2020 年 12 月 22 日
報道関係者各位
東急リゾーツ&ステイ株式会社
株式会社東急スポーツオアシス
東急不動産株式会社

「東急ステイ新宿」にて、宿泊に加えて
シェアオフィス、フィットネスクラブを利用できるプランを新設
～「Stay Well, Work Smart プラン」を販売開始～
東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：田中 辰明）が運営する滞在型ホテル「東急
ステイ」は、株式会社東急スポーツオアシス（本社：東京都渋谷区、社長：粟辻󠄀 稔泰）が展開する会員制フ
ィットネスクラブ「東急スポーツオアシス」と、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：岡田 正
志）が展開する会員制シェアオフィス「Business-Airport（ビジネスエアポート）」のシェアワークプレイス
（コワーキングプレイス）が利用できるプランの販売を、「東急ステイ新宿」にて開始することをお知らせい
たします。

■導入の背景
「Stay Well, Work Smart プラン」は、2020 年 11 月 16 日付でプレスリリースをいたしました、「BusinessAirport 1DAY パスポート付プラン」にさらなる付加価値を訴求するプランとなります。東急不動産ホールデ
ィングスグループの持つ総合力を生かし、日中の快適なビジネスシーンに加えて、フィットネスクラブで体を
動かすアクティブな体験価値を提供いたします。「東急スポーツオアシス」では、スポーツウェア、水着、シ
ューズ、タオルの貸し出しセットをご提供しておりますので、手ぶらでお越しいただくことが可能です。
「東急ステイ」、「東急スポーツオアシス」、「ビジネスエアポート」の各施設は、安心してご利用いただ
くための感染対策を徹底し、お客様をお迎えしております。

イメージ

ビジネスエアポート新宿三丁目

東急スポーツオアシス新宿 24Plus

東急ステイ新宿

■「新宿エリア」におけるグループシナジー
2020 年 12 月 21 日に、東急不動産株式会社が開発する都市型商業施設ブランド「キュープラザ」の６番目
の施設である「キュープラザ新宿三丁目」が開業いたしました（4-8 階は「ビジネスエアポート新宿三丁目」
として同日に開業）。近隣にある「東急スポーツオアシス新宿 24Plus」、「東急ステイ新宿」をセットでご
利用いただくことで、公共交通機関等での細かな移動を避ける形で、「新宿エリア」の中での回遊を実現いた
します。

■具体的なご利用フロー
なお、さらなる利用シーンの充実を目的として、本プランでは下記の「東急スポーツオアシス」と「ビジネ
スエアポート」全てでご利用いただくことを可能としております。お客様は、チェックイン日からチェックア
ウト日までのいずれか 1 日に「東急スポーツオアシス」と「ビジネスエアポート」をご利用いただくことがで
きます。それぞれ異なる日を指定いただいても構いません。
※「東急スポーツオアシス」は指定日において下記の中から 1 店舗のみ利用することができます。「東急ス
ポーツオアシス」では、宿泊期間中の追加の利用券購入はできません。
※「ビジネスエアポート」は指定日において複数の店舗を利用することが可能です。宿泊期間中の追加の利
用券購入は、「ビジネスエアポート」の各施設にて承ります。
＜地区別対象店舗＞
地区

東急スポーツオアシス

ビジネスエアポート

千代田区
中央区
文京区

1
2

東急スポーツオアシス聖路加ガーデン
東急スポーツオアシス本駒込

1
2
3
4

ビジネスエアポート東京
ビジネスエアポート丸の内
ビジネスエアポート日本橋
ビジネスエアポート神田

品川区
大田区

3
4

東急スポーツオアシス雪谷 24Plus
東急スポーツオアシス多摩川

5

ビジネスエアポート目黒

6
7
8
9
10
11
12
13

ビジネスエアポート渋谷南平台
ビジネスエアポート渋谷フクラス
ビジネスエアポート恵比寿
ビジネスエアポート青山
ビジネスエアポート六本木
ビジネスエアポート品川
ビジネスエアポート新橋
ビジネスエアポート竹芝

渋谷区
港区

5

東急スポーツオアシス青山

14 ビジネスエアポート田町
※2021 年 2 月 24 日開業予定

新宿区

6 東急スポーツオアシス新宿 24Plus

15 ビジネスエアポート新宿三丁目

板橋区
北区
葛飾区

7
8
9

-

東急スポーツオアシス赤塚 24Plus
東急スポーツオアシス十条 24Plus
東急スポーツオアシス金町 24Plus

① ホテルにチェックインする前のご利用の場合
そのまま「東急スポーツオアシス」、「ビジネスエアポート」にお越しいただき、「Stay Well, Work Smart
プラン」ご予約の旨をお申し出ください。
② ホテルにチェックインした後のご利用の場合
ホテルにてチェックイン時に各施設の利用券をお渡しいたしますので、そちらを「東急スポーツオアシス」、
「ビジネスエアポート」それぞれにお持ちください。
※チェックイン前にいずれかの施設をご利用された場合は、ご利用されていない施設の利用券をお渡しい
たします。
※チェックイン前に両方の施設をご利用された場合は、利用券のお渡しはいたしません。
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■概要
＜販売開始日＞
２０２０年１２月２２日（火）～
＜プラン名＞
“Stay Well, Work Smart”プラン
＜ご予約について＞
「東急ステイ新宿」公式 WEB サイトにて受け付けております。
① 単泊プラン（1 泊 2 日） 12,800 円/1 名～（消費税込）
https://advance.reservation.jp/tokyustay/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=17&lang=
ja-JP&smp_id=89&to_pos=1
② 連泊プラン（2 泊 3 日） 19,000 円/1 名～（消費税込）
https://advance.reservation.jp/tokyustay/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=17&lang=
ja-JP&smp_id=88&to_pos=1
※予約状況によりご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。

■「東急ステイ」概要
コンセプト～「自分らしく暮らすように滞在できる」ホテル～
「ビジネス」から「観光」
、
「転勤等の一時住まい」まで、海外からの旅行者も含め、『1 泊でも中・長期滞
在でも快適な空間』を提供することをコンセプトとして洗濯乾燥機・電子レンジ・空気清浄機・ミニキッ
チン（一部タイプ）などを客室内に設置したホテルです。
（公式ＨＰ： https://www.tokyustay.co.jp/）

店舗展開 ※2020 年 12 月 1 日時点
店舗数： 28 店舗
客室数： 4,521 室（※東急ステイレジデンス除く）
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■「東急スポーツオアシス」概要
東急スポーツオアシスは全国に 37 店舗のフィットネスクラブを展開しております。
各分野を通じて、「健康で快適な心身」の実現を願う皆様に「健康的な生活スタイル」の提案・提供を行
うことを使命と考えています。また、「場所」「年齢」「時間」を問わない、シーンに合わせた健康ソリ
ューションをお届けいたします。
（公式ＨＰ： https://www.sportsoasis.co.jp/）

店舗展開 ※2020 年 12 月 1 日時点
店舗数： 37 店舗

■「Business-Airport（ビジネスエアポート）」概要
東急不動産株式会社は、“飛躍を求めるすべてのビジネスパーソンへ、上質なワークスペースの提供”を目的
に、都内で会員制シェアオフィス「Business-Airport（ビジネスエアポート）」を展開しています。全施設が
都内の主要ビジネス街に位置し駅から徒歩圏内という利便性を誇り、移動の多いワーカーにも快適なビジネ
ス環境を提供します。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、オフィス分散やリモートワーク先
としてシェアオフィスの需要が高まっている昨今、after/with コロナにおける新しい働き方をサポートしてま
いります。
店舗展開
（公式ＨＰ： https://business-airport.net/）

エリア

住所

交通

青山

東京都港区南青山三丁目１番３号
スプライン青山東急ビル４階・６階

・東京メトロ銀座線「外苑前」駅１ａ出口徒歩３分

品川

東京都港区港南二丁目１６番２号
太陽生命品川ビル２８階

・ＪＲ「品川」駅よりスカイウェイにて直結
（港南口より徒歩３分）
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・東京メトロ各線「大手町」駅Ｄ６出口直結
・東京メトロ丸ノ内線「東京」駅から「大手町」駅
Ｄ６出口直結
・ＪＲ「東京」駅丸の内北口徒歩７分
・東京メトロ千代田線「二重橋前」駅４番出口徒歩２分
・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅、都営三田線
「日比谷」駅Ｂ７出口徒歩３分
・ＪＲ「東京」駅丸の内南口徒歩５分

東京

東京都千代田区丸の内一丁目１番３号
日本生命丸の内ガーデンタワー３階

丸の内

東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
岸本ビルヂング６階

六本木

東京都港区六本木七丁目８番６号
AXALL ROPPONGI６階・７階

・都営大江戸線「六本木」駅８番出口徒歩1分
・東京メトロ日比谷線「六本木」駅４a出口徒歩５分

神田

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地
oak 神田鍛冶町７階

・東京メトロ銀座線「神田」駅３番出口徒歩１分
・ＪＲ「神田」駅北口徒歩２分

新橋

東京都港区新橋一丁目１２番９号
A-PLACE 新橋駅前６～８階

・東京メトロ銀座線「新橋」駅５番出口徒歩1分
・ＪＲ「新橋」駅銀座口徒歩１分
・ＪＲ、京王井の頭線、東京メトロ、東急各線
「渋谷」駅徒歩６分
・京王井の頭線「神泉」駅南口徒歩４分
・東京メトロ各線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅
Ｂ１出口徒歩２分
・ＪＲ「東京」駅八重洲中央口徒歩５分

渋谷
南平台

東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号
渋谷ソラスタ３階

日本橋

東京都中央区日本橋三丁目６番２号
日本橋フロント１階

渋谷
フクラス

東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
渋谷フクラス１７階

・ＪＲ、京王井の頭線、東京メトロ、東急各線
「渋谷」駅徒歩１分

目黒

東京都品川区上大崎二丁目１５番１９号
MG 目黒駅前１～９階

・ＪＲ「目黒」駅東口徒歩１分
・東急、東京メトロ、都営地下鉄各線「目黒」駅
正面口（中央口）徒歩３分

恵比寿

東京都渋谷区恵比寿一丁目１９番１９号
恵比寿ビジネスタワー２階・１０階

・JR「恵比寿」駅東口徒歩２分
・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅１番出口徒歩４分

竹芝

東京都港区海岸一丁目７番１号
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー８階

新宿
三丁目

東京都新宿区新宿三丁目 5 番 6 号
キュープラザ新宿三丁目４～8 階

田町

東京都港区芝五丁目２６番２４号
田町スクエア１~２階

・JR「浜松町」駅北口徒歩４分
・ゆりかもめ「竹芝」駅歩行者デッキにて直結
（西口徒歩１分）
・都営浅草線、大江戸線「大門」駅Ｂ２出口徒歩５分
・東京メトロ丸の内線、副都心線、都営新宿線
「新宿三丁目」駅Ｅ３出口直結
・JR「新宿」駅東口徒歩６分
・ＪＲ「田町」駅三田口（西口）徒歩５分
・都営三田線、浅草線「三田」駅Ａ３出口徒歩２分

※田町店は、2021 年 2 月 24 日開業予定

＜本件に関するお問い合わせ先＞
東急リゾーツ＆ステイ株式会社 東急ステイ 蛭田（ひるた）・小池
TEL：03-3476-1031（代表）EMAIL：stay@tokyu-rs.co.jp
株式会社東急スポーツオアシス マーケットデザイン 木村・望月
TEL：03-6427-0721（代表）EMAIL：press@sportsoasis.jp
東急不動産株式会社 広報室 報道担当 上林・竹内
EMAIL：tlc-hodo@tokyu-land.co.jp
※新型コロナウイルス感染症予防のため在宅勤務を実施中です。
お手数をおかけし大変申し訳ありませんが、メールにてお問い合わせいただきますようお願いします。
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