２０１９年７月１日

東京都の「スムーズビズ」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
東急線の定期をお持ちの方が、臨時列車に乗車すると必ずもらえる、商品引換クーポンなどを「東急線アプリ」で配信します

東京急行電鉄株式会社
当社は、７月２２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）を強化します。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」を昨年度に引き続き
期間限定で運転するほか、田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」、東横線「時差Ｂｉｚ特急」にご乗車いただくと、各種商品
が必ずもらえる「時差Ｂｉｚ応援クーポン」の東急線アプリ内での配信も行います。本取り組みは、２０２０東京オリン
ピック・パラリンピックに向けて、東京都のテレワーク・２０２０ＴＤＭ推進プロジェクト・時差Ｂｉｚを総称した「スムーズ
ビズ」の取り組みにあわせて、オフピーク乗車の推進を目的に実施するものです。
昨年度、期間限定で運転した田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」、東横線「時差Ｂｉｚ特急」は、１日あたり合計約２，３
００名のお客さまにご利用いただき、乗車率は約７０％（田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」は渋谷到着時点、東横線
「時差Ｂｉｚ特急」は中目黒到着時点）で、所要時間の短さや快適性について、好評をいただきました。田園都市線
「時差Ｂｉｚライナー」は、中央林間を６時００分に発車し、昨年同様長津田、あざみ野、溝の口、渋谷と、半蔵門線内
は押上までの各駅に停車します。東横線「時差Ｂｉｚ特急」は、元町・中華街を６時１４分に発車後、横浜を６時２４分
に発車し、渋谷行き特急として運行します。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。
さらに今年度は、田園都市線「時差Ｂｉｚライナー」、もしくは東横線「時差Ｂｉｚ特急」にご乗車いただくと、ベン＆ジ
ェリーズのカップアイスや、ＬＥＭＯＮＡＤＥ ｂｙ Ｌｅｍｏｎｉｃａのオリジナルレモネードなど、東急グループ各施設で商
品と引き換えることができる「時差Ｂｉｚ応援クーポン」を、東急線の定期をお持ちの方限定で、乗車中に東急線アプ
リ内で配信します。
このほか、会員制カルチャースクール東急セミナーＢＥによる「スムーズビズ応援！朝活講座ｉｎ二子玉川」や、当
社が展開するサテライトシェアオフィス「ＮｅｗＷｏｒｋ」の利用促進、グッチョイクーポン第９弾の配信などに取り組む
ほか、当社従業員にもオフピーク通勤を推奨することで、夏のスムーズビズを推進します。
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。今後もハード・ソフト両面による、さらな
る混雑・遅延の低減・解消を追求し、自治体や企業と連携しながら、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 Ｃ
ｈｏｉｃｅ（グッドチョイス）」の短縮形で、当社が提供する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」ことを目指しています。
今年度のスムーズビズ期間にあわせて、新たに以下の施策に取り組みます。
（「グッチョイモーニング」公式サイト：http://ii.tokyu.co.jp/gcmorning/）
１． 時差Ｂｉｚ臨時列車の運行
（１）運行期間： ２０１９年７月２２日（月）～３１日（水）（平日８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

６：００発

６：０８発

６：１７発

６：２７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

４３分

３５分

参考：急行列車（渋谷到着７時台）

４５分

３９分

参考：準急列車（渋谷到着８時台）

５４分※

４３分

※長津田で各駅停車から乗り換え

（３）東横線「時差Ｂｉｚ特急」

「時差 Biz ライナー」「時差 Biz 特急」ヘッドマーク

■運行区間： 元町・中華街発 渋谷行き
■停 車 駅： 特急と同じ（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
■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

６：１４発

６：１８発

６：２４発

６：３２発

６：３９発

６：４３発

６：４９発

６：５２着

時差Ｂｉｚ特急

■所要時間：
横浜～渋谷
時差Ｂｉｚ特急
※参考：通勤特急
（渋谷到着７時台）
※参考： 急行列車
（渋谷到着７時台）

２８分
３２分
３６分

２．時差Ｂｉｚ応援クーポン
（１）実施期間： ２０１９年７月２２日（月）～３１日（水）（平日８日間）
（２）参加方法：
① 東急線アプリをダウンロードする（ｉＯＳ ８．０以上、Ａｎｄｒｏｉｄ ＯＳ ４．０以上が対象）
② 端末のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、位置情報、プッシュ通知の設定をＯＮにする
③ 「時差Ｂｉｚライナー」もしくは「時差Ｂｉｚ特急」に乗車するとすぐに、スマートフォンにプッシュ通知が届く
④ 届いたプッシュ通知を開き、ガラポンを回すと、必ず下記いずれかのクーポンがもらえる
⑤ スマートフォンの商品引き換え画面を表示し、各箇所で引き換え可能

※クーポンのプッシュ通知は、時差Ｂｉｚライナー・時差Ｂｉｚ特急の各車内において、田園都市線・東横線内走行中のみ受信可能です。田園都市線の相
互直通先である東京メトロ半蔵門線内、東横線の相互直通先であるみなとみらい線内は対象外です。

（３）プレゼント商品：
商品・ブランド

クーポン内容

引き換え場所・時間

“ベン＆ジェリーズ”

カップアイス１個プレゼント

東急線渋谷駅 PickUp ランキン渋谷ちかみち
ハチ公改札前タッチ＆トライスペース
引き換え時間 臨時列車渋谷到着時～８：００頃
※クーポンを受信した当日のみ引き換え可

“金のおにぎりと天白のかつお出汁

・おにぎり１個プレゼント

渋谷ストリーム２階 店舗

かつおとぼんた” 特製おにぎり

・１００円おにぎり券

営業時間 ８：００～２３：００

・お好きなおにぎり３０円引き

（Ｌ．Ｏ． ２２：３０）
https://shibuyastream.jp/shop/shopdetail.php?id=10

“LEMONADE by Lemonica”

オリジナルレモネードＲ（レギュラー）

渋谷ストリーム１階 店舗

オリジナルレモネード

サイズ１杯プレゼント

営業時間 ８：００～２１：００
https://shibuyastream.jp/shop/shopdetail.php?id=4

“プレッセ シブヤ デリ マーケット”

ＳＵＮＮＹ ＢＯＷＬＳのカスタムサラダ半額

渋谷ストリーム２階 店舗

※１日先着２０名さま限定で利用可

営業時間 ７：００～２３：００
https://shibuyastream.jp/shop/shopdetail.php?id=20

“しぶそば”

そば（うどん）・丼・セット商品をご注文の

しぶそば 全店舗

お客さまにお好きなトッピング一品プレゼント

http://www.shibu-soba.jp/store.html

※営業時間は店舗ごとに異なります。

３．スムーズビズ応援！朝活講座ｉｎ二子玉川
（１）開催概要
日程

開催時間

開催場所

講座タイトル

７：３０～８：１５

講師
成瀬一興 氏

聞く人も話す人も楽しい 「伝わる話し方」
（司会、ナレーター、声優）

２０１９年
７月２４日（水）

８：３０～９：１５

「日本文化の楽しみ方」

大倉直人 氏

はじめての歌舞伎編

（歌舞伎研究家）

７：３０～８：１５

「シーン別おもてなし英会話」

ケビン・マックイニー 氏

８：３０～９：１５

「日本文化の楽しみ方」

村松 哲文 氏

はじめての仏像鑑賞編

（駒澤大学教授）

２０１９年
７月３１日（水）
二子玉川カタリストＢＡ
２０１９年

７：３０～８：１５

ゆり華 氏
（二子玉川駅徒歩１分・

好印象を生む 「美文字レッスン」

８月２１日（水）

（美文字コンサルタント）
二子玉川ライズオフィス８階）
８：３０～９：１５

ａｋｉｋｏ 氏
いつでも座って
（スタジオ・ヨギー公認ビューティ・

「ペルヴィス(骨盤調整)講座」
インストラクター /肥満予防健康管理士）

２０１９年

７：３０～８：１５

伊藤賀一 氏
「旬の日本史」 新紙幣から見る日本

８月２８日（水）

（日本史講師・著述業）
８：３０～９：１５

「日本文化の楽しみ方」

倉住薫 氏

はじめての万葉集編

（大妻女子大学准教授）

（２）予約方法・受講料
１講座あたり ￥２,３００▼参加のお申し込みは、東急セミナーＢＥのホームページをご覧ください。
申込みには東急セミナーBEの会員登録（無料）が必要です。
⇒ https://www.tokyu-be.jp/ （２０１９年７月５日（金）予約開始）
４．東急線アプリ「グッチョイクーポン」第９弾の配信
スマートフォン向け「東急線アプリ」をお持ちで、オフピーク通勤すると、お得なクーポンがもらえます。
（１）配布実施期間
２０１９年７月１日（月）～９月２９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
対象店舗：渋谷イースト店・自由が丘店・日吉店・横浜店・二子玉川店・たまプラーザ店（計６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。
使用ポイント クーポン形態

通常

10ポイント

提供企業名

【7・8月限定】キリンヌューダ スパークリング(500ml) 1本プレゼント

キリンビバレッジ

toks

【9月限定】キリン 午後の紅茶 おいしい無糖(500ml) 1本プレゼント

玉川髙島屋S・C

SHAKE SHACK（シェイクシャック）バーガーご注文のお客さまに「アイスティ／ソーダ各種 S」1杯プレゼント

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

1,000円で1日使える施設利用券をプレゼント

東急スポーツシステム

二子玉川ライズ「ルーフガーデン」

「夜空ヨガ in ルーフガーデン」参加費500円割引クーポンプレゼント

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

Francfranc

Francfranc

お買上金額合計5,000円（税込）以上で500円引き

Cafe Snap

東急線沿線人気コーヒー店6店舗

東急線沿線人気コーヒー店 平日限定 対象のドリンク100円引き

-

リプトン 水出しアイスティー コールドブリュー３種セットを毎週抽選で５名さまにプレゼント

ビーグリー

まんが王国

「まんが王国」で利用可能なポイント（200円相当）プレゼント

玉川髙島屋S・C

SHAKE SHACK（シェイクシャック）抽選で毎週5名さまに「シャックスタック」プレゼント

カスタマーマーケティング

通常
20ポイント
抽選
30ポイント

抽選

クーポン内容

toks

ユニリーバ・ジャパン・

抽選

提供場所

キリンビバレッジ

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

スキージャム勝山

「ジオ・イルミネーション」大人入場招待券を毎週抽選で2名さまにプレゼント

東急ベル

-

ハウスクリーニング 壁かけエアコンクリーニング（1台）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

東急電鉄

-

東急線 鉄道部品1種類を毎週抽選で1名さまにプレゼント

東急電鉄

-

のるるんグッズを毎月1種類、毎週抽選で10名さまにプレゼント

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

東急ベル

-

SALUS ONLINE MARKETから グラハム・ベック ブリュットを毎週抽選で10名さまにプレゼント

東急ベル

-

SALUS ONLINE MARKETから マヨルカのポルボロン１５個入りを毎週抽選で10名さまにプレゼント

東急ベル

-

SALUS ONLINE MARKETから 【産地直送】福撰 無着色めんたい 320gを毎週抽選で10名さまにプレゼント

（４）利用イメージ

５． 当社の従業員向けの取り組み（働き方）
当社の従業員向けの取り組みとして、以下の促進施策を実施し、期間後の定着も目指します。
（１）実施期間：７月２２日（月）～８月２日（金）、８月１９日（月）～８月３０日（金）（スムーズビズ集中取り組み期間）
（２）対象：本社勤務員（１,５００名程度）
（３）期待される効果：
① アーリーワーク、テレワークによる生産性の向上
② オフピーク通勤、通勤・移動しないことによる混雑時の公共交通機関利用の削減
（４）実施施策
① 時差Ｂｉｚ （分散出社、特に７時３０分始業「アーリーワーク」の推奨）
・７時３０分始業のインセンティブ（朝の軽食配布）
・ゆう活イベントの開催（社員交流イベントなど）
② テレワーク
・サテライトオフィス勤務の推奨
⇒当社が運営するサテライトシェアオフィス「ＮｅｗＷｏｒｋ」
⇒当社従業員専用サテライトオフィス
・在宅勤務、モバイルワーク
⇒通常制約社員（育児・介護）のみ可能である在宅勤務・モバイルワークを、希望部署で
トライアル実施
③ 休暇取得
・対象部門、対象従業員に対し休暇取得の推奨
・組織活性化ワーケーション＋延泊休暇の推奨
ワーケーション体験イベント「テレワークｄｅ伊豆」を７月２４（水）～２５日（木）に開催
（「組織活性化」を目的に、チームメンバーと参加することを条件として参加者を募集）
④ 会議・イベントの削減
・会議、イベントに伴う混雑時移動を削減
※「取り組みをチョイス、ポイント貯めて特典ＧＥＴ」キャンペーン
期間中、上記①～③を実施するごとにポイントを付与し、獲得ポイントに応じて特典をプレゼントするキャンペー
ンを実施します。従業員が各自に合った取り組みをチョイスし、継続的に実施をすることを促します。
６．当社連結各社の従業員向けの取り組み
当社だけでなく、東京都内に事業所を構える当社連結各社約４０社が東京都の「時差Ｂｉｚ」「スムーズビズ」に参
加登録しています。サテライトシェアオフィス「ＮｅｗＷｏｒｋ」などでのテレワークといった、各社がスムーズビズに取り
組みやすい環境の整備や、従業員のオフピーク通勤・テレワークなどの推奨をしています。

