
 

 

２０１８年 ２月１６日 

３月３０日（金）、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 

～列車の増発や運転区間の延長などにより、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、２０１８年３月３０日（金）に東急線５路線でダイヤ改正を実施し、朝

ラッシュピーク前の増発によるオフピーク通勤・通学の推進や、夕夜間の増発による輸送力アップを図ります。 

そのほか、混雑緩和施策として、大井町線の「都心方面への輸送力増強」を目的に、３月までに急行で使用する車両

全６編成を６両編成から７両編成に変更します。さらに、「バスも！キャンペーン」やオフピーク通勤推進施策の「グッチョ

イクーポン」もサービス範囲を拡大して引き続き実施し、ハード面、ソフト面の両面から混雑緩和を推進します。 

また、今春から、田園都市線には新型車両「２０２０系」を３０両（１０両×３編成）、大井町線には急行列車として「６０２０

系」を１４両（７両×２編成）順次導入予定で、車内の快適性、利便性を向上させます。 

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 

 

  

<朝ラッシュ時の混雑緩和施策> 

・田園都市線： 朝ラッシュピーク前の急行列車増発によるオフピーク通勤・通学の推進、混雑の平準化 

・大 井 町 線： 急行列車の増発と、急行で使用する列車全編成の７両化による輸送力の大幅アップ 

・池 上 線： 雪が谷大塚駅～蒲田駅間の輸送力増強 

・目 黒 線： 「南北線」「三田線」それぞれへの直通列車の均等化 

・東急多摩川線： ８時台の上下線増発 

 

<朝ラッシュ時以外の輸送改善策> 

■平日帰宅ラッシュの混雑緩和と利便性向上 

・田園都市線： 夕夜間の増発 

・大 井 町 線： 夕夜間の増発と、田園都市線（長津田行き）への直通列車の増発  

・池 上 線： 夕夜間の増発 

■その他 

・田園都市線： 土休日の下り中央林間行き最終電車の時刻を変更 

・大 井 町 線： 日中（平日・土休日）の増発による利便性の向上 

・目 黒 線： 平日早朝・夜間の南北線からの直通列車増発 



＜別紙＞  

【東急線ダイヤ改正の概要】 

１．ダイヤ改正日：３月３０日（金） 

２．実施路線：田園都市線・大井町線・池上線・目黒線・東急多摩川線 

３．実施内容 

 

■朝ラッシュ時の混雑緩和施策 

 

（１）田園都市線：朝ラッシュピーク前の急行列車増発によるオフピーク通勤・通学の推進、混雑の平準化 

○渋谷着７時台の上り急行列車２本を増発。 

朝ピーク時間帯と同様の列車本数を７時前から９時過ぎまでの２時間半に渡り運転し、オフピーク通勤を促進します。 

ダイヤ改正前後の渋谷駅着７時台の上り急行列車発車時刻表（主要駅のみ記載） 

行先  押上 押上 南栗橋 押上 南栗橋 
改正後 

 

 

 

５本→７本 

２本増発 

清澄白河 南栗橋 久喜 久喜 南栗橋 押上 南栗橋 

中央林間 発 ６：２８ ６：３６ 
 

６：４６ 
 

６：２０ 
 

６：３０ 
 

６：４０  ６：４９ 

長津田 〃 ６：３４ ６：４２ ６：４７ ６：５２ ６：５７ ６：２７ ６：３２ ６：３７ ６：４１ ６：４７ ６：５２ ６：５７ 

鷺沼 〃 ６：４８ ６：５６ ７：０１ ７：０６ ７：１１ ６：４０ ６：４５ ６：５１ ６：５５ ７：００ ７：０５ ７：１０ 

二子玉川 〃 ６：５７ ７：０６ ７：１２ ７：１７ ７：２２ ６：５１ ６：５６ ７：０１ ７：０６ ７：１１ ７：１６ ７：２１ 

渋谷 着 ７：０８ ７：１７ ７：２４ ７：３０ ７：３５ ７：０５ ７：１０ ７：１５ ７：２０ ７：２５ ７：３０ ７：３５ 

○渋谷発８時台の下り各駅停車２本を増発 

 

（２）大井町線：朝ラッシュ時間帯の急行列車の増発と、急行で使用する列車全編成の７両化による輸送力の大幅アップ 

○朝ラッシュ時間帯、溝の口発の急行列車を１本増発し、各駅停車１本を急行列車に変更。 

朝の急行列車は１２分間隔から約９分間隔に、平均運転間隔を約３分間短縮します。 

 

○朝ラッシュ時間帯の「急行に抜かれない各駅停車」は混雑率が特に高くなる傾向があるため、これを無くした運転 

パターンにすることで、混雑の平準化を図ります。 

 

 

     

（３）池上線：朝ラッシュ時間帯の雪が谷大塚駅～蒲田駅間の輸送力増強 

○７～８時台の五反田駅～雪が谷大塚駅間折返し列車５本を蒲田行きに変更して輸送力を増強します。 

雪が谷大塚駅～蒲田駅間 朝ピーク１時間の平均運転間隔を４分２０秒から３分３０秒に約５０秒間短縮します。 

 

（４）目黒線：朝ラッシュ時間帯の上り列車の行き先、種別を見直し 

○南北線行き、三田線行きが極力連続しないように調整し、混雑の平準化を図ります。 

 

 

（５）東急多摩川線：８時台に、上り・下り１本増発 

 

 

 

旗の台 旗の台

大井町 大井町

急行１本・各停３本のパターン

溝の口 溝の口

上野毛 上野毛

急行１本・各停２本のパターン

改正後
※１ ※２ 急行 ※３ ※１ ※２ 急行 ※３

※１ 旗の台で急行待ち合わせ

※２ 上野毛で急行の通過待ち

※３ 急行の通過・待ち合わせ無し

特に混雑する各駅停車

※１ ※２ 急行 ※１ ※２ 急行 ※１ ※２ 急行

※１ 旗の台で急行待ち合わせ

※２ 上野毛で急行の通過待ち

特に混雑する各駅停車

（現行） （改正後） 



■朝ラッシュ時以外の輸送改善策 

 

<平日帰宅ラッシュの混雑緩和と利便性向上> 

（１）田園都市線：渋谷発１８～１９時台の帰宅ラッシュ時間帯に、下り急行列車・各駅停車それぞれ１本ずつ増発 

（２）大 井 町 線：１８～１９時台の溝の口駅～大井町駅間の各駅停車上り・下り各２本を増発 

             １９～２１時台の大井町発下り溝の口行き急行列車３本を田園都市線長津田駅まで延長運転  

            （夜間の田園都市線への直通急行列車を５本から８本へ増発） 

（３）池 上 線：１７～１８時台の下り五反田発蒲田行き２本を増発 

１８～１９時台の上り蒲田発五反田行きと上り蒲田発雪が谷大塚行き各１本を増発 

 

<その他> 

（１）田園都市線：土休日の下り中央林間行き最終電車の時刻変更による利便性向上 

ダイヤ改正前後の発車時刻表（主要駅のみ記載） 

渋谷 ２４：０８ 改正後 ２４：１５ 

二子玉川 ２４：２２ ２４：３０ 

鷺沼 ２４：３３ ２４：４２ 

中央林間 ２４：５８ １：０８ 

 

（２）大 井 町 線：日中（平日・土休日）の増発による利便性向上 

   ○平日１０～１５時台の溝の口駅～大井町駅間の各駅停車を毎時２本、計１２往復増発 

○土休日１０～１９時台の溝の口駅～大井町駅間の各駅停車を毎時２本、計２０往復増発 

 

（３）目 黒 線：平日早朝・夜間の南北線からの直通列車増発による利便性向上 

○６時台の下り日吉行きの各駅停車１本の始発駅を奥沢駅から浦和美園駅に変更 

○２２時台の下り日吉行きの各駅停車１本の始発駅を目黒駅から浦和美園駅に変更 

 

■東急線電車時刻表（２０１８年３月３０日ダイヤ改正号）の発売 

 

（１）発 売 日：２０１８年３月下旬 

（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）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１月４日から乗車対象バス停を２カ所拡大し、利用を促進しています。 

・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（１月４日追加）、中里（１月４日追加）、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：三軒茶屋駅、渋谷駅（営業時間：１０：００～２０：００）  

 

（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、目黒線目黒駅の３駅いずれかで乗降もしくは通過すると、ポイントを付与します。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。１月１日から９つの特典内容が変更になりました。 

 
■新型車両の概要 

（１）導入路線：田園都市線（２０２０系）・大井町線（６０２０系） 

（２）導入予定時期：２０１８年春 

（３）導入編成数：２０２０系：３編成（１０両×３編成＝３０両）／６０２０系：２編成（７両×２編成＝１４両） 

（４）主 な 機 能 

・「ナノイー（※）」方式の空気清浄機を設置 

・背もたれの高いハイバック仕様の座席を採用 

・ドア上に配置するデジタルサイネージの多言語案内や、情報サービスの充実 

・防犯カメラの設置により車内のセキュリティを向上 

・全車両にフリースペースを設置し、車いすやベビーカーをご利用のお客さまに配慮 

・車両機器を常に監視できる大容量情報管理装置を設置し、車両故障の未然防止を図り、運行のさらなる安定化 

・低騒音型の主電動機や駆動装置を採用し、沿線環境および車内空間の騒音を低減 

・次世代半導体素子を用いた制御装置による主電動機の高効率駆動や、車内の全照明と前照灯・尾灯へのＬＥＤ 

採用により、使用電力を削減 

（※）「ナノイー」はパナソニック株式会社の商標です 

以  上  

しぶそば お好きなトッピング無料

ミスタービーン クラシック豆乳50円引き

NICOTAMA DAYS CAFÉ ブレンドコーヒー・カフェラテ 100円引き

エトモ エトモ中央林間、長津田、江田のヴィ・ド・フランスにてエトモパン1個プレゼント

東急ハンズ 5%OFFクーポンプレゼント

ハンズ ビー 5%OFFクーポンプレゼント

東急ストアネットスーパー ベン＆ジェリーズ（120ml）1個プレゼント

ローソン マチカフェドリンクメニュー　全品20円引き

toks キリンiMUSUレモンと乳酸菌(500ml)1本プレゼント（1月限定）※1月16日新発売

toks キリントロピカーナ（330ml）1本プレゼント（2月限定）

toks キリン生茶(525ml）1本プレゼント（3月限定）

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【土日祝】打席時間貸し10分延長無料

スイング碑文谷 【平日】打席時間貸し15分延長無料

アトリオドゥーエ 500円ワンコイン利用券プレゼント

ヨネックス ヨネックス　パワークッションSAFERUN810C(セーフラン810C)ランニングシューズをプレゼント

カラダファクトリー 整体・骨盤調整(A.P.バランス®)40分コースご招待

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】さつまいもの"生"芋どら5個セットをプレゼント

ザ・ロイヤルカフェ横浜 スープ・フードをご注文の方はオリジナルブレンドコーヒー無料プレゼント

スイング碑文谷 【土日祝】打席時間貸し15分延長無料

ベン＆ジェリーズショップ ベン＆ジェリーズギフトボックス(6個入り)をプレゼント

東急ベル 東急ベルセレクト商品から【ワイン】サンテステフ・ド・カロンセギュール2013を1本プレゼント

10ポイント

通常

抽選

20ポイント

通常　

抽選　


