
２０１９年３月２２日 

外国人観光客向け「TOKYO GUIDE＆TOKYU LINES」を発行し、 

沿線のインバウンド観光を強化します 
「日本ならではの魅力」が体験できる施設を多数掲載し、東急線沿線への誘客・回遊性向上を目指します 

東京急行電鉄株式会社 

当社は、今後２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックなどに向けて、増加する外国人観光客の東急線沿線

への誘客・回遊性向上を目的に、東急線沿線の観光スポットを掲載した「TOKYO GUIDE＆TOKYU LINES」（以下、

本冊子）を発行します。当社として、外国人観光客向けの優待特典を掲載した沿線紹介冊子の発行は初めての取

り組みとなります。 

 

本冊子の掲載スポットは、東急線沿線の商店街連合会や観光協会などと連携を図り、国際交流したい日本人と

外国人観光客を繋ぐガイドマッチングサービスを提供する、株式会社 Huber.の協力のもと、選定しました。飲食店

だけではなく、和太鼓や津軽三味線を体験できるスタジオ、瓦割り体験ができる店舗など、「外国人観光客目線で

選定した、バラエティに富んだ、日本ならではの魅力」が体験できる施設を多数掲載しています。また、本冊子内に

は、東急線全線が１日乗り降り自由になる「東急ワンデーオープンチケット」（以下、本チケット）を購入された外国

人観光客が、本チケットを提示することで利用できる、神社でのお祓い体験（本チケットを提示された外国人観光

客限定の有料サービス）や、お買いもの割引など、３７のお得な特典が掲載されています。 

本冊子は、３月２６日（火）から、外国人観光客向けのサービスを中心とした東横線・田園都市線渋谷駅地下１

階にある観光案内所「WANDER COMPASS SHIBUYA」などで配布します。今後も、東急線沿線の商店街連合会や

観光協会などと連携し、本冊子のコンテンツ拡充を検討します。 

 

また、本冊子の発行に加え、「WANDER COMPASS SHIBUYA」では、３月２２日（金）に、非常用電源装置などを

配備し、お客さまの情報端末への充電サービスを提供し、災害などの発生時においても、交通機関の運行状況な

どをお客さまが取得できる体制を構築することで、渋谷を訪れるお客さまにより安全・安心にご利用いただける環

境を整備します。 

当社では、今後も外国人観光客への情報発信やサービス機能のさらなる強化を通じて、「日本一訪れたい街 

渋谷」および東急線沿線の交流人口拡大を目指していきます。 

本冊子の詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 ▲「TOKYO GUIDE＆TOKYU LINES」 



【別紙】 

■TOKYO GUIDE＆TOKYU LINESの概要 

１．発 行 部 数：３０，０００部 

２．配 布 場 所：WANDER COMPASS SHIBUYA、東急東京メトロ渋谷駅観光案内所など 

３．配布開始日：３月２６日（火）～ 

４．形 態：Ｂ５サイズ、１６ページ・中綴じ 

５．対 応 言 語：英語（日本語併記） 

６．特典が受けられる施設：  

 店舗名 最寄駅 特典の内容 

1 和雑貨渋谷丸荒渡辺  渋谷 お買い上げの方に「おりがみ上手ツール」をプレゼ

ント 

2 

 

東急百貨店 

渋谷・本店、渋谷駅・東横店 

渋谷 本店１階インフォメーション、東横店西館 

1階インフォメーションにて粗品と 

３，２４０円（税込）以上のお買い物が５％引きにな

るクーポン券をプレゼント 

※一部割引除外ブランドあり 

3 渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷 地下３階免税カウンターにて粗品と３，２４０円（税

込）以上のお買い物が５％引きになるクーポン券

をプレゼント 

※一部割引除外ブランドあり 

4 ビーワイジー 渋谷 お食事の方にワンドリンクサービス 

5 品品 自由が丘 景色盆栽及び景色盆栽教室を１０％引き 

6 王様とストロベリー 武蔵小山 キングパフェ２，８００円を２，５００円に割引 

7 インフォ＆カフェ スクエア 戸越銀座、荏原中延、 

武蔵小山 

しながわ観光大使「シナモロール」のオリジナルト

ートバッグをプレゼント 

8 

 

相川畳店 大岡山 プロが制作した上敷き畳を参加者の中から抽選で

１名にプレゼント 

9 ペーパームーン 奥沢 体験の方に完成品持ち帰り用の箱（４００円相当）

をサービス 

10 和 kitchenかんな 三軒茶屋 かき氷ご注文の方にあずきのトッピングをサービ

ス 

11 そばりあん 三軒茶屋 「自家製酒粕漬け 鮭」+「狭山茶(緑茶)ハイ」のセ

ット１，０００円で提供。※仕入れ状況などにより、

他商品に変更になる場合あり 

12 キャンドルスタジオ Asm 二子玉川 ジェルキャンドルの体験コース受講の方は、ボタニ

カルフラワー２個または貝殻３個を無料で増量 

13 しながわ水族館 大井町 チケット１枚につき１名様まで入館料を以下に割引                        

大人（高校生以上）通常  

１，３５０円→１，０８０円 

小・中学生 通常  ６００円→４８０円 

幼児（４才以上）通常 ３００円→２４０円 

14 しながわ防災体験館 大井町 体験した方に写真のエイドキットをプレゼント 

15 上神明天祖神社 中延 「お祓い体験」（５分、１人２，０００円＊神社は非課

税）を開催。神社の正式参拝方法も学べる。金運

アップにご利益がある「お守り白蛇（非売品）」付

き。 

１０：００～１６：００、要予約（当日予約可） 



16 太明 中延 「組子の制作体験」(５，０００円、５０分)を開催 

17 和の音スタジオめでたい 中延 体験終了後は、和菓子とお茶付きでプロによる和

楽器の演奏鑑賞あり。 

太鼓笑人めでたいキャラクターマグネット、缶バッ

チもプレゼント！ 

18 豆のさがみや 中延、荏原中延 お買い上げ合計より５％引き 

19 旗の台つりぼり店 

（柳田工務店） 

旗の台 釣りを体験された方に「ニラチヂミ」を１枚サービス 

20 やぶ森 等々力 チケット１枚につき一品１００円引き 

21 肉の吉野屋 等々力 コロッケ１個１２０円を１００円で提供 

22 ソルコ 戸越銀座 ボトル塩を購入の方、通常価格から３％引き 

23 かわら割道場（石川商店） 戸越銀座 「瓦割り体験」をする方、１枚試し割りサービス 

24 お茶の一元園 荏原中延 来店時にお茶のサービス。お茶、海苔、陶器に限

り、通常価格より１０％引き 

25 カフェと囲碁ひだまり 長原 囲碁を打たれる方にワンドリンクサービス 

26 たこ焼き笛吹 洗足池 店内でお召し上がりの方にたこ焼きを３０円引きで

提供 

27 串ろう 洗足池 おまかせ１０本を１，０９０円で提供 ※石川台店で

も利用可 

28 古民家カフェ蓮月 池上 ご飲食の方にペカンナッツ１皿サービス 

29 にれの木 池上 １８：００以降ご飲食の方は、チケット１枚につきワ

ンドリンクサービス 

30 大本山池上本門寺山お休み

処 

池上 ６５０円以上のメニューをご注文の方にコーヒーを

１杯サービス 

31 萩原畳店 蒲田 商品を購入した方、通常価格から１０％引き 

32 世界で一つのプレゼント北嶋

屋 

武蔵新田 「五代目」と「新田浪漫」の飲み比べ（各６０ｍｌ、通

常９００円）を７００円に 

33 松﨑煎餅松陰神社前店 松陰神社前 お買い上げ合計より１０％引き（免税には非対応） 

34 美術刀剣研処世田谷文永洞 上町 「刀研ぎ体験」通常１０，０００円が９，０００円に。お

土産付き 

35 まほろ堂蒼月 宮の坂 イートインの場合、飲み物５０円引き 

36 福室庵 宮の坂 冷やし招福そば（１，２１０円）を１００円引き 

37 東肥軒 山下 お買い上げ合計金額より５％引き 

※TOKYO GUIDE＆TOKYU LINESに掲載の特典は、外国人観光客専用の特典です。 

※東急ワンデーオープンチケットの購入ならびに提示が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■（参考）WANDER COMPASS SHIBUYAについて 

（１）場 所：東京都渋谷区道玄坂２－１－１ 渋谷駅地下１階コンコース 

           （渋谷ちかみち総合インフォメーション内） 

（２）営 業 時 間：１０時００分～２０時００分 

（３）取 扱 内 容： 

乗車券（企画乗車券等）の発売 

たび診断サービス（Huber.）   

ガイドマッチングサービス（Huber.）  

渋谷駅構内および周辺案内などのコンシェルジュサービス 

※英語対応可 

手荷物一時預かりサービス 

宿泊・旅行手配サービス（外国人観光客向けツアー含む） 

Wi-Fiルーターレンタルサービス（NINJA WiFi®） 

外貨を電子マネーなどに交換するサービス（ポケットチェンジ） 

外貨両替サービス（SMART EXCHANGE） 

公演チケット販売サービス（Tickets Today） 

（５）Ｕ  Ｒ  Ｌ：https://wandercompass.jp 

（６）位  置  図： 

▲WANDER COMPASS SHIBUYA 

https://wandercompass.jp/

