
２０２０年１２月２２日 

自由で豊かな東急線沿線での働き方を実現する、新たなサービス実験「ＤＥＮＴＯ」詳細を決定 

－新型コロナウイルスで大きく変容した、都心通勤者の移動・就労ニーズに対応する実証実験－ 

東急株式会社 

当社は、より自由で豊かな東急線沿線での働き方を実現するため、２０２１年１月１３日（水）～４月２８日（水）の約３カ

月半、新たなサービス実験「ＤＥＮＴＯ」（以下、本サービス）を実施します。今般、内容や料金などのサービス詳細が決定

しましたのでお知らせします。 

本サービスでは、テレワークの普及による移動や働き方の変化を踏まえ、ＴＰＯに合わせた最適な移動手段と就労場

所を選択できることで、自由で豊かな東急線沿線での働き方の実現を目指します。具体的には、「快適な都心通勤を実

現する移動サービス」「自宅周辺で快適に楽しくテレワークできる就労環境の提供」「移動目的および体験価値の提供」

の３点を柱とし、なかでも東急線通勤定期券をお持ちのお客さまには、限定メニューの提供や優待割引を行うことで、定

期券保有の新たな付加価値を開発します。 

【「ＤＥＮＴＯ」サービス概要】（★は、東急線通勤定期券をお持ちのお客さまのみご利用いただけます） 

① 快適な都心通勤を実現する移動サービス

・田園都市線郊外地区と東京都心を朝夕往復する、

車内で仕事ができる新しいコンセプトの通勤バス「Ｓａｔｅｌlｉｔｅ Ｂｉｚ Ｌｉｎｅｒ」（化粧室・Ｗｉ-Ｆｉ完備のゆとりある車内）

－運行区間：新羽営業所・田園都市線市が尾駅・たまプラーザ駅⇔渋谷駅・東京駅南口

－利用料金：１，０００円（渋谷駅～たまプラーザ駅間）～※東急線通勤定期券をお持ちの場合１００円割引優待

★都心勤務地から横浜市青葉区、大井町エリアまで利用できる相乗りハイヤー（「脱密」のため、定員を４名に制限）

－利用料金：渋谷区・港区・中央区→大井町エリア（１，９８０円）、横浜市青葉区内の自宅（３，９８０円） 

・大井町線有料座席指定サービス「Ｑ ＳＥＡＴ」の１週間前からの事前購入（販売価格：４００円）

② 自宅周辺で快適に楽しくテレワークできる就労環境の提供

・既存のワークスペース（美しが丘ワーキングスペースなど）に加え、東急グループのスポーツ施設や商業施設でもテ

レワーク可能に。（全７施設から選択し、利用可能。１日利用料金：１，０００円～）

③ 移動目的および体験価値の提供

★１００円乗り放題チケット（東急線ワンデーパス、東急バス一日乗車券が１００円で購入可能）

★ごほうびセットチケット 利用料金：７，０００円／人～

－大井町駅周辺の人気飲食店特別メニューと店舗までの相乗りハイヤー送迎サービスのセット商品 

★アクティブクーポン：東急グループ内外の沿線施設割引クーポン（商業施設、スポーツ施設、映画館施設、飲食店）

④その他

・一部店舗のリアルタイム混雑状況表示サービス「VACAN」の導入

・ビジネスパーソンの時間活用を助ける書籍要約サービス「SERENDIP」無料体験

本サービスは、会員登録、商品選択、決済、利用のすべてが、コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」の公式アカウントトーク画

面で完結します。公式アカウントは、本サービスのサービス紹介サイト（https://www.tokyu-dento.jp/）から登録可能です。 

当社は「ＤＥＮＴＯ」の購買・利用データの分析により、新しい生活様式に適合した移動・就労サービスを開発し、お客さ

まに利便性・快適性を提供します。来年度以降も、展開エリアやターゲット層を拡大しながら、お客さまの多様化したニー

ズに合致した価値提供を行い、激変する環境の中でも「選ばれ続ける東急線沿線」の実現を目指します。 

本サービス詳細につきましては、別紙をご参照ください。 

以   上 



【別紙】 

１．「Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｂｉｚ Ｌｉｎｅｒ」について ※東急線通勤定期券をお持ちの方には割引優待あり 

 Wi-Fi や化粧室を完備した観光バスタイプで運行します。始業時間にバス 

へ乗車してゆとりのある車内で仕事。帰りは終業時刻より少し早くバスに乗り込み、 

仕事をしながら快適に帰路へ。移動しながらに仕事ができる「動くシェアオフィス」 

としてご活用いただけます。 

（１）運行日：２０２１年２月１６日～４月２８日の平日 

（２）運行区間：新羽営業所・田園都市線市が尾駅・たまプラーザ駅 

⇔渋谷駅・東京駅南口 

（３）運行ダイヤ 

渋谷・東京方面 たまプラーザ・市が尾・港北方面 

停留所名 時刻 停留所名 時刻 

新羽営業所発  ８：２０ 東京駅南口発 １６：２５ 

市が尾駅発  ８：４５ 渋谷駅発 １７：０５ 

たまプラーザ駅発  ９：０５ ⇂ ⇂ 

⇂ ⇂ たまプラーザ駅着 １７：３５ 

渋谷駅着 １０：１５ 市が尾駅着 １７：５５ 

東京駅南口着 １０：４５ 新羽営業所着 １８：２５ 

（４）運賃表 ※東急線通勤定期券をお持ちの方は１００円割引優待 

項目 
渋谷駅 東京駅南口 

大人 小児 大人 小児 

たまプラーザ駅 
片道 １，０００円   ５００円 １，４００円   ７００円 

定期券所持割     ９００円 ― １，３００円 ― 

市が尾駅 
片道 １，２００円   ６００円 １，６００円   ８００円 

定期券所持割 １，１００円 ― １，５００円 ― 

新羽営業所 
片道 １，９００円   ９５０円 ２，３００円 １，１５０円 

定期券所持割 １，８００円 ― ２，２００円 ― 

※ＤＥＮＴＯで購入できる座席数には限りがあります。 

 

２．相乗りハイヤーについて ※東急線通勤定期券をお持ちの方限定サービス 

 渋谷区・港区・中央区から、大井町エリアまたは横浜市青葉区内のご自宅

まで、高級ハイヤーによる贅沢な帰宅体験を提供します。 

（１）運行日時：１月１３日～４月２８日の水曜日・金曜日（１８：００～２２：００） 

（２）運行エリア：渋谷区・港区・中央区エリア発 

→大井町エリア、横浜市青葉区内着 

（３）利用料金：大井町エリアまで １，９８０円 

横浜市青葉区内のご自宅まで ３，９８０円 

（４）乗車定員：１台あたり４名まで（１回の予約で２名まで予約可能） 

 

 

 

 

▲シェアオフィスバス「Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｂｉｚ Ｌｉｎｅｒ」 

▲相乗りハイヤー 



３．大井町線有料座席指定サービス「Ｑ ＳＥＡＴ」の事前購入※どなたでもご利用可能 

   ＤＥＮＴＯ上で、大井町線有料座席指定サービス「Ｑ ＳＥＡＴ」を、 

ご利用日の１週間前から事前購入できます。 

※ご利用の際は別途乗車券（定期券・回数券・きっぷ・ＩＣカードなど）が必要です。 

※ＤＥＮＴＯで購入できる座席数には限りがあります。 

 

４．自宅周辺で快適に楽しくテレワークできる就労環境の提供について ※どなたでもご利用可能 

美しが丘ワーキングスペースなど従来型ワークスペースに加え、東急グループのスポーツ施設や商業施設など、

気分転換にもってこいの環境でテレワークできるメニューです。全施設、無料Ｗｉ－Fi、電源を完備しています。（各施

設の設備やサービス詳細は、１月１３日のサービス開始時のサービス紹介サイトをご確認ください。） 

施設名 料金 利用可能期間・時間 最寄駅 

美しが丘ワーキングスペース１日利用券 ２，０００円 ２０２１年 1 月１３日～４月２８日 

１０：００～１８：００（平日のみ） 

たまプラーザ駅 

BBQPIT あざみ野ガーデンズワーキングスペース１日

利用券 

１，５００円 ２０２１年３月１日～３月１９日 

１０：００～１６：００（平日のみ） 
あざみ野駅 

BBQPIT あざみ野ガーデンズワーキングスペース１日

利用券＋ドリンク飲み放題券＋BBQPIT での食事券 

２，５００円 

コインスペース青葉台東急スクエア１日利用券 １，０００円 ２０２１年 1 月１３日～４月２８日 

９：００～２１：００ 

青葉台駅 

アトリオドゥーエ碑文谷（ジムとワーキングスペースの

利用が可能）１日利用券 

３，０００円 ２０２１年 1 月１３日～４月２８日 

１０：００～１８：００（月～木曜） 

学芸大学駅 

アトリオドゥーエ青葉台（ジムとワーキングスペースの

利用が可能）１日利用券 

３，０００円 ２０２１年 1 月１３日～４月２８日 

１０：００～１８：００（火～金曜） 

青葉台駅 

セミナープラス南町田 NW スペース１日利用券 １，０００円 ２０２１年 1 月１３日～４月２８日 

８：００～２１：００（平日のみ） 

南町田グランベ

リーパーク駅 

People Wise Café１日利用券 １，０００円 ２０２１年 1 月１３日～４月２８日 

１１：００～１８：００（平日のみ※水曜日を除く） 

たまプラーザ駅 

※ＤＥＮＴＯで購入できる利用券数には限りがあります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

▲Ｑ ＳＥＡＴ車内の様子 

▲コインスペース青葉台東急スクエア       ▲美しが丘ワーキングスペース         ▲BBQPIT あざみ野ガーデンズ 

 

 
※画像はイメージです。 

 

 



５．ごほうびセットチケットについて ※東急線通勤定期券をお持ちの方限定サービス 

人気雑誌「東京カレンダー』とタイアップして選定した、大井町駅周辺の人気飲食店の特別メニューと、店舗までの相

乗りハイヤー送迎サービスのセットチケットです。お仕事後の贅沢な時間をお届けします。 

※お料理のコース内容は、１月１３日のサービス開始時のサービス紹介サイトをご確認ください。 

※ＤＥＮＴＯで購入できる座席数には限りがあります。 

 

 

 

店舗名 利用可能曜日・時間 店舗概要 

魚菜 由良２号店 期間：１月１３日～１月２９日 

水・金曜日１９：３０コース開始 

虎ノ門ヒルズにも店を構える大井町の超人気和食店 

Osteria Tutto Sole 期間：２月３日～２月２６日 

水・金曜日１９：３０コース開始 

南イタリアの郷土料理と温かいサービスに幸せを感じる大

井町の人気イタリアン 

和食ダイニング H 期間：３月３日～３月３１日 

水・金曜日１９：３０コース開始 

「食×酒×空間×人」の全てを大切にする、大井町の大人

向け創作和食ダイニング 

BISTRO OREILLE 期間：４月２日～４月２８日 

水・金曜日１９：３０コース開始 

フレンチの超名店出身のオーナーシェフが腕を振るう、大

井町の人気ビストロ 

 

 

６．アクティブクーポン ※東急線通勤定期券をお持ちの方限定サービス 

東急線沿線のさまざまなお出かけスポットのクーポンを限定配信します。 

※ご利用可能日時は店舗によって異なります。詳細は１月１３日のサービス開始時のサービス紹介サイトをご確認ください。 

施設名 特典内容 ジャンル 

アッシェ ドール タケウチ 来店された方に８００円以下のドリンク（アルコールを含む）１杯無料サービス 飲食店 

とうふ屋うかい 鷺沼店 来店された方に「田楽みそ」をプレゼント 飲食店 

とり平 たまプラーザ 来店された方に対象ドリンク１杯サービス又はお通しサービス 飲食店 

Mira！たまプラーザ 来店された方にフォアグラのピンチョスを人数分サービス 飲食店 

焼肉 USHIHACHI 青葉台店 来店された方にお好きなドリンク１杯サービス 飲食店 

焼肉塊肉 おお津 名物にんにくハラミ または 旨辛カルビをプレゼント 飲食店 

阪急大井テニス＆ゴルフスクール テニス＆ゴルフスクールの無料体験※事前に電話予約必要 スポーツ 

おふろの王様 大井町店 岩盤浴利用料税込４００円（通常料金税込８００円）※入館料別途 リラクゼーション 

鎌倉パスタ 阪急大井町ガーデン店 ファーストドリンク１杯無料（お食事をご注文のお客様に限り） 飲食店 

サンマルクカフェ 阪急大井町ガーデン店 お会計１０％OFF（税込５００円以上ご利用の方に限り） 飲食店 

宝田水産 阪急大井町ガーデン店 お会計１０％OFF 飲食店 

洋麺屋五右衛門 阪急大井町ガーデン店 季節のおすすめパスタご注文でドリンク１杯無料 飲食店 

ファストネイル 阪急大井町ガーデン店 【ご新規様限定】ハンドジェルネイル２，９７０円(税込） 美容 

ラフィネ 阪急大井町ガーデン店 お会計５％OFF（ラフィネ会員様かつ５０分以上コースをご利用の方限定） 美容 

眼鏡市場 阪急大井町ガーデン店 眼鏡の除菌クリーニング＆曇り止め塗布の無料サービス 物販 

大井町フラミンゴ歯科 インプラント無料相談 歯科医院 



東急ハンズ（一部店舗のみ） お会計５%OFF ※対象店舗は以下の通り 

東急ハンズ：渋谷店・スクランブルスクエア店・横浜店  

ハンズビー： フレル・ウィズ自由が丘店、武蔵小杉東急スクエア店、 たまプラ

ーザ店、青葉台東急スクエア店、エトモ中央林間店 

物販 

東急プラザ渋谷 【毎月１９日限定配布】 東急プラザギフトカード 1 枚（５００円分） 商業施設 

東急プラザ蒲田 【毎月１９日限定配布】 東急プラザギフトカード１枚（５００円分） 商業施設 

１０９シネマズグランベリーパーク 映画割引クーポン！一般料金１，９００円のところ⇒１，６００円 映画 

１０９シネマズ港北 映画割引クーポン！一般料金１，９００円のところ⇒１，６００円 映画 

ムービル 映画割引クーポン！一般料金１，９００円のところ⇒１，６００円 映画 

グランベリーパーク ５%OFF の LINE Pay クーポン（最大 1,000 円オフ） 

※一部、LINE Pay をご利用いただけない店舗があります 

商業施設 

たまプラーザ テラス ５%OFF の LINE Pay クーポン（最大 1,000 円オフ） 

※一部、LINE Pay をご利用いただけない店舗があります 

商業施設 

東急ストア・プレッセ ① ５%OFF の LINE Pay クーポン 

② １００円引きの LINE Pay クーポン 

（①②いずれかの LINE Pay クーポンを提供します。） 

スーパー 

アトリオドゥーエ青葉台 ２時間２，２００円、延長３０分５５０円より５５０円引き スポーツ 

アトリオドゥーエたまプラーザ ２時間２，２００円、延長３０分５５０円より５５０円引き スポーツ 

アトリオドゥーエ二子玉川 ２時間２，２００円、延長３０分５５０円より５５０円引き スポーツ 

アトリオドゥーエ武蔵小山 ２時間２，２００円、延長３０分５５０円より５５０円引き スポーツ 

アトリオドゥーエ碑文谷 ２時間２，２００円、延長３０分５５０円より５５０円引き スポーツ 

ストレッチ＆スタジオ Fun UP(東急あざみ野ゴル

フガーデン クラブハウス２階) 

FunUP 都度利用を通常１，１００円のところ５５０円でご利用いただけます 

※同伴者１名さままでＯＫ 

スポーツ 

東急あざみ野テニスガーデン テニススクール 体験レッスン（通常２，２００円）が１回目無料、２回目１，１００円 スポーツ 

東急ゴルフパークたまがわ 一般プレー料金及び親子パックの１周料金から５００円引き、廻り放題料金か

ら１，０００円引きでご利用いただけます。 

スポーツ 

ホットヨガ＆コラーゲンスタジオ ｂｅｆｒｅ青葉台 ワンレッスン利用料を通常２，２００円を１，１００円でご利用いただけます。 スポーツ 

ホットヨガ＆コラーゲンスタジオ ｂｅｆｒｅ碑文谷 ワンレッスン利用料を通常２，２００円を１，１００円でご利用いただけます。 スポーツ 

 

７．１００円乗り放題チケット ※東急線通勤定期券をお持ちの方限定サービス 

東急線通勤定期券をお持ちの方限定で、東急線ワンデーパス、東急バス一日乗車券を 

それぞれ１００円でお買い求めいただけます。 

※実験期間中のＤＥＮＴＯでの総販売数には限りがあります。 

※一人当たりの購入上限があります。 

※販売期間、利用可能期間の詳細は、１月１３日のサービス開始時のサービス紹介サイト 

     をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 



８．その他サービス ※どなたでもご利用可能。 

●一部店舗のリアルタイム混雑状況表示サービス 

一部の店舗には、お店の混雑状況がわかる「VACAN」サービスを導入します。 

気になるお店の混雑状況を訪問する前に知ることができるため、混雑を回避 

した安心安全な移動が可能です。 

 

●ビジネスパーソンのスキマ時間活用を助ける書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」無料体験 

書籍のダイジェストが１０分で読めるサービス「SERENDIP（セレンディップ）」 

から毎月２本、新刊や話題の書籍のダイジェストをお届けします。 

多忙な中でも、通勤やお出かけなどのちょっとしたスキマ時間に学ぶことができます。 

知らなかった書籍、気づいていなかったコトとの「新たな出会い」ももたらすサービスです。 
 

９．横浜市と当社で協働する「次世代郊外まちづくり」と連携 

本サービスは横浜市と当社で協働する「次世代郊外まちづくり」と連携して 

サービス開発に取り組んでいます。２０１８年度の「郊外住宅地における地域移動」  

の社会実験や、「田園都市で暮らす、働く」プロジェクトの取り組みなども活かし、自由で豊かな働き方の実現を目指 

します。 

 

１０．感染症対策について 

   本サービスでは、お客さまに安全・安心にご利用いただけるよう、３つの感染症対策を実施しています。 

 

  
 

１１．公式アカウントへの登録方法 

本サービスのサービス紹介サイト（https://www.tokyu-dento.jp/）で 

１２月２２日１４時から、事前登録を受け付けています。 

※サービス紹介サイトはスマートフォン限定です。 

 

▲公式サイトＱＲコード 

 

 


