
２０２０年２月１２日 

３月１４日（土）、東横線、目黒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間増発による混雑緩和を図ります～ 

東急電鉄株式会社 

当社は、混雑緩和やさらなる利便性向上を目指し、２０２０年３月１４日（土）に東横線、目黒線でダイヤ改正を実施しま

す。 

東横線では、これまで平日９時台から運行していた特急を、朝ラッシュピーク前である６時台に新設することで、オフピ

ーク通勤・通学の推進を図ります。 

目黒線では、朝ラッシュピーク前や帰宅ラッシュ時に、南北線・三田線との直通列車増発や、各駅停車の急行への種別

変更などを実施し、輸送力増強、速達性向上により、混雑緩和や利便性向上を図ります。 

今後も、ダイヤ改正に加え、「グッチョイクーポン」などによる朝ラッシュ時のオフピーク通勤・通学の促進や、「バスも！

キャンペーン」による移動手段の選択肢拡大、さらにサテライトシェアオフィス「ＮｅｗＷｏｒｋ」の展開による働く場の提供な

ど、朝ラッシュ時の混雑緩和に努めます。また、東急線アプリ上の車両別混雑度表記などにより、分散乗車を推進してい

きます。 

今回のダイヤ改正の主なポイントは以下のとおりです。 

＜ダイヤ改正の主なポイント＞ 

詳細は別紙のとおりです。 

以 上 

▲東横線所属車両 ５０５０系 ▲目黒線所属車両３０２０系

〈平日朝ラッシュ時の混雑緩和施策〉 

・東 横 線： 朝ラッシュピーク前の６時台に特急を１本新設

・目 黒 線： 朝ラッシュピーク前の６時台に三田線、南北線への直通各駅停車各１本増発

  ７時台の南北線への直通各駅停車１本を急行に変更 

〈平日夕夜間の混雑緩和施策〉 

・目 黒 線： １９時台三田線への直通各駅停車、三田線からの直通急行各１本増発

１９時台南北線への直通各駅停車、２０時台南北線からの直通急行各１本増発 

〈その他〉 

・目  黒  線： ２４時台の日吉発各駅停車奥沢行き１本を大岡山行きに変更し、大井町線大井町行き最終列車に接続



＜別紙＞ 

【東急線ダイヤ改正の概要】 

１．ダイヤ改正日：３月１４日（土） 

２．実施路線：東横線、目黒線 

３．実施内容 

■平日朝ラッシュ時の混雑緩和

（１）東横線：列車の増発

○６時台に特急を１本新設し、横浜～渋谷間２６分で運転します

（２）目黒線：南北線・三田線直通列車の増発・急行への種別変更 

○武蔵小杉及び日吉を６時台に出発する三田線ならびに南北線への直通各駅停車を各１本増発します

○７時台南北線への直通各駅停車１本を急行に変更します

■平日夕夜間の混雑緩和 ・利便性向上

（１）目黒線：南北線・三田線直通列車の増発

○１９時台武蔵小杉発三田線への直通各駅停車、三田線からの直通急行を各１本増発します

○１９時台武蔵小杉発南北線への直通各駅停車、２０時台南北線からの直通急行を各１本増発します

■目黒線深夜帯の行先変更

（１）深夜時間帯の日吉発各駅停車奥沢行き１本を大岡山行きに変更

○平日、土休日とも２４時台の日吉発各駅停車奥沢行きを大岡山まで延長、一部駅の発車時刻を変更します

※大岡山駅では大井町線大井町行き最終列車に乗り換えができます（運行状況により接続できないことがあります）

特急 元町・中華街発 みなとみらい発 横浜発 菊名発 武蔵小杉発 自由が丘発 中目黒発 渋谷着

平日 6:15 6:19 6:25 6:31 6:38 6:43 6:48 6:51

三田線直通各停 － 武蔵小杉発 多摩川発 田園調布発 大岡山発 武蔵小山発 目黒着

平日 － 6:14 6:18 6:19 6:23 6:28 6:32

南北線直通各停 日吉発 武蔵小杉発 多摩川発 田園調布発 大岡山発 武蔵小山発 目黒着

平日 6:46 6:50 6:54 6:55 6:59 7:05 7:09

南北線直通急行 日吉発 武蔵小杉発 多摩川発 田園調布発 大岡山発 武蔵小山発 目黒着

平日 7:18 7:22 7:26 7:28 7:32 7:36 7:39

三田線直通各停 － 武蔵小杉発 多摩川発 田園調布発 大岡山発 武蔵小山発 目黒着

平日 － 19:02 19:05 19:07 19:11 19:16 19:19

三田線直通急行 目黒発 武蔵小山発 大岡山発 田園調布発 多摩川発 武蔵小杉発 日吉着

平日 19:19 19:22 19:26 19:30 19:32 19:36 19:39

南北線直通各停 － 武蔵小杉発 多摩川発 田園調布発 大岡山発 武蔵小山発 目黒着

平日 － 19:43 19:47 19:48 19:52 20:00 20:04

南北線直通急行 目黒発 武蔵小山発 大岡山発 田園調布発 多摩川発 武蔵小杉着 －

平日 20:05 20:08 20:11 20:15 20:16 20:19 －

日吉発 元住吉発 武蔵小杉発 新丸子発 多摩川発 田園調布発 奥沢発 大岡山着

現行 24:29 24:31 24:33 24:34 24:36 24:38 24:40(着) ー

改正後 24:29 24:31 24:33 24:34 24:36 24:38 24:40 24:42

現行 24:30 24:32 24:34 24:35 24:37 24:39 24:41(着) ー

改正後 24:29 24:31 24:33 24:34 24:36 24:38 24:40 24:42
土休日

平日



■東急線電車時刻表（２０２０年３月１４日ダイヤ改正号）の発売

（１）発 売 日：２０２０年３月中旬（予定）

（２）発 売 場 所：東急線各駅（世田谷線は三軒茶屋駅、上町駅、下高井戸駅、こどもの国線は恩田駅、こどもの国駅を除く）

（３）定 価：５００円（税込）

以 上 

（参 考） 

■混雑緩和施策の概要

（１）グッチョイクーポン

スマートフォン向け「東急線アプリ」をお持ちの方がオフピーク通勤すると、ポイントが付与されます。ポイントは、各種ク

ーポンへの交換や、抽選への応募が可能です。 

■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カ所：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/）

（２）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７：００～９：３０（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

・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：１０：００～２０：００） 

（３）東急線アプリ 

  東急線公式の電車運行情報アプリ！東急線の運行情報、乗換案内、各駅の時刻表、バスの時刻表、路線情報、遅延情

報、遅延証明書のほか、車両の混雑情報がこのアプリ１つで入手できます。 

また、東急線の運行に支障が生じた際には、運行情報のプッシュ通知受信、他社(地下鉄やＪＲ東日本など)を含めた迂

回ルートの検索ができます。  

以  上 

http://www.tokyu-bicycle-parking-area.jp/
https://newwork109.com/

