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生活サービス事業の概要（街なかのサービス）
2021年3月31日現在

サービス 会社名 概要

百貨店 東急百貨店 ・渋谷地区や東急線沿線を中心に百貨店をはじめ小型専門店等を展開

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 等 ・東急線沿線を中心に多様な商業施設を運営

スーパー 東急ストア ・東急線沿線を中心にスーパーマーケットを展開

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

学童・未就学児保育 東急キッズベースキャンプ ・民間学童保育・未就学児保育を沿線中心に展開
・自治体からの委託で児童館、放課後児童クラブなどを展開

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

旅行代理店
（東急トラベルサロン） 東急㈱ ・東急線沿線の駅近、駅ナカでJTBブランドの旅行代理店を展開

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 ・東急線の駅構内で様々な店舗を運営

交通広告・屋外広告 東急㈱、東急エージェンシー ・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
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主な商業施設・サービス施設一覧➀
2021年4月1日現在

■百貨店（東急百貨店） ■高架下商業施設
施設名 施設名 施設名

渋谷・本店 渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟） 五反田東急スクエア 中目黒高架下
吉祥寺店 SHIBUYA109 東急スクエア ガーデンサイト GAKUDAI KOUKASHITA
たまプラーザ店 MAGNET by SHIBUYA109 中央林間東急スクエア 都立大学駅高架下
さっぽろ店 渋谷マークシティ 静岡東急スクエア 武蔵小杉駅南口高架下
渋谷ヒカリエ ShinQs 渋谷ヒカリエ 香林坊東急スクエア 東横線新丸子駅～武蔵小杉駅間高架下
ながの東急百貨店 渋谷キャスト レミィ町田 池上線五反田高架下

渋谷ストリーム 町田東急ツインズ
■スーパーマーケット（東急ストア） 渋谷ブリッジ あざみ野ガーデンズ ■駅ナカ店舗他

二子玉川ライズ・ショッピングセンター あざみ野 三規庭  （東急ｽﾃｰｼｮﾝﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ、東急ｸﾞﾙﾒﾌﾛﾝﾄ）
東急ストア 74店舗 たまプラーザ テラス トレインチ自由が丘 店舗名
フードステーション 8店舗 グランベリーパーク cocoti（ココチ） toks
プレッセ他 5店舗 港北 TOKYU S.C. フレルさぎ沼 LAWSON+toks

青葉台東急スクエア フレル・ウィズ自由が丘 しぶそば
武蔵小杉東急スクエア 日吉東急アベニュー NICOTAMA DAYS CAFÉ
みなとみらい東急スクエア TWG Tea

施設名 施設名
エトモあざみ野 エトモ大井町
エトモ江田 エトモ鵜の木
エトモ市が尾 エトモ武蔵小山
エトモ⾧津田 エトモ溝の口
エトモ中央林間 エトモ綱島
エトモ祐天寺 エトモ池上
エトモ自由が丘

施設名

施設名

■駅構内/駅近接施設（東急モールズデベロップメント）

■商業施設（当社、東急モールズデベロップメント、SHIBUYA109エンタテイメント 等）
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2021年4月1日現在
主な商業施設・サービス施設一覧②

■シネマコンプレックス（東急レクリエーション） ■学童保育（東急キッズベースキャンプ） ■フィットネスクラブ（東急スポーツシステム）

施設名 施設名
109シネマズ富谷 KBC三軒茶屋
109シネマズ木場 KBC桜新町
109シネマズ二子玉川 KBC用賀
109シネマズグランベリーパーク KBC五反田・大崎
109シネマズ港北 KBC大井町
109シネマズ川崎 KBC雪が谷
109シネマズ湘南 KBC下丸子

109シネマズ菖蒲 KBC溝の口

109シネマズ佐野 KBC宮前平
109シネマズ高崎 KBC武蔵小杉東急スクエア ■その他スポーツ施設（東急スポーツシステム）
109シネマズ名古屋 KBC武蔵小杉・元住吉
109シネマズ明和 KBCたまプラーザテラス 東急スイミングスクールたまがわ
109シネマズ四日市 KBC青葉台 東急スイミングスクールたまプラーザ
109シネマズ箕面 KBC日吉 東急スイミングスクールあざみ野
109シネマズ大阪エキスポシティ KBC大倉山 東急あざみ野ゴルフガーデン
109シネマズHAT神戸 KBC豊洲・東雲 スイング碑文谷

109シネマズ広島 KBC新丸子 東急ゴルフパークたまがわ

109シネマズ佐賀 KBCα都立大学 東急ゴルフスクール武蔵小杉
ムービル KBCαたまプラーザ

KBCα二子玉川 ■高齢者向け住宅事業等（東急ウェルネス）
KBCα池上 施設名
KBC∞二子玉川 東急ウェリナ 2施設 232（客室）
KBC∞武蔵小杉 東急ウェリナケア 3施設 189（客室）

オハナ 10施設 344（定員）

■未就学児保育（東急キッズベースキャンプ）
施設名

KBCほいくえん大井町
KBCほいくえん祐天寺
KBCほいくえん駒沢
KBCほいくえん南町田
KBCほいくえん南町田ALIVE

アトリオライト白楽

アトリオライトエトモ池上

施設名

アトリオドゥーエ碑文谷
アトリオドゥーエたまプラーザ
アトリオドゥーエ青葉台

施設名

アトリオドゥーエ武蔵小山
アトリオドゥーエ二子玉川
アトリオライトたまプラーザ
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生活サービス事業の概要（家ナカ・その他のサービス）
2021年3月31日現在

サービス 会社名 概要 利用者数等

ケーブルテレビ イッツ・コミュニケーションズ、
ケーブルテレビ品川

・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115万世帯

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
・家庭向けのでんき・ガス小売りサービス、東急グループのさまざまな生活サービスとの

連携で、おトクでスマートな新しい生活体験を提供
・世田谷線の再エネ100%運行支援やEV応援プランなど、環境対応を推進

でんきサービス 約20万世帯
ガスサービス 約13万世帯

ホーム・コンビニエンス 東急㈱ ・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

ECサービス 3種類
家ナカサービス 62種類

警備・セキュリティ 東急セキュリティ
・東急線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7.9万件

子ども見守りサービス
約8万件

TOKYU POINT 東急㈱、東急カード ・日常生活でTOKYU POINTがたまるクレジットカード「TOKYU CARD」を発行
・ポイントは買い物の他、東急線の駅券売機でPASMOにチャージ可能

ポイント会員数
251万会員

TOKYU
ROYAL CLUB 東急㈱

・東急グループの商品、サービス、施設の利用状況に応じて4つのメンバーステージに
招待し、優待やイベント、プレゼント等の多彩なメニューを提供

・メンバーズマガジン「Fino」では上質な生活をコンセプトに様々な情報を毎月提供

会員数
約6.6万会員



29

生活サービス事業の概要（近年の主な取り組み）

楽天グループ㈱と共同出資で「楽天東急プランニング株式会社」設立
東急ラヴィエール㈱
2021年事業開始

ICT事業の強化
- 5G基地局シェアリング事業への参画
- メッシュWi-Fi、FTTHによる競争力向上

渋谷東急フードショーのリニューアルオープン

新たなライフスタイルに対応した事業・サービスへの進化

期待を超える買い物体験の提供

デジタルテクノロジーの活用


