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Tokyu Corporation    

生活サービス事業 概要 

不動産事業 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 

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 

沿線価値・生活価値の螺旋的向上 

学童保育・未就学児保育 ショッピングセンター 

スマートフォン向けクレジット決済ソリューション 



47 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

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 

●五反田 
・remy gotanda（レミィ五反田） 
・池上線五反田高架下 

●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 

・みなとみらい東急スクエア 

●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 
・レミィ町田※ 

●鵜の木 
・エトモ鵜の木 

●代官山 
・ログロード代官山 

2018年3月31日現在 

●大井町 
・エトモ大井町 

●中央林間 
・エトモ中央林間 
・中央林間東急スクエア 

●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 

※2018年4月1日名称変更 

●武蔵小山 
・エトモ武蔵小山 

●市が尾 
・エトモ市が尾 

●長津田 
・エトモ長津田 

 ：東急フードショー他 
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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＞ 2018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 3,673㎡

　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. 46,112㎡ 　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 31,405㎡ ※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 26,250㎡ ※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㎡ 　みなとみらい東急スクエア 24,861㎡ 　上池台店 1,085㎡ 　菊名店 2,016㎡ 　中央林間店 2,831㎡

　二子玉川東急フードショー 5,288㎡ 　武蔵小杉東急スクエア 11,072㎡ 　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㎡ 　八王子東急スクエア 10,118㎡ 　高円寺店 696㎡ 　新丸子店 1,406㎡ 　中山店 5,712㎡

　武蔵小杉東急フードショースライス 630㎡    香林坊東急スクエア 9,438㎡ 　五反田店 2,053㎡ 　杉田店 2,082㎡ 東急ストア(GMS)　計　9店　 41,182㎡

　mikke蒲田 120㎡ 　中央林間東急スクエア 7,748㎡ ※2 　駒沢通り野沢店 718㎡ 　すすき野店 4,346㎡

　HINKA RINKA 1,948㎡    静岡東急スクエア 7,314㎡ 　三軒茶屋店 3,766㎡ 　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） 6,839㎡ 　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 4,422㎡ ※2 　フレル・ウィズ自由が丘店 1,376㎡ 　田奈店 821㎡   中目黒店 1,095㎡

　レミィ町田 4,653㎡ ※7 　洗足店 883㎡ 　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 1,710㎡ プレッセ　計　4店 4,311㎡

　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 1,309㎡ スーパー 合計　81店 132,658㎡

　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 1,935㎡ 　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 1,401㎡

■東急百貨店　計　2施設 　パルム武蔵小山店 991㎡ 　宮崎台店 914㎡

　町田東急ツインズ 31,423㎡ ※2 　東長崎店 1,438㎡ 　向ヶ丘遊園店 693㎡

　日吉東急アベニュー 16,755㎡ 　二子玉川ライズ店 1,082㎡ 　モレラ東戸塚店 1,319㎡

■東急ストア　計　2施設 　不動前店 773㎡ 　洋光台店 965㎡

　フレルさぎ沼 7,775㎡ ※2 　町田店 1,466㎡ 　横浜地下街店 1,094㎡

　フレル・ウィズ自由が丘 4,374㎡ ※2 　三鷹店 532㎡ 　センター北駅前店 819㎡

※1　商業施設部分全体 計　25施設 324,607㎡ 　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 　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 2,846㎡

※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㎡

※7　2018年4月1日名称変更 　フードステーション渋谷キャスト店 195㎡ 東急ストア(SM)　計　68店 87,165㎡

＜ショッピングセンター＞

賃貸可能面積

・東京都　計　35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

■SHIBUYA109エンタテイメント　計　6施設

2018年3月31日現在 
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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 

2018年3月31日現在 

サービス提供エリア 
東急線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 

サービスメニュー 最新の取り組み 

地域密着型シェアリングエコノミー 
確立へ向けてhonestbee と包括業務提携 

昨今の社会課題である「物流課題」「労働力不足」 
などに対して、両社が持つサービスやノウハウ、データ 
などを組み合わせ、継続的な沿線地域活性化に取り組む 

× 
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Tokyu Corporation    

※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 
 

ケーブル事業を中心とした家ナカサービス 

インテリジェントホーム 
・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 
・家の錠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 
・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 

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 

 
ケーブル事業各社にて 
東急でんきの申込受付を 
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 

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 
サービス地域世帯数：約133万世帯 

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 

サービス地域世帯数：約21万世帯 

サービス地域世帯数：約53万世帯 

サービス地域世帯数：約27万世帯 2018年3月31日現在 東急スマートセキュリティ 
東急セキュリティの安全・安心の警備体制によるホー
ムセキュリティと、イッツコムが提供するインテリ
ジェントホームのIoTプラットフォームによる生活便
利機能が組み合わされた先進的サービスを展開 

※販売・提供はイッツコムのみ 

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

コネクティッドホーム アライアンスの概要 

（活動内容） 

（設立目的） 

多種多様な業界のリーディングカンパニーが
垣根を越えて連携し、“暮らしのIoT”（個人/
家庭向けIoT）において、「生活者視点」で
「ジャパンクオリティ」の価値あるサービス
を生み出すこと 

（参加企業） 

三菱地所グループ、三井不動産グループ、大和ハウス工業、
LIXIL、美和ロック、パナソニックグループ、日立製作所、
セコム、トヨタ自動車などのほか、電気、ガス、金融、保
険、商社、小売り、食品など様々な業界の企業 
（2017年7月発足時 30社、2018年3月時点 101社） 

コネクティッドホームの 
認知・普及の促進 

産官学一体となった 
技術研究・サービス開発 

コネクティッドホームの 
技術・トレンドの情報共有 

 研究会/分科会の開催 
 サービス開発に向けた概念実証(PoC) 

 参加企業向け国内外IoT情報の共有 
 最新テクノロジー見学・研究ツアーの開催 

 コネクティッドホームイベントの開催 
 ウェブサイトを通じての情報発信 
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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 www.tokyu-ooh.jp/ 
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Tokyu Corporation    

生活サービス関連施設一覧 
2018年3月31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) 109シネマズ（シネマコンプレックス） フィットネスクラブ 東急トラベルサロン・東急旅行センターテコプラザ

 KBC三軒茶屋  大森北児童館 109シネマズ富谷  アトリオあざみ野  東急トラベルサロンたまプラーザテラス店

 KBC桜新町  中馬込児童館 109シネマズ木場  アトリオドゥーエ碑文谷  東急トラベルサロンあざみ野店

 KBC用賀  東麻布学童クラブ 109シネマズ二子玉川  アトリオドゥーエたまプラーザ  東急トラベルサロンレミィ五反田店

 KBC五反田・大崎  南麻布学童クラブ 109シネマズ港北  アトリオドゥーエ青葉台　  東急トラベルサロン武蔵小杉東急スクエア店

 KBC大井町  中井児童館 109シネマズ川崎  アトリオドゥーエ武蔵小山  東急トラベルサロン二子玉川駅

 KBC雪が谷  高田馬場第二学童クラブ 109シネマズ湘南  アトリオドゥーエ二子玉川  東急トラベルサロン自由が丘駅

 KBC下丸子  戸塚第二小学校内学童クラブ 109シネマズ菖蒲  ストレッチ＆スタジオFUN UPあざみ野  東急トラベルサロン東急百貨店たまプラーザ店

 KBC溝の口  戸塚第二小学校 放課後子どもひろば 109シネマズ佐野 計 7施設  東急トラベルサロン青葉台駅

 KBC溝の口 坂戸  矢口児童館 109シネマズ高崎  東急トラベルサロン溝の口駅

 KBC宮前平  おなづか小学校放課後ひろば 109シネマズ名古屋 その他スポーツ施設  東急トラベルサロン三軒茶屋駅※

 KBC武蔵小杉東急スクエア  相生小学校放課後ひろば 109シネマズ明和  田園テニス倶楽部  東急トラベルサロン蒲田駅

 KBC武蔵小杉・元住吉  馬込小学校放課後ひろば 109シネマズ四日市  東急あざみ野テニスガーデン  東急トラベルサロン目黒駅

 KBCたまプラーザテラス  久が原児童館 109シネマズ箕面  東急あざみ野ゴルフガーデン（ゴルフレンジ）  東急トラベルサロン日吉駅

 KBC青葉台  山王放課後ひろば 109シネマズ大阪エキスポシティ  スイング碑文谷(ゴルフレンジ）  東急トラベルサロン大井町駅

 KBC日吉  馬込第三放課後ひろば 109シネマズHAT神戸  東急ゴルフパークたまがわ（７ホールショートコース）  テコプラザ渋谷駅

 KBC大倉山  久原放課後ひろば 109シネマズ広島  東急スイミングスクールたまがわ  テコプラザ東急本店旅行サロン

 KBC豊洲・東雲  矢口放課後ひろば 109シネマズ佐賀  東急スイミングスクールたまプラーザ 計 16施設

 KBC新丸子  多摩川放課後ひろば ムービル  東急スイミングスクールあざみ野 ※三軒茶屋店は4月11日に閉店

 KBCα都立大学  入新井第五放課後子ども教室 計　18施設  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 ※グランベリーモールは休業中  アディダス フットサルパーク横浜金沢 ranKing ranQueen

 KBCα二子玉川  アディダス フットサルパークあざみ野 ランキンランキン自由が丘店

 KBC∞二子玉川 東急セミナーBE（カルチャースクール） その他エンタテイメント施設  アディダス フットサルパーク池袋 ランキンランキンあざみ野店

 KBC∞武蔵小杉  二子玉川校 葛西とうきゅうボウル  アディダス フットサルパーク川崎 ランキンランキンEQUiA（エキア）北千住店

計　23施設  自由が丘校 湘南とうきゅうボウル  アディダス フットサルパークたまプラーザ ランキンランキン新横浜店

 雪が谷校 東京カルチャーカルチャー  アディダス フットサルパーク聖蹟桜ヶ丘 PickUpランキン渋谷ちかみち

 青葉台校 計　3施設 計 15施設 計5店舗

 たまプラーザ校

計　5施設
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