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Tokyu Corporation    

2018年3月31日現在

施  設  名 客室数 施  設  名 客室数 施  設  名 客室数 施  設  名 客室数
 ザ・キャピトルホテル 東急 251  札幌エクセルホテル東急 382  札幌東急REIホテル 575  ヴィアーレ大阪 36
 セルリアンタワー東急ホテル 410  赤坂エクセルホテル東急 487  新橋愛宕山東急REIホテル 431  アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート 635
 横浜ベイホテル東急 480  渋谷エクセルホテル東急 408  渋谷東急REIホテル 225  アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート 524
 裏磐梯グランデコ東急ホテル※1 103  二子玉川エクセルホテル東急 106  大森東急REIホテル 197  台北アンバサダーホテル 400
 白馬東急ホテル 102  羽田エクセルホテル東急 386  吉祥寺東急REIホテル 234  高雄アンバサダーホテル 451
 蓼科東急ホテル※1 78  富山エクセルホテル東急 210  長野東急REIホテル※2 143  新竹アンバサダーホテル 257
 伊豆今井浜東急ホテル 134  松江エクセルホテル東急 163  上田東急REIホテル※1 133 計 ６店舗 2,303
 下田東急ホテル 112  博多エクセルホテル東急 308  名古屋栄東急REIホテル 297
 金沢東急ホテル 232 計 ８店舗 2,450  新大阪江坂東急REIホテル 363
 名古屋東急ホテル 564  大阪東急REIホテル 402
 京都東急ホテル 408  神戸三宮東急REIホテル 235

 神戸元町東急REIホテル 191
 広島東急REIホテル※1 239

 宮古島東急ホテル＆リゾーツ 246  徳島東急REIホテル※1 138
計 １３店舗 3,718  高松東急REIホテル 191

 松山東急REIホテル 245
 博多東急REIホテル 204
 熊本東急REIホテル※1 140
 鹿児島東急REIホテル 190 　東急ホテルズ※　 ４1店舗 11,156
 那覇東急REIホテル 215 　パートナーホテル　 6店舗 2,303

計 ２０店舗 4,988 　合　計　　　　　 ４７店舗 13,459
※フランチャイズ店舗・マネジメントコントラクト店舗含む

東急ホテル エクセルホテル東急 東急REIホテル パートナーホテル

 ザ パーク フロント ホテル アット

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™※2
598

※1 フランチャイズ店舗  ※2 マネジメントコントラクト店舗

※1 フランチャイズ店舗  ※2 マネジメントコントラクト店舗

ゴルフ場
施  設  名 客室数

 東急バケーションズ札幌 3
 東急バケーションズ那須 8
 東急バケーションズ軽井沢 30
 東急バケーションズ蓼科 31
 東急バケーションズ金沢 6
 東急バケーションズ東京二子玉川 2
 東急バケーションズ山中湖 6
 東急バケーションズ箱根強羅 30
 東急バケーションズ熱海 8
 東急バケーションズ伊豆高原 26
 東急バケーションズ伊豆今井浜 5
 東急バケーションズ京都 21
 東急バケーションズスタイルセレクト京都洛龍菴※ 2
 東急バケーションズ沖縄 3
 東急バケーションズ宮古島 2

計　１5店舗 183
※3月31日時点プレ営業。4月25日正式開業

 ファイブハンドレッドクラブ

タイムシェアリゾート
施  設  名

 東急セブンハンドレッドクラブ

 グランドオークプレーヤーズコース
 エメラルドコーストゴルフリンクス
 スリーハンドレッドクラブ

計 ６施設

 東急グランドオークゴルフクラブ

ホテル・リゾート施設一覧 

セルリアンタワー東急ホテル 
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Tokyu Corporation    

・2018年5月1日 開業 
・ザ パーク フロント ホテル アット ユニ  
 バーサル・スタジオ・ジャパン™に続き  
 東京・大阪の２大テーマパークエリアに 
 大型ホテルを展開 
・全客室から東京湾のベイビューを臨む 
 アーバンリゾート 
 ホテル 
・客室数：638室 

（仮称）大阪エクセルホテル東急 

 
東京ベイ東急ホテル 

ロビー（イ
メージ） 

（仮称）横浜みなとみらい 
 東急REIホテル 

川崎キングスカイフロント 
東急REIホテル 

渋谷ストリーム 
エクセルホテル東急 
・2018年秋 開業予定 
・渋谷ストリーム内に出店 
・国内外から訪れる高感度なお客様へ 
 新しい“渋谷カルチャー”を発信する 
 デザインホテル 
・4Fロビーはカジュアルで賑わいの 
 溢れる交流の 
 ハブを目指す 
・客室数：177室 

2018年開業 

2019年以降開業予定 

・2018年6月1日 開業予定 
・ライフサイエンス企業が集積する 
 羽田空港対岸の国際戦略拠点 
 「キングスカイフロント」に出店 
・廃プラ由来の低炭素水素を電気や熱 
 など約3割のエネルギーとして活用 
 する世界初のホテル 
・客室数：186室 

東急ホテルズ 新規出店・リニューアル 

三島駅南口西街区計画 

・2019年冬 開業予定 
・日本初の寺院山門上のホテル 
 として出店 
・客室数： 
 約360室(予定) 

・2020年春 開業予定 
・ライブハウス型ホール「(仮称)KT 
  Zepp Yokohama」 
 との複合施設に出店 
・客室数： 
 約230室(予定) 

・2020年 開業予定 
・国内外のお客様に人気の富士山を望み、 
 箱根・伊豆観光の 
 拠点の三島に出店 
・客室数： 
 約200室(予定) 
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Tokyu Corporation  

インバウンドの取り組み 

全国的な誘客強化 
訪日外国人向け観光情報サービス 

「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」 

・鉄道会社・航空会社・空港など37社局がアライアンス参画 
・観光地、飲食店、ショッピングなどの正確かつ詳細な情報を 
 リアルタイムに提供 
・訪日外国人の利便性を追求したワンストップ観光情報サイト 
 

東急 東京メトロ渋谷駅観光案内所 

・観光案内、交通案内 
・地図・ガイドブックの提供 
 
 

渋谷ちかみち総合インフォメーション 
 ・観光案内、交通案内 
 ・地図・ガイドブックの提供 
 ・手荷物一時預かり 
 ・乗車券販売（Greater Tokyo Pass等） 
 ・ツアー旅行手配 

外国人観光客向けサービスの強化 

その他の取り組み 
・7言語対応の券売機を設置（一部の駅を除く東急線各駅） 

・訪日外国人向け多言語通訳サービスを導入（一部の駅を除く東急線各駅） 

・駅係員向け英語教育やおもてなしボードを導入 
・海外で開催される旅行博での沿線ＰＲ 
・株式会社Huber.と連携した沿線誘客施策の実施 
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