈川県横浜市西区北幸２－９－１４ 

設立年月日：２０１７年７月１４日 

代表：代表取締役社長 加藤 尊正 

事業概要：宿泊特化型ホテルの運営・フランチャイズ事業 

    公式ウェブサイトＵＲＬ： https://sotetsu-hotels.com/ 

以 上 

https://tsugitsugi.com/
https://www.kyoritsugroup.co.jp/
https://www.jrhotels.co.jp/
https://sotetsu-hotels.com/

