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Tokyu Corporation    

生活サービス事業 概要 

不動産事業 

沿線価値の向上 

交通事業 

インターネット ケーブルテレビ 電話 

電力小売り 

ホームセキュリティ・シニアセキュリティ 

家ナカサービス 街なかの店舗・サービス 

スマートホーム 

百貨店 スーパーマーケット 

ショッピングセンター 学童保育 

スポーツ・カルチャースクール 

東急ベル 

生活サービス事業 

ポイント・クレジットカード 屋外・交通広告 

シネコン 
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Tokyu Corporation    

東急線沿線の主な商業施設 

：東急線 
：みなとみらい線 
：新幹線 
：その他鉄道 

：東急多摩田園都市 

図表：TR・AMSにて作成 地図：Copyright 国際航業-住友電工 

東京 
渋谷 

大井町 

蒲田 

横浜 

中央林間 

二子玉川 

10ｋｍ 20ｋｍ 30ｋｍ 

●渋谷 
・東急百貨店本店 
・東急百貨店東横店 
・SHIBUYA 109 
・109MEN’S 
・渋谷マークシティ 
・渋谷ヒカリエ“ShinQs”（東急百貨店） 
・cocoti（ココチ） 
・渋谷キャスト（2017年4月開業） 
 

●五反田 
・remy gotanda（レミィ五反田） 

●自由が丘 
・フレル・ウィズ自由が丘 
・Trainchi（トレインチ） 
・エトモ自由が丘 

●田園調布 
・東急スクエアガーデンサイト 

●武蔵小杉 
・武蔵小杉東急スクエア 
・武蔵小杉駅南口高架下 

●日吉 
・日吉東急アベニュー 

●みなとみらい 
・クイーンズスクエア横浜[アット！] 
・QUEEN’S EAST 

●二子玉川 
・二子玉川ライズ・ 
 ショッピング 
 センター 

●鷺沼 
・フレルさぎ沼 

●青葉台 
・青葉台東急スクエア 

●センター南 
・港北TOKYU S.C. 

●たまプラーザ 
・たまプラーザテラス 
・東急百貨店たまプラーザ店 

●江田 
・エトモ江田 

●あざみ野 
・あざみ野ガーデンズ 
・あざみ野 三規庭 

●町田 
・町田東急ツインズ 
・109MACHIDA 

●鵜の木 
・エトモ鵜の木 

●代官山 
・ログロード代官山 

●市が尾 
・エトモ市が尾 

2017年3月31日現在 

●長津田 
・エトモ長津田 

●大井町 
・エトモ大井町 

●中央林間 
・エトモ中央林間 

●中目黒、学芸大学、都立大学 
・中目黒高架下 
・GAKUDAI KOUKASHITA 
・都立大学駅高架下 

 ：東急ストア 

 ：ショッピングセンター（SC） 

 ：エトモ（駅直結商業施設） 

 ：東急百貨店 

 ：高架下商業施設 

 ：その他商業施設 
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Tokyu Corporation    

百貨店・ＳＣ・スーパー施設一覧 
＜百貨店＞ ＜スーパー＞ 2017年3月31日現在

■東急百貨店 売場面積 ■東急ストア(SM) 売場面積 売場面積 ■東急ストア(GMS) 売場面積

　本店 35,637㎡ 　渋谷マークシティ 8,673㎡ ※1 ※5 　あきる野店 3,163㎡

　東横店 19,662㎡ 　二子玉川ライズ・ショッピングセンター 46,152㎡ ※5 ※6 　綾瀬店 1,385㎡ 　あざみ野店 2,219㎡ 　金町店 4,253㎡

　吉祥寺店 31,731㎡ 　荏原中延店 563㎡ 　市が尾店 1,266㎡ 　河辺店 5,855㎡

　たまプラーザ店 32,519㎡ 　港北TOKYU S.C. 44,371㎡ 　大岡山店 996㎡ 　江田店 664㎡ 　鎌倉店 3,247㎡

　さっぽろ店 30,084㎡ 　たまプラーザ テラス 31,608㎡ ※2 ※3 　大森店 2,721㎡ 　フードステーション大倉山店 351㎡ 　蒲田店 3,917㎡

　レ･シ･ピ青葉台 3,163㎡ 　青葉台東急スクエア 26,249㎡ ※4 　学芸大学店 615㎡ 　梶が谷店 1,297㎡ 　湘南店 8,509㎡

　ながの東急百貨店　 22,166㎡ 　QUEEN'S EAST 17,976㎡ 　上池台店 1,085㎡ 　菊名店 1,982㎡ 　中央林間店 9,583㎡

　二子玉川東急フードショー 5,288㎡    香林坊東急スクエア 12,457㎡ 　久が原店 925㎡ 　フレルさぎ沼店 2,485㎡ 　調布店 4,275㎡

　ShinQs（渋谷ヒカリエ） 15,817㎡ 　クイーンズスクエア横浜 ［アット！］ 11,520㎡ 　高円寺店 696㎡ 　新丸子店 1,406㎡ 　中山店 5,710㎡

　武蔵小杉東急フードショースライス 630㎡ 　武蔵小杉東急スクエア 11,174㎡ 　五反田店 2,053㎡ 　杉田店 2,004㎡ 東急ストア(GMS)　計　9店　 48,512㎡

　mikke蒲田 120㎡ 　八王子東急スクエア 10,124㎡ 　駒沢通り野沢店 718㎡ 　すすき野店 5,367㎡

　HINKA RINKA 1,948㎡ 　SHIZUOKA109 6,846㎡ 　三軒茶屋店 3,635㎡ 　高津店 672㎡ ■プレッセ 売場面積

計 12店 198,765㎡    remy gotanda （レミィ五反田） 6,727㎡ 　清水台店 615㎡ 　たちばな台店 981㎡   田園調布店 949㎡

　東急スクエア ガーデンサイト 4,577㎡ ※2 　フレル・ウィズ自由が丘店 1,376㎡ 　田奈店 821㎡   中目黒店 1,251㎡

　109MACHIDA 4,536㎡ 　洗足店 934㎡ 　たまプラーザ テラス店 998㎡   目黒店 1,202㎡

　あざみ野　三規庭 3,029㎡ 　高島平店 3,619㎡ 　綱島店 998㎡   東京ミッドタウン店 1,065㎡

　立川駅南口店 1,277㎡ 　戸塚店 1,663㎡ プレッセ　計　4店 4,467㎡

　SHIBUYA109 7,226㎡ 　つくし野店 1,331㎡ 　仲町台店 1,228㎡

　SHIBUYA109ABENO 2,831㎡ 　都立大学店 1,452㎡ 　根岸店 1,411㎡ スーパー 合計　80店 141,281㎡

　SHIBUYA109KAGOSHIMA 1,545㎡ 　フードステーション中延店 187㎡ 　東林間店 2,134㎡

   SHIBUYA109 香港・ハーバーシティ 587㎡ 　長原店 1,326㎡ 　藤が丘店 1,639㎡

　109MEN'S（109-②） 3,362㎡ 　中目黒本店 1,920㎡ 　溝の口店 930㎡

　109MEN'S天神コア 643㎡ 　フードステーション西小山店 557㎡ 　宮前平店 1,266㎡

　109MEN'S札幌4丁目プラザ 635㎡ 　パルム武蔵小山店 991㎡ 　宮崎台店 914㎡

■東急百貨店　計　2施設 　東長崎店 1,438㎡ 　向ヶ丘遊園店 693㎡

　町田東急ツインズ 31,423㎡ ※2 　二子玉川ライズ店 1,082㎡ 　武蔵小杉店 809㎡

　日吉東急アベニュー 16,755㎡ 　不動前店 773㎡ 　モレラ東戸塚店 1,319㎡

　町田店 1,466㎡ 　洋光台店 1,521㎡

　フレルさぎ沼 7,775㎡ ※2 　三鷹店 532㎡ 　横浜地下街店 1,094㎡

※1　商業施設部分全体 　フレル・ウィズ自由が丘 4,374㎡ ※2 　三鷹センター店 722㎡ ・千葉県、埼玉県、静岡県　計　5店

※2　東急ストアまたはプレッセを含む 計　28施設 323,175㎡ 　武蔵小山駅ビル店 1,067㎡ 　ららぽーと柏の葉店 1,961㎡

※3　東急百貨店たまプラーザ店を含まない 　目黒店 1,100㎡ 　北越谷店 1,609㎡

※4　Food Patio レ･シ･ピ青葉台を含む 　祐天寺店 1,031㎡ 　下田店 2,898㎡

※5　区分所有・一部共有物件 　フードステーション用賀店 238㎡ 　伊豆高原店 383㎡

※6　二子玉川東急フードショーと東急ストアを含む、ホテル・スタジオ棟を含まない 　南町田仮設店 424㎡ 　川奈店 469㎡

東急ストア(SM)　計　67店 88,302㎡

■東急ストア　計　2施設

＜ショッピングセンター＞

賃貸可能面積

■SHIBUYA109エンタテイメント　計　7施設

・東京都　計　34店 ・神奈川県　計　28店

■東急モールズデベロップメント　計　13施設
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Tokyu Corporation    

ケーブル事業による家ナカサービス 

・外出先からスマートフォンやタブレットで家の中を 
 遠隔コントロールするホームIoTサービス 
・家の鍵を開け閉めするスマートロック、エアコンや 
 照明をオンオフできる家電コントローラーなど、 
 目的に合わせて自由にカスタマイズ 
・サービス提供対象世帯数約900万世帯 
・コネクティッドデザインとの共同事業 

全国 

イッツコム、ケーブルテレビ品川 
横浜ケーブルビジョン、YOUテレビ 

伊豆急ケーブルネットワーク 

図、数字：TR・AMSにて作成 地図：Copyright 国際航業-住友電工 

2016年3月31日現在 

イッツコム 
ケーブルテレビ品川 

イッツコム 
ケーブルテレビ品川 

YOUテレビ 

東急線沿線サービス地域世帯数 
イッツコム：約133万世帯 
横浜ケーブルビジョン：約27万世帯 
ケーブルテレビ品川：約20万世帯 
YOUテレビ：約52万世帯 
 
※左図では一部対象外のエリアを含む 
一部エリアでは複数の事業エリアが重複している 
※横浜ケーブルビジョン、YOUテレビは関連会社 

 

 
ケーブル事業各社のプラン 
と東急でんきを同時に利用 
すると割引になるサービス 
を展開 
 
 ※ケーブル事業者は販売 
 代理店であり、販売元は 
 東急パワーサプライ 

イッツコム 
ケーブルテレビ品川 

横浜ケーブルビジョン 
伊豆急ケーブルネットワーク 

主に東急線沿線 

イッツ・ 
コミュニケーションズ 

横浜ケーブル 
ビジョン 

YOUテレビ 

ケーブル 
テレビ品川 

電気 電話 インターネット テレビ モバイル ホームIoT 

伊豆急ケーブルネットワーク 
サービス地域世帯数：約5万世帯 
サービス地域：神奈川県湯河原町、静
岡県熱海市、伊東市、東伊豆町の一部 
 
 

元町･中華街 

中央林間 

蒲田 

たまプラーザ 

青葉台 

武蔵小杉 

二子玉川 
大井町 

自由が丘 

10km 

20km 

30km 

川崎 

羽田空港 

東京 

渋谷 

イッツ・ 
コミュニケーションズ 

横浜ケーブル 
ビジョン 

ＹＯＵテレビ 

ケーブルテレビ品川 

東急線 
みなとみらい線 
新幹線 
その他のＪＲ線、私鉄線 

東急線 
みなとみらい線 
新幹線 
その他のＪＲ線、私鉄線 
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Tokyu Corporation    

ホーム・コンビニエンス事業 “東急ベル” 

東急ストアネットスーパー 

東急ベルセレクト 

家ナカサービス 

サービスメニュー 2017年3月31日現在 サービス提供エリア 

東急沿線を中心に順次エリア拡大中  

 
お客さま情報 

カスタマーセンター 

パンフレット WEB TEL FAX ベルキャスト 

お客さま 

 
 

東急ストア「ネットスーパー」 
「東急ベルセレクト」 

お届けする商品  
 

ハウスクリーニング、家事代行、 
不用品の回収、リフォーム等 

順次拡大 

ご提供・お取り次ぎするサービス 

宅配シーンを中心とした 
お客さまとのコミュニケーション 
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Tokyu Corporation    

バス 

交通広告･屋外広告媒体 
・「渋谷」と「沿線」という強みを活かしてTOKYU OOH事業を展開   

東急線の電車や駅で展開する 
ポスター、看板、車内ビジョンなど 

 
 
 
 
 
 
 
 

渋谷駅前を中心とした東急 
グループ媒体（大型シート） 

屋外広告 

渋谷ハチ公 
交差点前 
QFRONTビル 
壁面の 
大型ビジョン 
と大型シート 
 

交通広告 

QFRONT 東急百貨店、Hikarie 
館内媒体 

東急線各駅で配布する 
フリーペーパー（23万部） 

サルース 

・中づりジャックや渋谷駅周辺のエリアゾーンジャックなど、クライアントの要望にあわせたセット販売も提案 

詳細はこちらでご覧いただけます http://www.tokyu-ooh.jp/ 



46 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

Tokyu Corporation    

生活サービス関連施設一覧 
2017年4月1日現在 

キッズベースキャンプ（学童保育） キッズベースキャンプ(公設受託) 東急トラベルサロン・東急旅行センターテコプラザ フィットネスクラブ

 KBC三軒茶屋 大森北児童館  東急トラベルサロンたまプラーザテラス店  アトリオあざみ野

 KBC桜新町 中馬込児童館  東急トラベルサロンあざみ野店  アトリオドゥーエ碑文谷

 KBC用賀 東麻布学童クラブ  東急トラベルサロンレミィ五反田店  アトリオドゥーエたまプラーザ

 KBC五反田・大崎 南麻布学童クラブ  東急トラベルサロン武蔵小杉東急スクエア店  アトリオドゥーエ青葉台　

 KBC大井町 中井児童館  東急トラベルサロン二子玉川駅  アトリオドゥーエ武蔵小山

 KBC雪が谷 高田馬場第二学童クラブ  東急トラベルサロン自由が丘駅  アトリオドゥーエ二子玉川

 KBC下丸子 戸塚第二小学校内学童クラブ  東急トラベルサロン東急百貨店たまプラーザ店 計 6施設

 KBC溝の口 戸塚第二小学校 放課後子どもひろば  東急トラベルサロン青葉台駅

 KBC溝の口 坂戸 矢口児童館  東急トラベルサロン溝の口駅 その他スポーツ施設

 KBC宮前平 おなづか小学校放課後ひろば  東急トラベルサロン三軒茶屋駅  田園テニス倶楽部

 KBC武蔵小杉東急スクエア 相生小学校放課後ひろば  東急トラベルサロン蒲田駅  東急あざみ野テニスガーデン

 KBC武蔵小杉・元住吉 馬込小学校放課後ひろば  東急トラベルサロン目黒駅  東急あざみ野ゴルフガーデン（ゴルフレンジ）

 KBCたまプラーザテラス 久が原児童館  東急トラベルサロン日吉駅  スイング碑文谷(ゴルフレンジ）

 KBC青葉台 山王放課後ひろば  東急トラベルサロン大井町駅  東急ゴルフパークたまがわ（７ホールショートコース）

 KBC日吉 馬込第三放課後ひろば  テコプラザ渋谷駅  東急ゴルフスクール港北

 KBC大倉山 久原放課後ひろば  テコプラザ東急本店旅行サロン  東急スイミングスクールたまがわ

 KBC豊洲・東雲 矢口放課後ひろば 計 16施設  東急スイミングスクールたまプラーザ

 KBC新丸子 多摩川放課後ひろば  東急スイミングスクールあざみ野

 KBCα都立大学 入新井第五放課後子ども教室 東急セミナーBE（カルチャースクール）  アディダス フットサルパーク渋谷

 KBCαたまプラーザ 計　19施設  二子玉川校  アディダス フットサルパーク横浜金沢

 KBCα二子玉川  自由が丘校  アディダス フットサルパークあざみ野

 KBC∞二子玉川  雪が谷校  アディダス フットサルパーク池袋

 KBC∞武蔵小杉 ※1  青葉台校  アディダス フットサルパーク川崎

計　23施設  たまプラーザ校  アディダス フットサルパークたまプラーザ

※1　2017年4月3日開業 計　5施設  アディダス フットサルパーク聖蹟桜ヶ丘 ※2

計 16施設

※2　2017年4月5日開業


	スライド番号 1
	 目　次
	スライド番号 3
	長期ビジョン・長期経営戦略
	中期３か年経営計画
	キャッシュ･フローと投資計画
	事業セグメント別経営指標
	スライド番号 8
	連結セグメントと構成会社
	東急線沿線地域について
	東急線主要駅の乗降人員と住宅地平均地価増減
	東急線主要駅の乗降人員と生産年齢人口増減
	東急線沿線の人口
	東急線沿線の人口（将来見通し）
	鉄道ネットワーク整備の効果
	さらなる鉄道ネットワーク整備
	ホームドア等設置による安全対策のさらなる向上
	鉄道事業の優位性
	空港運営事業参入の概要
	仙台空港民営化による運営体制の変化
	仙台国際空港最新情報
	グローバル・インフラ・マネジメント設立
	東急線沿線の主な賃貸物件
	渋谷ヒカリエ 概要
	スライド番号 25
	渋谷駅周辺の主な物件所有状況
	渋谷駅周辺 整備イメージ
	渋谷再開発の取り組み状況
	今後の開発計画
	主な近年の物件取得
	不動産賃貸事業の投資循環型事業モデル
	次世代郊外まちづくり
	沿線における開発計画
	主な鉄道施設を有効活用した商業施設
	主なオフィス物件
	住宅関連施設一覧
	ベトナム新都市開発
	ビンズン新都市における街づくり
	西豪州ヤンチェップ地区土地開発
	タイにおける日本人向け賃貸住宅事業
	生活サービス事業 概要
	東急線沿線の主な商業施設
	百貨店・ＳＣ・スーパー施設一覧
	ケーブル事業による家ナカサービス
	ホーム・コンビニエンス事業 “東急ベル”
	交通広告･屋外広告媒体
	生活サービス関連施設一覧
	ホテル・リゾート施設一覧
	インバウンドの取り組み
	従業員の状況
	株主構成比較
	スライド番号 52
	主な経営指標
	連結損益計算書
	連結貸借対照表（資産の部）
	連結貸借対照表（負債・純資産の部）
	連結キャッシュ・フロー計算書
	セグメント別情報①
	セグメント別情報②
	個別決算
	運賃収入・輸送人員の動向
	連結範囲・従業員の動向・株主構成
	スライド番号 63
	東急グループの目指すもの
	100年先も存続し、成長する企業へ
	ＣＳＲマネジメント
	コーポレート・ガバナンス体制
	安全報告書
	環境報告書
	社会貢献活動
	外部評価

