２０１８年６月２１日

東京都の快適通勤ムーブメント「時差Ｂｉｚ」に連動し、
田園都市線・東横線で朝６時台の臨時列車を運転、「グッチョイクーポン」第５弾を配信
東京急行電鉄株式会社
当社は、７月９日（月）から、朝ラッシュ時間帯の混雑緩和に関する取り組み「グッチョイモーニング」（以下、本取
り組み）を強化し、朝６時台に田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」、東横線「時差Ｂｉｚ特急」を期間限定で運転するほ
か、連携企業のサービス割引や商品交換に利用できる「グッチョイクーポン」第５弾の配信などを行います。
本取り組みは、東京都が実施する快適通勤ムーブメント「時差Ｂｉｚ」と連動し、オフピーク通勤を推奨することで、
混雑緩和だけでなく、朝型勤務の習慣化を通じた生産性向上や、朝活・ゆう活の推進を目的に実施しています。
昨年度、期間限定で運転した田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」は、１日あたり約１,５００人のお客さまにご利用い
ただき、渋谷駅到着時点（６：４３着）で乗車率１００％（朝ピーク時は１８４％）と、混雑率の低さや、所要時間の短さ
について好評をいただきました。今年度は、田園都市線と東横線の２路線で臨時列車の運転を行います。田園都
市線では「時差Ｂｉｚライナー」が、中央林間を６時０１分に発車し、昨年同様長津田、あざみ野、溝の口、渋谷、半蔵
門線内は各駅に停車します。東横線では「時差Ｂｉｚ特急」が、元町・中華街を６時１４分に発車後、横浜を６時２３分
に発車し、東横線内は特急、副都心線内は通勤急行として運行します。早朝時間帯に臨時列車を増発することで、
短い所要時間で都心に向かうことができ、オフピーク通勤を促進します。
またグッチョイクーポンは、２０１８年６月現在、約３０，０００人の方にご参加いただいています。第５弾となる今回
は、映画のペア鑑賞券が当たる抽選への応募資格や、本の要約アプリのクーポンが新たに加わり、クーポンの選
択肢をさらに広げることで、朝活・ゆう活を推奨し、オフピーク通勤の促進につなげていきます。
東急グループでは、約４０社が「時差Ｂｉｚ」に参加登録しました。各社は従業員の朝型勤務・ゆう活、ならびにオフ
ピーク通勤の促進を目指し、朝型勤務を実践した本社従業員への朝食の提供や、サテライトシェアオフィス
「NewWork」でのテレワーク導入に向けたトライアルの実施など、環境整備を進めています。
当社では、混雑・遅延の解消を重要な課題として位置づけ、これまでも「バスも！キャンペーン」や、「ＮｅｗＷｏｒ
ｋ」の早朝利用無料化など、朝ラッシュ時の混雑緩和に取り組んできました。今後も自治体や企業と連携しながら、
グループ一丸で混雑緩和に取り組み、より魅力ある沿線を目指していきます。
本取り組みの詳細は別紙のとおりです。

以

上

【別紙】
混雑緩和施策「グッチョイモーニング」
お客さまに朝の「選択肢」を提供するプロジェクトです。「グッチョイ」とは、「良い選択」という意味である、「Ｇｏｏｄ
Ｃｈｏｉｃｅ（グッドチョイス）」の短縮形で、当社が提供する早朝時間帯の多様な選択肢の中から、お客さまご自身が
「最適なチョイス（選択肢）を選んでいただく」ことを目指して命名しています。本取り組みは、オフピーク通勤を推奨
し、混雑緩和を実現するだけでなく、朝型勤務の習慣化を通じた生産性向上や、お客さまの朝活の推進を目的に
２０１７年７月から実施しています。
今年度の時差Ｂｉｚ期間にあわせて、新たに以下の施策に取り組みます。
１． 時差Ｂｉｚ臨時列車の運行
（１）運行期間： ２０１８年７月９日（月）～２０日（金）（平日９日間）
（２）田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」
■運行区間： 中央林間発 押上行き
■停 車 駅： 田園都市線：中央林間、長津田、あざみ野、溝の口、渋谷
※半蔵門線内は各駅停車
■発着時刻：

時差Ｂｉｚライナー

中央林間

長津田

あざみ野

溝の口

渋谷

押上

６：０１発

６：０９発

６：１８発

６：２８発

６：４３着

７：１５着

■所要時間：
中央林間～渋谷

長津田～渋谷

時差Ｂｉｚライナー

４２分

３４分

※参考：急行列車（渋谷到着７時台）

４５分

３８分

※参考：準急列車（渋谷到着８時台）

５１分

４２分

（３）東横線「時差Ｂｉｚ特急」
■運行区間： 元町・中華街発 和光市行き
■停 車 駅： 東横線：横浜、菊名、武蔵小杉、自由が丘、中目黒、渋谷
※みなとみらい線内は特急、副都心線内は通勤急行
■発着時刻：
元町・中華街

みなとみらい

横浜

菊名

武蔵小杉

自由が丘

中目黒

渋谷

和光市

６：１４発

６：１７発

６：２３発

６：３０発

６：３８発

６：４３発

６：４９発

６：５２着

７：２４着

時差Ｂｉｚ特急

※みなとみらい線内：特急（元町・中華街、みなとみらい）

■所要時間：
横浜～渋谷
時差Ｂｉｚ特急

２９分

※参考：急行列車
（渋谷到着７時台）

３５分

※副都心線内：通勤急行（新宿三丁目、池袋、小竹向原から和光市までの各駅）

２．東急線アプリ「グッチョイクーポン」第５弾の配布
スマートフォン向け「東急線アプリ」をお持ちで、指定時間までにポイント付与対象スポットを利用し、オフピーク通
勤をされたお客さまに、お得なクーポンへの引き換えや抽選へ応募できるポイントをアプリ内で付与します。
第５弾からは、映画のペア鑑賞券が当たる抽選への応募資格や、本の要約アプリのクーポンが新たに加わり、
全２９種類のメニューをご用意し、お客さまそれぞれに合った朝活や夕活の充実を応援します。
（１） 配布実施期間
２０１８年７月２日（月）～９月３０日（日）※ポイント付与は平日限定
（２） ポイント獲得スポット
・鉄

道・・・「１０ポイント」付与 / 初電～７：３０迄（※上り線ご利用のお客さまのみ）

渋谷駅（東横線・田園都市線）・目黒駅（目黒線）・大井町駅（大井町線）・五反田駅（池上線）（計５駅）
・駐 輪 場・・・「５ポイント」付与 / 初電前～７：００迄
田園都市線１４駅１９箇所：二子玉川/二子新地/高津/溝の口/梶が谷/宮崎台/たまプラーザ/あざみ野/
市が尾/青葉台/田奈/長津田/すずかけ台/中央林間
（詳細：http://www.tokyu-bicycle-parking-area.jp/）
・サテライトシェアオフィス「NewＷｏｒｋ」・・・「１０ポイント」付与 / ９：３０迄 ※試験導入
対象店舗：渋谷イースト店・自由が丘店・横浜店・二子玉川店・たまプラーザ店（計５店舗）
※開店時間は店舗により異なります。
（詳細：https://newwork109.com/）
（３） クーポンの詳細※ご提供は原則、各店舗のサービス提供時間内です。
※toks 五反田店は１０時３０分からの提供となります。

通常

10ポイント

抽選

通常

20ポイント
抽選

30ポイント

抽選

toks

キリン午後の紅茶 レモンティー(500ml) 1本プレゼント（提供期間：7月2日～7月31日）

toks

キリン午後の紅茶

toks

キリン生茶(525ml）1本プレゼント（提供期間：9月1日～9月30日）

セガゲームス

100円相当のスマホゲーム内のアイテムと交換できるPlaybitポイント100pプレゼント（毎月先着1,000回迄）

東急ストアネットスーパー

東急ストアネットスーパーご注文でリプトン コールドブリュー アールグレイ ティーバッグ12袋入り1個プレゼント

ローソン

マチカフェドリンクメニュー

東急あざみ野ゴルフガーデン

【土日祝】時間制60分以上(有料)のご利用で10分無料延長

スイング碑文谷

【平日】打席時間貸し15分延長無料

アトリオドゥーエ

500円ワンコイン利用券プレゼント

東急リゾートサービス

新規webユーザー登録で東急ゴルフリゾート2,000webポイントプレゼント

しぶそば

そば（うどん）丼ものをご注文の方に、お好きなトッピングを無料でプレゼント

ミスタービーン

豆乳やき

NICOTAMA DAYS CAFÉ

NICOTAMAカレーご注文のお客さまにコーヒーor紅茶１杯プレゼント

ヴィ・ド・フランス・カフェ

エトモ中央林間、長津田、江田のヴィ・ド・フランス・カフェにてソフトクリームデザート類どれでも150円引き

フライヤー(NEW)

10分で読める話題の本の要約1冊閲覧可能

ヨネックス

ヨネックス

カラダファクトリー

整体・骨盤調整(A.P.バランス®)40分コースを抽選で週7名さまご招待

東急ベル

ハウスクリーニング(浴室クリーニング)

東急カード

抽選で１００名さまに毎週３００TOKYUポイントプレゼント

セガゲームス

7月限定 抽選で５名さまにスマホゲーム内のアイテムと交換できるPlaybit5,000円相当ポイントをプレゼント

東急リゾートサービス

東急ゴルフリゾート対象ゴルフ場毎週抽選で2名さまに全日ペア招待券プレゼント

ザ・ロイヤルカフェ横浜

スープ・フードをご注文の方はオリジナルブレンドコーヒー無料プレゼント

東急あざみ野ゴルフガーデン

【平日】ボール24球無料券プレゼント

スイング碑文谷

【土日祝】打席時間貸し15分延長無料

ベン＆ジェリーズ

ベン＆ジェリーズおすすめアソートセット(6個入り)を毎週抽選で3名さまにプレゼント

東急ベル

東急ベルセレクト商品から【ワイン】フランソワ・ミクルスキ

東急ベル

東急ベルセレクト商品から【スイーツ】凍らせ焼きプリン カタラーナ 6個セットを毎週抽選で10名さまにプレゼント

映画「散り椿」(NEW)

岡田准一主演

東急ベル

東急ベルセレクト商品から【産地直送】十勝ひとまい牛ドライエージングステーキ

おいしい無糖(500ml) 1本プレゼント（提供期間：8月１日～8月31日）

全品20円引き

カスタード ５０円引き

パワークッションSAFERUN800X（セーフラン800X）のランニングシューズを毎週抽選で3名さまにプレゼント

を毎週抽選で１名さまにプレゼント

クレマン

映画「散り椿」（9月28日（金）全国公開）ペア劇場鑑賞券

ド

ブルゴーニュを毎週抽選で10名さまにプレゼント

抽選で毎週4組8名さまにプレゼント（提供期間：7月2日～9月9日）
200g×2枚を毎週抽選で10名さまにプレゼント

（４）利用イメージ

※詳細はグッチョイクーポン公式サイト（http://ii.tokyu.co.jp/gcmorning/coupon/index.html）をご確認ください。
（５）「グッチョイクーポン」会員数の推移
実施時期

第１弾（２０１７年７月１１日～８月３１日）

登録会員

早起き利用者/日

約６，７００名

約１，４００名

第２弾（２０１７年１１月１日～１２月３１日）

約１４，７００名

約２，６００名

第３弾（２０１８年１月１日～３月３１日）

約２３，０００名

約４，１００名

第４弾（２０１８年４月１日～７月１日）

約３０，０００名

約６，５００名

※いずれも期間終了時の実績
３． 混雑の「見える化」
適切な乗車時間・車両をお選びいただくために、新たに駅構内ポスターでピーク時間帯のご案内を強化します。
・掲載場所：東横線、田園都市線、目黒線の各駅

田園都市線

東横線

目黒線

４．田園都市線「早起き応援キャンペーン」
田園都市線でオフピーク乗車いただいた方は、平日毎日もれなく５０TOKYU ポイントがもらえます。
（１）期

間：

２０１８年７月９日（月）～２０日（金）（平日９日間）

（２）ポイント付与条件：
・乗車駅と乗車時間：

中央林間～二子玉川間の駅を平日朝７時００分までに乗車 または
用賀～池尻大橋間の駅を平日朝７時２０分までに乗車

・降

車

駅：

渋谷駅、目黒駅、五反田駅、大井町駅、または他社線の各駅
（東京メトロなど相互直通先を含む）

（３）エントリー方法：
ご利用の当日までに PASMO・Suica で「電車とバスで貯まる TOKYU POINT」の登録が必要です。
詳しくは、東急カードＨＰをご覧ください。（http://www.topcard.co.jp/point/save/railway/）
５． 東急グループの働き方改革推進への取り組み
（１）東急電鉄での取り組み：
当社は、新・中期３か年経営計画「Make the Sustainable Growth」において、ワークスタイル・イノベーションの進
化を掲げています。今後も働きがいがある仕事と働きやすい環境の整備、生産性向上とイノベーション創出によ
り、「日本一働き続けたい会社」を実現するとともに、自ら実践した働き方改革を社会へも展開していきます。
従業員の朝型勤務（アーリーワーク）とゆう活を促進するため、本社勤務員を対象に、以下の期間で軽食を提供
します。アーリーワークによる生産性の向上と、当社従業員のオフピーク通勤促進を目指します。
アーリーワークの推進施策は昨年度に引き続き、２回目となります。
・実施期間：２０１８年７月９日（月）～８月１０日（金）（時差Ｂｉｚ夏の集中取り組み期間）
・対

象：本社勤務員（１，５００名程度）

・内

容：朝７時３０分までに出社した従業員に、セルリアンタワー東急ホテル「かるめら」の軽食もしくは、３種
類のスムージー「KIRIN naturals」（健康ドリンク）を提供

（２）その他東急グループでの取り組み：
東京都内に事業所を構える東急グループ約４０社が、東京都が実施する快適通勤ムーブメント「時差Ｂｉｚ」に参
加登録しました。各社が時差Ｂｉｚに取り組みやすい環境の整備や、従業員のオフピーク通勤の推奨をしています。
今後も東急グループ一丸となって混雑緩和に取り組んで参ります。
東急グループ各社 取り組み事例
・サテライトシェアオフィス「NewWork」でのテレワーク導入に向けたトライアルを実施
・スライド勤務の対象時間を 1 時間拡大
・部署ごとに実施している「朝礼」を廃止し、「昼礼」として昼休みの前後に実施することを推奨

以

上

【参考】当社の混雑緩和への取り組み
都心方面の輸送力増強
２０１７年４月に実施したダイヤ改正で、渋谷着５時台に長津田発の急行渋谷行き
田園都市線の朝ラッシュ前の増発

を１本、渋谷着６時台に中央林間発の急行渋谷行きを１本増発。２０１８年３月に
実施したダイヤ改正で、渋谷駅着７時台の上り急行列車２本増発

田園都市線の輸送力増強
大井町線の輸送力増強

２０１８年３月から田園都市線新型車両２０２０系を導入し、１編成につき５０名の定
員増
２０１８年２月から、大井町線急行車両が６両編成から７両編成となり、１編成につ
き１４６名の定員増
働く場所を選ぶ取り組み

「ＮｅｗＷｏｒｋ」の朝時間帯無料化

サテライトシェアオフィス「ＮｅｗＷｏｒｋ」の契約企業を対象に直営店６店舗におい
て、朝時間帯の利用を無料にするキャンペーンを実施（※２０１７年９月終了）
移動手段を選ぶ取り組み
田園都市線池尻大橋～渋谷間を含む電車定期券をお持ちのお客さまを対象に、

田園都市線「バスも！キャンペーン」

国道２４６号を運行する渋谷駅行きの東急バスに、追加料金なしでご乗車いただ
けるサービス（※現在実施中）
乗車時間を選ぶ取り組み
田園都市線・大井町線溝の口駅（北）駐輪場において、オフピーク時間帯に利用

駐輪場早起きキャンペーン

できる割引定期券を１，０００円／月（通常料金：２，５７０円／月）で新たに販売す
るキャンペーン（※２０１７年６月終了）

時差 Biz ライナー（２０１７年度）

２０１７年７月１１日～７月２１日の平日８日間、田園都市線中央林間発押上行きの
早朝臨時特急列車「時差Ｂｉｚライナー」を、期間限定で運行

「グッチョイクーポン」第１弾

スマートフォン向け「東急線アプリ」をお持ちで、７：３０までに東横線・田園都市線

（２０１７年７月１１日～８月３１日）

「渋谷駅」を通過されたお客さまに、お得なクーポンを配信
対象駅を目黒線「目黒駅」・大井町線「大井町駅」にも拡大。当日限定だったクー

「グッチョイクーポン」第２弾

ポン引き換え期間を拡大し、月曜日～金曜日の５日間で貯めたポイントを、１週間

（２０１７年１１月１日～１２月３１日）

の中でいつでも交換できる「ポイント制機能」や、対象施設に訪問しなくても、商品
が当たる抽選券としてクーポンを活用できる「抽選機能」を追加

「グッチョイクーポン」第３弾

「抽選対象商品」を３商品から５商品に、「商品数」は１９商品から２２商品に、クー

（２０１８年１月１日～３月３１日）

ポンメニュー内容を拡充

「グッチョイクーポン」第４弾

対象駅を池上線「五反田駅」にも拡大。当社が運営するサテライトシェアオフィス

（２０１８年４月１日～７月１日）

「ＮｅｗＷｏｒｋ」の一部店舗を９：３０までに利用した場合にも、新たにポイント対象

