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東急不動産ホールディングスグループの東急ステイサービス株式会社（本社：東京都渋谷区

資本金：１千万）は、２０１６年３月７日に「東急ステイ築地」をリニューアルオープンすることをお知らせします。

 

「東急ステイ築地」は２００５年３月に「東急ステイ東銀座」として、

２０１５年１１月より段階的にリニューアル工事を実施してまいりましたが、このたび、

の全面リニューアル工事

今回の名称変更は、同日「東急ステイ銀座」が新規開業することもあり、近接エリアで２店舗の営業体制となるため、

よりお客様にわかりやすく、また店舗の個性を明確にすることを目的に行いま

 

東急ステイ築地は東京メトロ日比谷線「築地」駅より徒歩４分。築地場外市場の一角に位置しております。

エリアを広く見ると、ビジネス中心地からもほど近く、築地場外市場に立地という特性から外国人のお客様も

ビジネス、レジャーともにニーズの高いホテルです。

今回のリニューアルでは、「和」を

ご提供

 

≪リニューアルの特徴≫

  

  

  

東急ステイは今年度、目黒・祐天寺、五反田、築地の

開業
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≪リニューアルの特徴≫

  ・シングル部屋は１４００㎜幅ベッドを採用し、全室２名利用を可能に

  ・ダブルの客室を新設し、５割強の客室をダブル・ツイン仕様へ
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 「出張」「研修」「転勤時の一時住まい」「入院患者の長期

付添い看護」等、中長期滞在客をメインターゲットに都内の

観光、海外からの旅行者など『

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・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。
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ホテルです。 

 要】 

在： 東京都中央区築地４－１１－５

通： 東京メトロ日比谷線

数： １２４室 

： http://www.tokyustay.co.jp/hotel/HIG/

：  ０３－５５５１
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地： 東京都渋谷区道玄坂１－１０－５

者： 髙谷 昌吾

立： １９９７年９月１８日

金： １千万円

主な事業内容：  1．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助

           2．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等

           3．料飲業の経営

           4．有線電気通信による宿泊、観光案内等情報の提供

           5．その他前各号に附帯、関連する一切の業務
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付添い看護」等、中長期滞在客をメインターゲットに都内の

観光、海外からの旅行者など『

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・ミニキッチン（一部タイプ）などを客室内に設置した

 

中央区築地４－１１－５

東京メトロ日比谷線「築地

 

http://www.tokyustay.co.jp/hotel/HIG/

５５５１－０１０９ 

＜東急ステイサービス株式会社＜東急ステイサービス株式会社＜東急ステイサービス株式会社＜東急ステイサービス株式会社    会社概要＞会社概要＞会社概要＞会社概要＞

東京都渋谷区道玄坂１－１０－５

昌吾 

１９９７年９月１８日 

１千万円 

．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助

．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等

．料飲業の経営 

．有線電気通信による宿泊、観光案内等情報の提供

．その他前各号に附帯、関連する一切の業務

http://www.tokyustay.co.jp/

    

「出張」「研修」「転勤時の一時住まい」「入院患者の長期

付添い看護」等、中長期滞在客をメインターゲットに都内の

観光、海外からの旅行者など『1 泊でも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・ミニキッチン（一部タイプ）などを客室内に設置した

中央区築地４－１１－５ 

築地」駅より徒歩

http://www.tokyustay.co.jp/hotel/HIG/
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東京都渋谷区道玄坂１－１０－５ 

．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助

．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等

 

．有線電気通信による宿泊、観光案内等情報の提供

．その他前各号に附帯、関連する一切の業務

http://www.tokyustay.co.jp/ 

「出張」「研修」「転勤時の一時住まい」「入院患者の長期

付添い看護」等、中長期滞在客をメインターゲットに都内の

泊でも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・ミニキッチン（一部タイプ）などを客室内に設置した

」駅より徒歩４分、都営

http://www.tokyustay.co.jp/hotel/HIG/ 

会社概要＞会社概要＞会社概要＞会社概要＞    

 

．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助

．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等

．有線電気通信による宿泊、観光案内等情報の提供

．その他前各号に附帯、関連する一切の業務

「出張」「研修」「転勤時の一時住まい」「入院患者の長期 

付添い看護」等、中長期滞在客をメインターゲットに都内の 

泊でも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・ミニキッチン（一部タイプ）などを客室内に設置した 

、都営大江戸線

．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助

．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等

．有線電気通信による宿泊、観光案内等情報の提供 

．その他前各号に附帯、関連する一切の業務 

【西新宿店

線「筑地市場」駅

．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助

．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等 

 

【西新宿店 客室内の洗濯乾燥機、電子レンジ等】

」駅より徒４分

．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助 

客室内の洗濯乾燥機、電子レンジ等】

分 

客室内の洗濯乾燥機、電子レンジ等】 

 



 
 

◆店舗展開◆店舗展開◆店舗展開◆店舗展開 ※２０１６年３月７日時点 

店 舗 数：  都内１７店舗 

客 室 数：  ２，４４５室   

（※東急ステイレジデンス除く）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

立地：  全店最寄駅から徒歩 5 分以内 

 

 

 

 

銀座（2016年3月7日OPEN） 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅　徒歩3分　ほか

新宿（2015年5月1日OPEN） 東京メトロ丸ノ内線・副都心線、都営地下鉄新宿線「新宿三丁目」駅　徒歩1分　ほか

新橋 JR各線、都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ「新橋」駅　徒歩3分　ほか

蒲田 京浜急行線「京急蒲田」駅　徒歩3分　ほか

池袋 東京メトロ有楽町線・副都心線・丸ノ内線「池袋」駅　徒歩1分　ほか

西新宿 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅　徒歩2分　ほか

青山 東京メトロ銀座線「外苑前」駅　徒歩2分

水道橋 JR総武線「水道橋」駅　徒歩3分　ほか

五反田 JR山手線、都営浅草線「五反田」駅　徒歩１分　ほか

築地（旧：東銀座） 東京メトロ日比谷線「築地」駅　徒歩4分　ほか

渋谷新南口 JR各線「渋谷」駅　徒歩2分　ほか

四谷 JR各線、東京メトロ南北線・丸ノ内線「四ツ谷」駅　徒歩3分　ほか

日本橋 JR総武線「新日本橋」駅　徒歩2分　ほか

渋谷 京王井の頭線「神泉」駅　徒歩3分　ほか

用賀 東急田園都市線「用賀」駅　徒歩1分

門前仲町 東京メトロ東西線「門前仲町」駅　徒歩1分　ほか

目黒・祐天寺 東急東横線「祐天寺」駅　徒歩3分

※開業が新しい順


