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～東急不動産グループが提案する新しい『働き方』～

全国複数のホテルでワーケーションプランを開始
会議室・資料印刷無料や「デイユース」プランなど

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田 正志）と東急リゾーツ＆ステイ株式会
社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰明）は、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に「働き
方改革」が進むなか、東急不動産グループ（以下「当社グループ」）が運営する全国複数のホテルで、旅先で
リフレッシュしながらも仕事ができる「ワーケーション」プランを横断的に開始することをお知らせいたしま
す。当社グループで運営する「旧軽井沢 KIKYO キュリオ・コレクション by ヒルトン」や一部の「ホテルハー
ヴェスト」で専用プランを販売するほか、全国 28 店舗を展開する都市型ホテル「東急ステイ」においても、
アーリーチェックインプランや、日中の客室利用を提供するデイユースプランを販売しております。また、当
社グループが経営する「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」でも、リモートワーク応援機
材を含む専用プランを販売いたします。
場所にとらわれない働き方である「テレワーク」が浸透するなど国内の働き方への意識は大きく変化してお
り、当社グループではオンとオフを組み合わせた新しい『働き方』を提案しこの流れを後押ししてまいります。

旧軽井沢 KIKYO キュリオ・コレクション by ヒルトン 外観

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 外観

■「デイユース」プランや機材・会議室の無料利用でワーカーをサポート
「旧軽井沢 KIKYO キュリオ・コレクション by ヒルトン」と「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイラン
ド 沖縄」では、様々な特典がついたワーケーションプランをご用意しており、印刷機などのワーク用機材や
会議室の無料利用も可能です。浜名湖や鬼怒川の「ホテルハーヴェスト」では、リゾート地での会議や研修を
パッケージとした宿泊プランの提供を開始しています。

また更なるワーケーション推進として、「東急ステイ」にて日中の客室利用「デイユース」プランの販売を
行っております。都内店舗の一部と、札幌大通店、大阪本町店では、ベッドを設置せず、より執務に集中でき
る環境を整えた「プライベートテレワークルーム」もご用意しております。「東急ステイ」は洗濯乾燥機・電
子レンジ・ミニキッチンといった、中長期滞在に便利な設備を多くの客室内に設置しており、他社宿泊特化型
ホテルチェーンと比較しても“広めの客室”を提供しております。従来からも多くのビジネスユーザーのお客様
にご宿泊いただいていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、“宿泊を伴わない新たなホテル利
用“の形を提案いたします。

東急ハーヴェストクラブ浜名湖

東急ステイ札幌大通

■ 東急不動産グループが提案する新しい『過ごし方』
当社グループは余暇・シニア・健康分野など幅広い事業領域を活かし、様々な世代がいきいきと自分らしく
暮らせるようサポートすることを目指して事業を推進しております。これまでも with コロナ時代の新しい過
ごし方のご提案として、オンラインフィットネス「WEBGYM（ウェブジム）」を通じた LIVE レッスンや、リ
ゾート施設現地で厳選した商品を取り扱う EC サイト「逸品おとりよせ」をリリースしてまいりました。
新型コロナウイルスの影響で社会環境が大きく変化するなか、今回のワーケーションプランなど多様な施
設・サービスを活用して、健康的な生活スタイルの提案や高齢者が安心して利用できる住宅の提供など、これ
からの時代に求められる「豊かな時間」や「豊かな体験」を創造していきます。

１．WEBGYM LIVE レッスン
「WEBGYM LIVE」は、“いつでも、どこでも、ジムのレッスンをご自宅
に”をコンセプトに、
「LIVE」でスタジオレッスンを受けることができるアプ
リです。人気のレッスンを中心に LIVE 配信を行い、より多くのお客様にご
自宅でもスタジオレッスンを安心して楽しんでいただけます。
※リリース「WEBGYM LIVE が Android アプリの提供を開始」
（2020 年 6 月
25 日）
https://www.sportsoasis.co.jp/co/news/info/det752.html

２．逸品お取り寄せ
ご自宅にリゾート地で厳選された逸品をおとりよせ。新型コロナウイルス
により外出自粛を余儀なくされる中、現地に足を運べなくてもご当地の食材
や工芸品など東急リゾーツ＆ステイの運営施設が厳選した逸品を自宅でお
楽しみいただけます。
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■ 様々な社会課題の解決を進めます
当社グループは、サステナビリティビジョンとして「社会課題の解決」を掲げており、常に社会課題と向き
合い、事業活動を通じて解決に取り組んでいます。新型コロナウィルス感染拡大により世の中が大きく変化し、
with コロナ時代の新しい生活様式が求められるなか、当社の幅広い事業領域を活かし、新しい日常の提案を
行うなど、引き続き、様々な社会課題の解決に向けてグループ全体で事業に取り組んでまいります。

■ ワーケーションプラン概要
➀旧軽井沢 KIKYO キュリオ・コレクション by ヒルトン
所 在 地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 491-5
交

通：北陸新幹線軽井沢駅より徒歩 17 分
ホテルの客室で働きながらも軽井沢の木々や苔の緑いっぱいの中庭をご覧
いただき、自然豊かなリゾート地でゆっくりとした時間をお過ごしくださ
い。宿泊割引はもちろん、レストラン利用時の割引、無料で印刷機・Wi-Fi 可
能など「快適な滞在」と「生産性の高い仕事」を両立できる、各種サービス

地図

をご用意しております。
〈プラン概要〉
■商品名：リゾートワークプラスプラン
■期

間： 〜 2021 年 2 月 28 日（日）※予約期間：〜2020 年 11 月 30 日

■料

金：1 泊素泊

18,700 円〜（税金・サービス料別）

(大人 2 名 1 室ご利用時 1 名様あたり／スーペリアルーム)
■特

典：ご宿泊 15％割引・WiFi 無料・レストラン利用時 10％OFF・印刷無

料サービス・プライベートスペース利用＜2 時間 無料＞
■公式 HP

https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/

部屋の写真

②ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄
所 在 地：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 1108 番地
交

通：那覇空港より車で約 60 分
テレワークを活用して仕事をしながら、沖縄でバケーションも楽しむ働き
方「オキナワーケーション」。無料 Wi-Fi や機材の整った客室で、仕事中は
豊かな自然を感じながらもテレワークに集中していただく環境を整え、オ
フには屋外プールエリアやビーチで家族とアクティビティを楽しんでいた
だく、新しい旅のスタイルをご提案いたします。

〈プラン概要〉※2 泊以上よりご予約を承ります

地図

■商品名：オキナワーケーション@瀬良垣島
■期

間：2020 年 8 月 4 日（火）〜2020 年 12 月 20 日（日）、除外日あり

■料

金：1 泊朝食付

22,000 円〜79,000 円（税金・サービス料別）

(大人 1 名 1 室ご利用時 1 名様あたり／ラグーンビューツイン)
■特

典：リモートワーク応援機材・リージェンシークラブラウンジ会議室
2 時間無料利用、アクティビティクーポン等

■公式 HP

https://www.hyattregencyseragaki.jp
部屋の写真
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➂ホテルハーヴェスト
会員制リゾートホテル「東急ハーヴェストクラブ」に併設されている「ホテルハーヴェスト」。
海・山・温泉と全国各地の多様なリゾート地で、ワーケションにぴったりの環境をご用意しています。
公式 HP：https://www.resorthotels109.com/

ホテルハーヴェスト浜名湖
〜 湖畔に翼を広げるレイクサイドリゾート〜
客室からは、奥浜名の静かな湖面が一望でき、光と安らぎに
満ちた空間で湖畔リゾートを感じながらのリモートワーク。
敷地内にテニスコートも完備しており、仕事後のリフレッシュ
に体を動かすこともできます。
地図

〈プラン概要〉
■商品名：【平日限定】リモートワークスティ（1 泊朝食付）
■期

間： 〜 2021 年 1 月 31 日（日）

■料

金：1 泊朝食付

8,800 円〜（消費税別）

(大人 2 名 1 室ご利用時 1 名様あたり)
■特

部屋の写真

典：午前 10:00 よりチェックイン可能・「キリっと冷やして頭が冴え
る！」三ヶ日みかん生絞りジュースのお土産付き

■公式 HP：https://www.resorthotels109.com/hamanako/index.php
部屋の写真

ホテルハーヴェスト鬼怒川

〜 自然な鼓動が聞こえる、表情豊かな清流とともに〜
東京からわずか 120 分。豊かな自然環境に抱かれ、
地の利にも恵まれた鬼怒川には、まさにリゾートの
フルコースが揃っています。
深いくつろぎと優雅なリゾートシーンを演出いたします。
〈プラン概要〉
■商品名：【平日限定】リモートワークスティ（1 泊朝食付）
■期

間： 〜 2021 年 1 月 31 日（日）

■料

金：1 泊朝食付

8,800 円〜（消費税・入湯税別）
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部屋の写真

(大人 2 名 1 室ご利用時 1 名様あたり)
■特

典：チェックイン 14 時〜

翌日 12 時まで部屋利用可能

■公式 HP：https://www.resorthotels109.com/kinugawa/

部屋の写真
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④東急ステイ
東急ステイ札幌大通
所在地：北海道札幌市中央区南二条 5-26-2
交通：地下鉄東豊線・南北線・東西線

「大通」駅 3 番出口より徒歩 4 分

大通公園や狸小路、すすきのも徒歩圏内で、ビジネスにはもちろんのこと、
北海道観光の拠点としての利便性の高い立地です。
北海道の大自然のエッセンスを散りばめた「テラリウム」を表現した、上質で
温かみ溢れるお部屋でのテレワークはいかがでしょうか。

地図

〈プラン概要〉
■商品名：【テレワーク・ベッド無し広々お部屋プラン】9 時〜19 時
■期

間：2020 年 7 月 17 日（金）〜

■料

金：1 名利用時

3,500 円〜（税金・サービス料別）

■公式 HP：https://www.tokyustay.co.jp/hotel/SPO/
部屋の写真

東急ステイ大阪本町
所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町 2-4-24
交通：堺筋線・中央線

「堺筋本町」駅 11 番出口より徒歩 1 分

御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町」駅 11 番出口より徒歩 4
賑わいを見せる大阪の中心、キタとミナミにはさまれた船場エリアに 2020 年
2 月 27 日にオープンした新しいホテルです。
コンセプトは「粋都-Suito-」。粋なもの（＝特徴的で、特化的な客室空間、共
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用空間、プログラム）を集めて空間を構築しております。アクセスの良さから
、ビジネス利用にはもちろん、大阪観光の拠点としても最適です。
〈プラン概要〉
■商品名：【テレワーク・ベッド無し広々お部屋プラン】9 時〜21 時
■期

間：2020 年 7 月 13 日（月）〜

■料

金：1 名利用時

4,000 円〜（税金・サービス料別）

■公式 HP：https://www.tokyustay.co.jp/hotel/OH/

部屋の写真

〈本件に関するお問い合わせ先〉
東急不動産株式会社 広報室 報道担当 菅原・林
MAIL※：tlc-hodo@tokyu-land.co.jp
東急リゾーツ＆ステイ株式会社 広報マーケティンググループ 担当 高橋・播間
MAIL※：koho@tokyu-rs.co.jp
※東急不動産および東急リゾーツ＆ステイでは、新型コロナウイルス感染予防のため在宅勤務を実施中です。お手数お掛けしまして大変申し訳あり
ませんが、お問い合わせにつきましてはメールにていただきますようお願いいたします。担当者より順次ご案内させていただきます。
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