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生活サービス事業 概要

不動産事業交通事業

インターネットケーブルテレビ 電話

でんき＆ガス

ホームセキュリティ・シニアセキュリティ

家ナカサービス 街なかの店舗・サービス

スマートホーム

百貨店 スーパーマーケット

スポーツ・カルチャースクール

東急ベル

生活サービス事業

ポイント・クレジットカード 屋外・交通広告

シネマコンプレックス

沿線価値・生活価値の螺旋的向上

学童保育・未就学児保育ショッピングセンター

スマートフォン決済ソリューション



35

東急線沿線の主な商業施設

渋谷

蒲田

横浜

●渋谷
・東急百貨店本店
・渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）
・SHIBUYA 109
・MAGNET by SHIBUYA109
・渋谷マークシティ
・渋谷ヒカリエ“ShinQs”（東急百貨店）
・cocoti（ココチ）
・渋谷キャスト
・渋谷ストリーム
・渋谷ブリッジ

●五反田
・レミィ五反田

※4/24「五反田東急スクエア」に名称変更
・池上線五反田高架下

●自由が丘
・フレル・ウィズ自由が丘
・Trainchi（トレインチ）自由が丘
・エトモ自由が丘

●田園調布
・東急スクエアガーデンサイト

●武蔵小杉
・武蔵小杉東急スクエア
・武蔵小杉駅南口高架下
・東横線新丸子駅～武蔵小杉駅間高架下

●みなとみらい
・みなとみらい東急スクエア

●鷺沼
・フレルさぎ沼

●青葉台
・青葉台東急スクエア

●センター南
・港北TOKYU S.C.
・VeLeV

●たまプラーザ
・たまプラーザテラス
・東急百貨店たまプラーザ店

●江田
・エトモ江田

●あざみ野
・あざみ野ガーデンズ
・あざみ野 三規庭
・エトモあざみ野

●町田
・町田東急ツインズ
・レミィ町田

●鵜の木
・エトモ鵜の木

●代官山
・ログロード代官山

2020年4月1日現在

●大井町
・エトモ大井町

●中央林間
・エトモ中央林間
・中央林間東急スクエア

●中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学
・中目黒高架下
・GAKUDAI KOUKASHITA
・都立大学駅高架下
・エトモ祐天寺

●武蔵小山
・エトモ武蔵小山

●市が尾
・エトモ市が尾

●長津田
・エトモ長津田

：東急線
：みなとみらい線
：新幹線
：その他鉄道

：東急ストア

：ショッピングセンター（SC）

：エトモ（駅直結商業施設）

：東急百貨店

：高架下商業施設
：その他商業施設

：東急フードショー他

武蔵小杉

あざみ野

長津田

自由が丘

●溝の口
・エトモ溝の口

●綱島
・エトモ綱島

●南町田
・南町田グランベリーパーク ●日吉

・日吉東急アベニュー

●二子玉川
・二子玉川ライズ・

ショッピング
センター

中央林間 菊名

大井町
二子玉川

地図：MarketAnalyzer（技研商事インターナショナル株式会社）
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街なかの店舗・サービス①
2020年3月31日現在

東急フードショーエッジ 東急ストアフードステーションミニ
二子玉川駅構内店

南町田グランベリーパーク

百貨店（東急百貨店）
・2019年11月、渋谷スクランブル

スクエアにファッション、ビュー
ティー、フードなどの新業態
「+Ｑ」、「428-224」、「東急
フードショーエッジ」を出店

・南町田グランベリーパークには
コスメ専門店の2号店となる
「ShinQsビューティーパレット」
を出店

国内 7店舗、海外 1店舗

スーパー（東急ストア）
・2019年11月、二子玉川駅改札内

に新業態「東急ストアフードステ
ーションミニ二子玉川駅構内店」
を出店

東急ストア 71店舗
フードステーション 6店舗
プレッセほか 8店舗

（店舗数：2020年2月29日現在）

※フードステーションは「安全、安心、健康」
「利便性」にこだわった小型店

※プレッセは、ワンランクアップの品揃えと
サービスを提案する食の専門館

ショッピングセンター
（東急モールズデベロップメント、

SHIBUYA109エンタテイメント）

・2019年11月、南町田グランベリー
パークが、新しい駅、商業施設、
公園とともに「まちびらき」

・郊外型（たまプラーザテラス）、都
市型（みなとみらい東急スクエア）、
駅直結型（エトモ）など、各駅の特
色にあわせた駅と街とつなぐコミュ
ニティ型商業施設を展開

国内 33施設、海外 1施設
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街なかの店舗・サービス②

保育（学童、未就学児）
（東急キッズベースキャンプ）
・民間学童保育を沿線を中心に

展開
・自治体からの委託で児童館、

放課後児童クラブなども運営
・企業主導型保育園を沿線で展開

学童保育 23施設
公設受託 23施設
未就学児保育 4施設

シネマコンプレックス
（東急レクリエーション）

・全国各地に「109シネマズ」
ブランドのシネマコンプレ
ックスを展開

・各種映画祭の企画・運営・
受託

二子玉川、港北など19施設

カルチャースクール
（東急セミナーBE）

・利便性の高い駅隣接のカル
チャースクールを5校運営
（二子玉川、自由が丘、雪が谷、

青葉台、たまプラーザ）

会員数 約10,000人
(2020年2月29日時点)

※2020年９月28日全校閉校予定

ShinQs（シンクス）

スポーツ施設
（東急スポーツシステム）

・フィットネスクラブ「アトリ
オドゥーエ」をはじめスイミ
ング、ゴルフ、テニス、フッ
トボールスクールなどを運営

フィットネス ６施設
その他 15施設

2020年3月31日現在

旅行代理店
（東急トラベルサロン）

・沿線の駅近、駅ナカで東急(株)
が直営するJTBブランドの旅行
代理店を展開

・各種ギフト券（JTBギフト券や
旅行券）も販売

二子玉川駅、自由が丘駅など
13店舗

駅ナカ店舗
（東急ステーションリテールサービス、
東急グルメフロントほか）

東急線の駅構内で様々な店舗を
運営

LAWSON+toks 39店舗
しぶそば（駅そば） 13店舗
など
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家ナカサービス

警備、セキュリティ
（東急セキュリティ）

・沿線の住宅や商業施設、各駅に
セキュリティサービスを提供

・お子様が東急線各駅や東急バス乗車、
学校の校門等を通過した際に通知する
子ども見守りサービスも提供

住宅向けセキュリティ 約79,000件
子ども見守りサービス 約66,000件

2020年3月31日現在

ケーブルテレビ
（イッツ・コミュニケーションズ）

・多チャンネル放送、インターネット
接続、電話サービスなど地域の情報
インフラを提供

・行政と連携した自治体情報や防災情
報の発信を通して地域社会に貢献

接続世帯数 テレビ 約95万世帯
インターネット 約28万世帯

電話 約20万世帯

でんき＆ガス
（東急パワーサプライ）

・一般家庭向けのでんき・ガス小売り
サービスを提供

・電力需要が高まる夏期に、おでかけに
よるクールシェアキャンペーンを開催
し、楽しくおトクな省エネを提案する
など、生活者視点のエネルギーと暮ら
しの新たな体験を続々提供

でんきサービス申込件数 約23万世帯
ガスサービス 申込件数 約12万世帯

ホーム・コンビニエンス
（東急(株)）

・東急ベルとして、食品や日用品の
お届け、ハウスクリーニングや家
事代行など沿線居住者の「家ナカ」
をもっと便利に快適にするサービ
スを提供

東急ストアネットスーパーなどの
ECサービス 3種類
家ナカサービス 62種類
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生活サービス事業の組み合わせによる付加価値創出

TOKYU POINT
（東急(株)、東急カード）

・日常生活でTOKYU POINT
が貯まるクレジットカード
「TOKYU CARD」を発行

・ポイントは買い物のほか、
東急線の駅券売機でPASMO
にチャージすることができ
る

ポイント会員数 約251万会員

TOKYU ROYAL CLUB
（東急(株)）

・東急グループの商品、サー
ビス、施設の利用状況によ
って3つのメンバーステージ
に招待し、特別な優待等の
多彩なメニューを提供

・メンバーズマガジン「Fino」
には特別な体験やグッズプ
レゼントを毎月提供

会員数 約6万会員

スマートフォン決済 .pay
（東急(株)）

・「.pay（ドットペイ）」は
リテール施設等の販促アプ
リに決済、マーケティング
機能を搭載するサービス

・非接触の決済シーンを提供し、
顧客との接点を強化すること
に貢献

・株式会社NTTデータと共同
によるサービス提供

2020年3月31日現在
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ケーブルテレビ事業各社にて東急でんき＆ガスの
サービスを展開。

・ケーブルテレビ各社は、東急パワーサプライの
販売代理店

・東急パワーサプライは、東急沿線外
でも代理店を展開し、現在ケーブル
テレビ事業者の代理店は沿線4業者
を含む全11事業者

ケーブル事業を中心とした家ナカサービス

全国

イッツコム、ケーブルテレビ品川
横浜ケーブルビジョン、YOUテレビ

伊豆急ケーブルネットワーク

イッツコム
ケーブルテレビ品川

横浜ケーブルビジョン
YOUテレビ

イッツコム
ケーブルテレビ品川

横浜ケーブルビジョン
YOUテレビ

主に東急線沿線

ガス電話インターネットテレビ モバイル ホームIoT

図、数字：TR・AMSにて作成 地図：Copyright 国際航業-住友電工

イッツ・
コミュニケーションズ

横浜ケーブル
ビジョン

YOUテレビ

ケーブル
テレビ品川

元町･中華街

中央林間

蒲田

たまプラーザ

青葉台

武蔵小杉

二子玉川
大井町

自由が丘

10km

20km

30km

川崎

羽田空港

東京

渋谷

イッツ・コミュニケーションズ
サービス地域世帯数：約140万世帯

横浜ケーブルビジョン

ＹＯＵテレビ

ケーブルテレビ品川

東急線

みなとみらい線

新幹線

その他のＪＲ線、私鉄線

東急線、みなとみらい線
新幹線
その他のＪＲ線、私鉄線

サービス地域世帯数：約23万世帯

サービス地域世帯数：約57万世帯

サービス地域世帯数：約29万世帯

2020年3月31日現在図、数字：TR・AMSにて作成 地図：Copyright 国際航業-住友電工

※一部対象外のエリアを含む。一部エリアでは複数の事業エリアが重複
している
※横浜ケーブルビジョン、YOUテレビは関連会社

電気

※伊豆急ケーブルネットワーク
サービス地域世帯数：約5万世帯
サービス地域：神奈川県湯河原町、静岡県熱海市、伊東市、東伊豆町の一部
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交通広告･屋外広告媒体

スクランブル交差点をジャックしたインパクトある訴求
・2019年1月、スクランブル交差点前で大型屋外ビジョン

「渋谷駅前ビジョン」を運営開始
（TOKYU OOHとしては渋谷で2基目）

・Q FRONT壁面の「Q’S EYE」と「DHC Channel」
「グリコビジョン」「109フォーラムビジョン」を合わ
せた5面のシンクロ放映が可能（下写真の赤枠）

東急線沿線や東急バスの交通広告媒体、東急線沿線フリーマガジン「SALUS」、国内有数の
屋外広告集積地である渋谷駅周辺の屋外広告媒体を「TOKYU OOH」として展開・販売。

渋谷の情報発信力を高める取り組み

渋谷駅全体をジャックした広告掲出
・2019年4月、OOH用としては世界最大

サイズのCOB型LEDビジョン
「ビッグサイネージプレミアム」を運営開始

・隣接する媒体と同時に放映することで
駅全体をジャックした掲出が可能

←渋谷駅前ビジョン

※COB型：LED発光チップを集積して基板にパッケージした
LEDパネル「Chip On Board」
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