
２０１９年 ２月１日 

３月１６日（土）、田園都市線、大井町線など、東急線５路線でダイヤ改正を実施 

～オフピーク通勤・通学の推進および夕夜時間帯増発による混雑緩和を図ります～ 

東京急行電鉄株式会社 

 

当社は混雑緩和やさらなる利便性向上を目指し、２０１９年３月１６日（土）に東急線５路線でダイヤ改正を実施します。 

 

平日夕夜時間帯において、田園都市線では下り列車を増発するほか、大井町線では田園都市線への直通列車（長津

田行き）を増発、目黒線で南北線・三田線からの直通列車を増発するなど、平日帰宅ラッシュ時の混雑緩和や利便性向

上を図ります。 

そのほか、田園都市線では、朝ラッシュピーク直前・直後の列車を一部準急から急行に変更し、速達性を向上すること

で、朝ラッシュピーク“前”・ピーク“後”双方へのオフピーク通勤・通学を推進します。 

 

 当社は、これまでダイヤ改正などにより、朝ラッシュ時間帯の混雑緩和に取り組んできました。田園都市線の２０１８年

混雑率は、ピーク前の急行増発などによるオフピーク通勤・通学の推進など、混雑の平準化への取り組みにより、前年

比３ポイント減少しました(２０１７年 １８５％ → ２０１８年 １８２％)。また、大井町線は急行の６両から７両化による輸送

力増強などで、１１ポイント減少(２０１７年 １６６％ → ２０１８年 １５５％)するなど、混雑緩和に一定の効果がありまし

た。 

今後も「バスも！キャンペーン」や、「グッチョイクーポン」など朝ラッシュ時のオフピーク通勤・通学の促進施策を継続し

て実施するほか、夕夜時間帯の輸送力増強による帰宅ラッシュ時間帯の混雑緩和や、利便性向上を推進します。 

 

今回のダイヤ改正のポイントは以下のとおりです。 

＜ダイヤ改正のポイント＞ 

詳細は別紙のとおりです。 

以     上 

 

 

 

 

 

<平日夕夜時間帯の混雑緩和施策> 

・田園都市線： 各駅停車３本を増発 

・大 井 町 線 ： 田園都市線直通列車（長津田行き）を２本増発 

・目 黒 線 ： 南北線直通列車・三田線直通列車を上下各１本増発 

<朝ラッシュ時の混雑緩和施策> 

・田園都市線： 朝ラッシュピーク直前・直後の準急３本を急行に変更 

・目 黒 線 ： 朝ラッシュピーク時間帯における急行・各駅停車の運転パターンを均等化 

           平日早朝の南北線への直通列車増発および下り目黒始発列車の増発 

・東 横 線 ： 朝ラッシュピーク時間帯一部列車の発着時刻を変更 

<その他> 

・東 横 線 ： 平日、土休日の一部時間帯増発 

土休日の一部東武東上線直通列車の行先延長 

・こどもの国線 ： 田園都市線のダイヤ改正に伴い、一部列車の発着時刻を変更 



＜別紙＞  

【東急線ダイヤ改正の概要】 

１．ダイヤ改正日：３月１６日（土） 

２．実施路線：東横線、目黒線、田園都市線、大井町線、こどもの国線 

３．実施内容 

 

■平日夕夜時間帯の混雑緩和 ・利便性向上 

 

（１）田園都市線：早めの帰宅ラッシュ時間帯の輸送力を増強 

○渋谷発１７時台～１９時台に、下り各駅停車を３本増発 

 

（２）大井町線：田園都市線への直通列車の増発  

○１９時台～２３時台の田園都市線直通急行（長津田行き）を８本から１０本へ増発 

 

（３）目黒線：南北線・三田線直通列車の増発 

○１８時台上り南北線直通各駅停車、２０時台上り三田線直通急行各１本の計２本増発 

○１８時台下り南北線直通各駅停車、１９時台下り三田線直通各駅停車各１本の計２本増発 

 

■朝ラッシュ時の混雑緩和 

 

（１）田園都市線：朝ラッシュピーク直前・直後の準急を急行に変更し速達性を向上 

○朝ラッシュピーク直前１本、直後２本の準急を急行に変更 

 

（２）目黒線：朝ラッシュピーク時間帯における急行・各駅停車の運転パターンの均等化 

○「急行待ち合わせのない各駅停車」は混雑率が特に高くなる傾向があるため、ピーク時間帯はこれを無くし、 

急行と各駅停車を交互に運転するパターンに統一し、混雑の平準化を図ります。 

 

 

  

○平日６時台 上り武蔵小杉発南北線直通列車への急行を１本増発 

○平日６時台 下り目黒始発各駅停車２本増発 

 

（３）東横線：朝ラッシュピーク時間帯一部列車の発着時刻を変更 

○各駅停車の運転間隔が開かないよう一部列車の発着時刻を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　※１　 各駅停車は武蔵小山駅で急行に抜かれます。

ダイヤ改正前 ダイヤ改正後

日吉

武蔵小杉

武蔵小山※１

目黒

特に混雑する各停

日吉

武蔵小杉

目黒

武蔵小山※１



■その他 

 

（１）東 横 線：平日下り９時台、上り１５時台に武蔵小杉～元町・中華街駅間 各駅停車各１本の計２本増発 

土休日下り７時台、１１時台、１７時台、上り１０時台、１６時台、１９時台に菊名～元町・中華街駅間

各駅停車各１本の計６本増発 

土休日上り東武東上線直通列車の３本を森林公園行きから小川町行きに延長 

  

（２）こどもの国線：田園都市線との接続を考慮し、平日１０時００分以降、土休日６時００分以降の一部列車の発着 

時刻を変更 

 

 

４．東急線電車時刻表（２０１９年３月１６日ダイヤ改正号）の発売 

 

（１）発 売 日：２０１９年３月中旬 

（２）発 売 場 所：東急線各駅の窓口 

※世田谷線は三軒茶屋駅・上町駅・下高井戸駅、こどもの国線は長津田駅のみで発売します 

東急グループ情報サイト「TOKYU STYLE」 

電車とバスの博物館 

（３）価 格：５００円（税込） 

 

詳細は決まり次第お知らせします。 

          

 

以   上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（参   考） 

■混雑緩和施策の概要 

（１）バスも！キャンペーン 

田園都市線池尻大橋駅～渋谷駅間を含む電車定期券をお持ちのお客さまを対象に、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キャンペーンです。電車の混雑緩和のほか、国道２４６号沿いにお勤

めのお客さまなどは、バス利用によって、職場のより近くで下車できるようになることで、通勤の利便性を一層向上させま

す。 

なお、２０１８年８月１日からは、乗車券配布場所を渋谷駅、三軒茶屋駅の定期券うりばのほか、青葉台駅・あざみ野

駅・鷺沼駅・溝の口駅・二子玉川駅の各定期券うりばでも配布を開始しました。 

 

・対象のお客さま：田園都市線池尻大橋駅⇔渋谷駅の区間を含む電車の定期券をお持ちのお客さま 

・乗車時間： 平日午前７：００～午前９：３０（年末年始等除く） 

・乗車可能バス停： 上馬、中里、三軒茶屋（１２番・１３番）、昭和女子大、三宿、池尻、 

池尻大橋駅、大橋（国道２４６号沿い） 

・降車可能バス停： 大坂上、道玄坂上、渋谷駅 

・乗車券配布定期券うりば： 青葉台駅、あざみ野駅、鷺沼駅、溝の口駅、二子玉川駅、 

三軒茶屋駅、渋谷駅（営業時間：午前１０：００～午後８：００）  

 

（２）グッチョイクーポン 

スマートフォン向け「東急線アプリ」をお持ちのお客さまに対して、平日朝７：３０までに東横線・田園都市線渋谷駅、大

井町線大井町駅、目黒線目黒駅、池上線五反田駅の４駅いずれかで乗降もしくは通過すると、ポイントを付与のほか、田

園都市線１４駅１９か所の駐輪場および東急線沿線のサテライトシェアオフィス「New Work」５店舗でも付与します。取得し

たポイントを利用して、各種クーポンへの交換や、抽選への応募が可能です。 

 

 

以  上  

使用ポイント クーポン形態 提供企業名 提供場所 クーポン内容

キリンビバレッジ toks キリン iMUSE レモンと乳酸菌(500ml)  1本プレゼント（１月限定）

キリンビバレッジ toks キリン 午後の紅茶 おいしい無糖(500ml)  1本プレゼント（２月限定）

キリンビバレッジ toks キリン 生茶(525ml)  1本プレゼント（３月限定）

セガゲームス Playbit 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）

ローソン ローソン マチカフェドリンクメニュー　全品20円引き

東急スポーツシステム 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

東急スポーツシステム スイング碑文谷 【平日】打席時間貸し15分延長無料

東急スポーツシステム アトリオドゥーエ 500円ワンコイン利用券プレゼント

東急グルメフロント 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

東急グルメフロント ミスタービーン 豆乳やき カスタード 50円引き

東急グルメフロント NICOTAMA DAYS CAFE 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

東急グルメフロント ヴィ・ド・フランス・カフェ エトモ江田、長津田、中央林間のヴィ・ド・フランス・カフェにてお買上300円以上で150円引き

東急カード - もれなく10 TOKYUポイントをプレゼント

フライヤー フライヤー 10分で読める話題の本の要約1冊閲覧可能

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング - リプトン ティーバッグ　おすすめの5品　アソートセットを毎週抽選で3名さまにプレゼント

高島屋（New) TOASTY’S 玉川高島屋S・C [TOASTY’S]ミックスベリー フレンチトースト毎週抽選3名さまにプレゼント

アルマード（New） - 卵殻膜美容液 「チェルラーブリリオ」を抽選で毎週3名さまにプレゼント

ヨネックス - ヨネックス　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

ファクトリージャパングループ 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

東急リゾートサービス（New） グランデコスノーリゾート グランデコスノーリゾート スキー大人リフト1日招待券 毎週抽選で2名さまにプレゼント

東急リゾートサービス（New） ハンターマウンテン塩原 ハンターマウンテン塩原 スキー大人リフト1日招待券 毎週抽選で2名さまにプレゼント

東急リゾートサービス（New） マウントジーンズ那須 マウントジーンズ那須 スキー大人リフト1日招待券 毎週抽選で2名さまにプレゼント

東急リゾートサービス（New） たんばらスキーパーク たんばらスキーパーク スキー大人リフト1日招待券 毎週抽選で2名さまにプレゼント

東急リゾートサービス（New） 富士見パノラマリゾート 富士見パノラマリゾート スキー大人リフト1日招待券 毎週抽選で2名さまにプレゼント

東急ベル - ハウスクリーニング（レンジフードクリーニング）を毎週抽選で1名さまにプレゼント

セガゲームス Playbit 抽選で毎月3名さまにスマホゲーム内のアイテムと交換できるPlaybit10,000円相当ポイントをプレゼント

東急グルメフロント ザ・ロイヤルカフェ横浜 スープ・フードをご注文の方にオリジナルブレンドコーヒー1杯プレゼント

東急スポーツシステム 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

東急スポーツシステム スイング碑文谷 【土日祝】打席時間貸し15分延長無料

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング - 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】クラウドライン オレゴン ピノノワールを毎週抽選で10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【スイーツ】カトレヤフィールドのナッツとドライフルーツ詰め合わせを毎週抽選で10名さまにプレゼント

30ポイント 抽選 東急ベル - 東急ベルセレクト商品から【産地直送】十勝ひとまい牛ローストビーフ 2個入（合計約500ｇ）を毎週抽選で10名さまにプレゼント

10ポイント

通常

抽選

20ポイント

通常

抽選


