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Tokyu Corporation    

90

100

110

120

130

2000/3 2001/3 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3

 輸送人員  運賃収入 

鉄道ネットワーク整備の効果 

溝の口 

中央林間 

日吉 
蒲田 元町･中華街 

二子玉川 渋谷 

新横浜 

東京メトロ 
半蔵門線 

都営地下鉄 
三田線 

相鉄線 

ＪＲ山手線 

東京メトロ 
南北線 

東武線 
西武線 

新宿 

池袋 

東横線 
目黒線 
田園都市線 
大井町線 

池上線 
東急多摩川線 
こどもの国線 
世田谷線 

相鉄・東急直通線 
(2022年度下期予定) 

みなとみらい線 
開業（2004年2月） 

東横線の相互直通化 
(2013年3月 ) 

大井町線 
 急行運転   （2008年3月） 
 溝の口延伸（2009年7月） 

目黒線日吉延伸 
（2008年6月） 

横浜 
目黒線の相互直通化 

（2000年9月） 
新空港線 羽田空港 

東京 三軒茶屋 

世田谷線 こどもの国線 

長津田 

中目黒 
自由が丘 

田園調布 

多摩川 
大岡山 

旗の台 

大井町 

五反田 

目黒 

 西谷 

大手町 

たまプラーザ 

あざみ野 
東京メトロ 
副都心線 

武蔵小杉 菊名 

2000年3月期を100とした場合の輸送人員と運賃収入の推移 

3月 運賃改定 

9月 目黒線急行運転開始 

6月 目黒線日吉延伸 

7月 大井町線延伸 
 （二子玉川～溝の口） 

3月 東横線～東京メトロ副都心線 
  相互直通運転開始 

9月 目黒線～東京メトロ南北線・ 
      都営三田線相互直通運転開始 

2月 横浜高速鉄道みなとみらい線開業 3月 大井町線急行運転開始 
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Tokyu Corporation    

さらなる鉄道ネットワーク整備 

日吉 

みなとみらい、 
元町･中華街 方面 

北参道 

渋 谷 

自由が丘 
多摩川 

目黒 新横浜(仮) 

横 浜 

東横線 
目黒線 

新宿三丁目、池袋方面 

東急多摩川線 武蔵小杉 

溜池山王、 
大手町 方面 

相鉄線方面 

 新空港線(蒲蒲線) 計画 

 相鉄・東急直通線事業 
 相鉄線から新横浜を経由し、東急線日吉駅までの区間

に整備される連絡線 
概 要 

・東急沿線から新横浜（新幹線）へのアクセス向上 
・相鉄線との相互直通運転による新たな鉄道ネットワーク 
 の形成 

効 果 

事業費 （都市鉄道等利便増進法に基づく） 
  国  ／  地方自治体 ／ 鉄道建設・運輸施設整備支援 
  機構が各1/3ずつ負担 

開業時期 2022年度下期 予定 

2000年1月に運輸政策審議会答申第18号
で「京急空港線と東急多摩川線を短絡す
る路線の新設」として答申され、2016年
4月の「交通政策審議会答申第198号」に
おいては、空港アクセスの向上に資する
プロジェクトとして位置付けられた 

東急線沿線地域から、国際化する羽田空港 
へのアクセス強化 

概 要 

効 果 

オリンピック
スタジアム 

羽田空港 

渋谷駅周辺 
再開発 

MM21地区 

羽田空港方面 

蒲 田 
新横浜 渋 谷 東横線経由 

約11分 短縮 

41分   30分 ▼
 

東海道新幹線 
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Tokyu Corporation    

安全対策のさらなる推進 
■ ホームにおける対策 

 東　横　線 21 18 3

 田園都市線 27 17 10

 大 井 町 線 16 10 6

計 64 45 19

 目　黒　線 13 13 -

 池　上　線※ 15 15 -

 東急多摩川線※ 7 7 -

計 35 35 -

99 80 19

※センサー付き固定式ホーム柵

合計

設置済
駅数

整
備
中

整
備
済
み

総駅数線別
2019年度

設置
予定数

■ 踏切における対策 
ホームドア等の設置（2019年度に設置完了） 2021年度を目標に3D式障害物検知装置をすべての踏切に設置 

■ 車内における対策 
 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて全車両へ
車内防犯カメラを設置  

・2015年度より設置開始 
 
・2018年度末時点の設置率は36% 

・2013年度より設置開始 
 
・2018年度末時点の設置率は55% 
 （田園都市線は踏切なし） 
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Tokyu Corporation    

利便性・快適性向上 
■ 大井町線有料座席指定サービス 
 「Ｑ ＳＥＡＴ」 

・大井町線を利用して田園都市線方面に 
 帰宅する際の着席ニーズへの対応 
 
・平日夜、5本／日、400円／席 
 
・45席／編成 
 
 

【サービス区間】 

 
 

 
 

 

 

車内無料Wi-Fi 

コンセント 

カップホルダー 
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Tokyu Corporation    

空港経営への戦略的参画による事業の成長実現 

◆各空港運営事業による収益 
   ＋ 
◆空港事業を足掛かりとしたグループ事業への展開 
 （首都圏に加え、「東北」「静岡・伊豆」「北海道」等） 
   ＋ 
◆空港を中心としたコンセッション案件への関与 
 （事業支援等、グローバル・インフラ・マネジメント（株）） 

北海道 
７空港 

富士山 
静岡空港 

運営開始 

検討中 

運営開始 
仙台空港 

参入意義 
各地域における事業拠点を構築し、 
関連するグループ事業を含めた成長を目指す 

仙台空港 

事  業  方  式 新たに設立するSPCによる事業運営 
（当社にとって連結子会社） 

事  業  期  間 30年間（さらに30年以内の延長オプション有） 
2016年7月に空港運営事業開始 

コンソーシアム 
構  成  企  業 

東急電鉄（代表企業）、東急不動産、東急エージェンシー、 
東急コミュニティー、東急建設、前田建設工業、豊田通商 

日本における国管理空港 民間委託第１号案件 
空  港  概  要 
【空港概要】(2018年度実績) 
 年間乗降客数  361万人 
  うち国内線  330万人 
  うち国際線  31万人 

・旅客数全国10位、東北最大の空港 
・仙台駅より空港アクセス鉄道で17分 
・仙台⇔東京 約90分（新幹線） 

富士山静岡空港 

事  業  方  式 富士山静岡空港（株）の株式を取得し、同社をSPCとする 
（当社にとって持分法適用関連会社） 

事  業  期  間 20年間 
2019年4月 空港運営事業開始 

コンソーシアム 
構  成  企  業 三菱地所（代表企業）、東急電鉄 

当社が参画する空港運営２件目 
空  港  概  要 
【空港概要】(2018年度実績) 
 年間乗降客数 71万人 
  うち国内線 42万人 
  うち国際線 29万人 

・日本屈指の観光地である富士山に 
 最も近い空港 
・国際線の利用者割合が高い 
・富士山静岡空港⇔東京 約３時間 
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Tokyu Corporation  

16 31 
115 

295 330 

435 

2015 

実績 

2018 

実績 

2044 

30年目 

国内線 

国際線 

311万人 
361万人 

550万人 

29 41 
69 

42 
59 

66 

2018 

実績 

2023 

5年目 

2038 

20年目 

国内線 

国際線 

71万人 

101万人 

135万人 

仙台国際空港と富士山静岡空港の最新情報 

2019年2月にリニューアルしたフードコート 

富士山静岡空港 旅客数目標 仙台国際空港 旅客数目標 

2018年10月新旅客搭乗施設ピア棟供用開始 
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Tokyu Corporation    

日本初の郊外型MaaS実証実験 
＜実証実験の概念＞ 移動ニーズの多様化に合わせたモビリティ実験 ～多様な移動の選択肢の提供～ 

＜実験概要＞ 
期 間：2019年1月～3月 
対 象：実験趣旨に賛同した 
    地域住民から募集 

エリア：田園都市線たまプラーザ駅 北側地区 
（選定理由）・起伏に富んだ郊外住宅街の象徴的エリア 
      ・世代郊外まちづくりＰＪの一環としての位置づけ 

都心 

住宅街 

駅 

④カーシェアリング 
（マンション内限定） 

①ハイグレード通勤バス 

②オンデマンドバス ③パーソナルモビリティ 
坂道や狭い道の多い住宅街でも気軽に 
街を回遊できるモビリティサービス 

スマートフォンによる乗車予約システムを 
通じた、利用者ニーズに応じた移動サービス 

Wi-Fi搭載のハイグレードバスによる 
快適な通勤サービス 

マンションの住民同士が車を
貸し出し、利用するサービス 

公共施設 
学校・病院 
商店街など 

商業施設 
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宿泊施設 

２次交通予約決済アプリ 

観光施設 

駅  

日本初の観光型MaaS実証実験 
＜観光型MaaSが目指すイメージ＞ 国内外観光客の利便性向上と地域活性化 

＜実験概要＞ 
期 間：2019年4～6月、9～11月 
    （計6か月間） 
エリア：東伊豆および中伊豆エリア 
料 金：デジタルフリーパス(2日間有効) 
 ① Izukoイースト：3,700円 
 ② Izukoワイド   ：4,300円 
観 光：観光施設入場券(6施設) 
 小室山リフト、ぐらんぱる公園 
 下田港内めぐり、下田海中水族館 等 
その他：デジタルマップ  
 飲食施設や携帯充電箇所などの情報を 
 多言語で記載し、快適な伊豆旅を支援 

＜期待される効果＞ 
・シームレスな移動実現による周遊促進と地域活性化 
・観光拠点の抱える課題解決（交通・観光事業などの 
 最適化、キャッシュレスや多言語対応など） 
・新たな顧客体験価値の提供 

路線バス   レンタカー   オンデマンド 
交通  

レンタ 
サイクル  

(専用アプリ) 
アプリ名：Izuko 

二か国語対応（日、英） 
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