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会社概要

会社名 東急株式会社（TOKYU CORPORATION）

設 立 1922年9月2日

事業内容 交通事業、不動産事業、生活サービス事業、ホテル・リゾート事業

株式上場 東京証券取引所 プライム市場（証券コード 9005）

従業員数 連結：24,364人
当社： 5,358人

資本金 1,217億円

総資産 24,791億円

2022年3月31日現在
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連結セグメント概要

交通事業

不動産事業

生活サービス事業

ホテル・リゾート事業

東急バス

仙台国際空港

東急電鉄鉄 軌 道

そ の 他

バ ス

ホ テ ル

そ の 他

東急ホテルズ

リテール 営業収益 3,308億円 営業利益 12億円

百 貨 店
ス ト ア
S C

営業利益 △39億円
営業収益 1,665億円

営業利益 66億円

営業収益 5,027億円

営業利益 452億円
営業収益 2,232億円

賃 貸

そ の 他

管 理

販 売

東急プロパティマネジメント

東急百貨店

東急ストア

東急モールズデベロップメント

ICT・メディア 営業収益 1,719億円 営業利益 53億円

17社

21社

28社

44社

41社
営業利益 △167億円

営業収益 435億円

※各セグメントに記載の数は子会社数
複数のセグメントに重複する子会社は、それぞれのセグメントにカウント

2022年3月31日現在

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ

広 告
イッツ・コミュニケーションズ

東急エージェンシー

東急レクリエーション 東急パワーサプライそ の 他
27社

2021年度
営業収益 8,791億円

（消去等 △569億円）

【子会社】 132社 【関連会社】 34社

当社

（億円）
右：2021年度
左：2020年度

2021年度
営業利益 315億円

（消去等 3億円）
右：2021年度
左：2020年度

（億円）

スリーハンドレッドクラブ
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東急線沿線地域について
東急線沿線地域（ 東急線の通る17市区と定義 ）

・面 積：492K㎡

・人 口：552万人（外国人含む）
536万人（日本人のみ）
ともに首都圏（１都３県）の15％
（住民基本台帳 2021年1月1日現在）

・１人あたり課税所得：全国平均の1.5倍
（令和2年度（2020年度）個人所得指標）

・世帯年収1000万円以上：34万世帯
首都圏１都３県の23％

（平成30年（2018年）住宅・土地統計調査）

・沿線消費支出規模：推定8兆4,275億円 ※

※ 東京都区部、横浜市、川崎市各々の「全世帯平均消費支出」（総務省「2021年家計調査年報」）に
沿線17市区各々の「世帯数」（総務省「住民基本台帳人口要覧」）を乗じて算出

東急多摩田園都市

横浜

元町･中華街

中央林間

こどもの国

⾧津田

蒲田

たまプラーザ

青葉台

日吉

武蔵小杉

二子玉川

溝の口

多摩川

大井町
自由が丘

三軒茶屋

下高井戸

大岡山

旗の台

10km20km

30km

40km

川崎

羽田空港

田園調布

南町田グランベリーパーク

新宿
東京

渋谷

五反田
目黒

中目黒

地図：Copyright 国際航業-住友電工

東急線（点線は開業予定）
みなとみらい線
相互直通運転の地下鉄線
ＪＲ山手線
新幹線
その他のＪＲ線、私鉄線

菊名

新横浜

新綱島

羽沢横浜国大

住んでみたい街ランキング 2021年
1位 恵比寿

2位 目黒

3位 吉祥寺

4位 自由が丘

5位 中目黒

6位 二子玉川

7位 代々木上原

8位 品川

9位 広尾

10位 横浜

MAJOR7 マンショントレンド調査
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東急線沿線の人口

出所：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（日本人のみ）」（2012～2013年は毎年3月31日時点、2014～2021年は毎年1月1日時点）

・2012年以降、5,090千人から、5,364千人へと増加している
・年少人口（0～14 歳）や生産年齢人口（15～64歳）が緩やかに増加している
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東京

渋谷

大井町

蒲田

横浜

中央林間

二子玉川

目黒

菊名

綱島

日吉

武蔵小杉

⾧津田

あざみ野

溝の口 自由が丘

三軒茶屋

新宿

吉祥寺立川

調布

新百合ヶ丘

町田

赤羽

武蔵浦和

所沢

上野

北千住

西船橋

松戸

柏

南流山

南越谷

舞浜

30km

10km

池袋

流山おおたかの森

川崎

登戸
多摩センター

北朝霞

浦和

八王子

橋本

新橋

品川五反田

元町中華街

府中

ふじみ野

稲毛

我孫子

新小岩

30km

東急線沿線の生産年齢人口増減

地図：MarketAnalyzer（技研商事インターナショナル株式会社） 生産年齢人口(外国人を含む）：住民基本台帳人口(総務省)

2011～2021年 生産年齢人口増減
： 10％以上
： 5%以上～10％未満
： 0%以上～ 5％未満

：▲5％以上～ 0％未満

：▲5％未満
減
少

増
加

2011年比で、川崎市中原区をはじめ、渋谷区、品川区、目黒区において生産年齢人口が増加している
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東急線沿線の状況（将来人口推計）

出所：国勢調査（2000～2020年）、国立社会保障・人口問題研究所（2018年推計）

・東急線沿線の総人口は2035年まで増加が見込まれ、全国や1都3県との比較において、人口減少の
ペースは緩やか

・沿線では、多摩田園都市で老齢人口比率が急速に上昇するなど、エリアにより異なる傾向がみられる

老齢人口比率の変化

* 多摩田園都市は、町田市、緑区、青葉区、
都筑区、高津区、宮前区、大和市の７市区計

更新済み

80

90

100

110

120

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

ピーク
2035年

東急線沿線の人口動態（総人口）

※2000年を100として比較
実線は実績、点線は2018年時点の予測値

東急線沿線17市区

1都3県

全国

2020年 ⇒  2045年

東急線沿線17市区 21% ⇒ 31％

多摩田園都市* 22% ⇒ 35％

他、沿線エリア計 20％ ⇒ 29%

（全国） （28% ⇒ 37%）

（1都3県） （25% ⇒ 34％）
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鉄軌道事業の概要

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
（東急新横浜線）
(2023年3月 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

南町田
グランベリーパーク

※駅数合計は路線の重複する駅を1駅として記載

線名 区間 営業キロ 駅数

東横線 渋谷～横浜 24.2km 21

目黒線 目黒～日吉 11.9km 13

田園都市線 渋谷～中央林間 31.5km 27

大井町線 大井町～溝の口 12.4km 16

池上線 五反田～蒲田 10.9km 15

東急多摩川線 多摩川～蒲田 5.6km 7

こどもの国線 ⾧津田～こどもの国 3.4km 3

世田谷線 三軒茶屋～下高井戸 5.0km 10

104.9km 97計

路線別データ 輸送人員推移

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

定期外 433,891 435,972 447,003 450,458 449,040 461,956 464,259 468,163 470,647 464,980 327,165 389,396

定期 628,699 629,392 642,485 666,175 667,269 686,613 698,764 710,496 718,669 722,283 478,618 507,606

合計 1,062,590 1,065,364 1,089,488 1,116,633 1,116,309 1,148,569 1,163,023 1,178,659 1,189,316 1,187,263 805,783 897,002

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000

輸送人員 推移（千人）
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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

渋 谷

自由が丘
多摩川

目黒
新横浜

横 浜

東横線
目黒線

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（東急新横浜線）
・日吉駅～羽沢横浜国大駅間に約10kmの連絡線を新設
・上記のうち日吉駅～新横浜駅間の路線名称：東急新横浜線概 要

・東急線沿線から新横浜（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 2023年3月 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羽田空港へのアクセス強化

概 要

効 果
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▼

新綱島

東海道新幹線

※駅名は、整備主体の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と営業主体の東急電鉄株式会社および相模鉄道株式会社が
都市鉄道等利便増進法に基づき神奈川県および横浜市に協議を行い、同意を得たうえで国の認定を受けて正式に決定します。

※ ※

新宿三丁目、

池袋 方面



11

鉄軌道事業の設備投資とその効果
高水準な設備投資により、安全性を追求・利便性を向上。

■安全性の追求・利便性の向上

・ホーム転落件数

■設備投資による効果

・運転事故件数

1位

大手民鉄16社で
トップレベルの安全性を維持

※少ない事業者順（2019年度・2020年度）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾙｰﾄ１ルート100％
(2ﾙｰﾄ目も複数駅で実施)

田園都市線新型車両の導入
旧型車両（8500系）との

置換完了（2022年度予定）

駅構内トイレの
多機能トイレ整備率100％

ホームドア、センサー付
固定式ホーム柵整備率

100％

東急電鉄所属車両への
車内防犯カメラ設置率100％

踏切障害物検知装置の
設置率100％

駅リニューアルの実施
池上駅（2020年度竣工）他

耐震補強等の自然災害対策

駅構内トイレの
多機能トイレ整備率100％

2014年度 2021年度
131件 7件➡

▲95%

目黒線の8両編成化
（2022年4月より順次）
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鉄軌道旅客運賃の改定
事業構造の変革など更なる経営努力を前提として、お客さまの負担を極力抑えた形で運賃改定を来春実施

認 可 内 容認 可 内 容

1円単位 10円単位 定期外計

改定率 13.6 11.5 13.5

通勤 通学 定期計

改定率 13.8 ー 12.1

■認可日：2022年4月8日

■実施時期：2023年3月（予定）

■改定率、増収率：改定率12.9％、増収率11.7％

■券種毎の改定率（値上げ率）
普通旅客運賃

初乗り運賃、世田谷線の値上げ額は10円程度
その他の区間は概ね改定率と同程度の値上げ
こどもの国線の運賃は据え置き

定期旅客運賃
通学定期の運賃は据え置き
通勤定期は普通旅客運賃に合わせて値上げ

（単位：％）

（単位：％）
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伊豆

MaaSの取り組み（日本最大規模の実証を実施）

観光型MaaS（Izuko）
（実証実験期間：2020年11月～2021年3月）

伊豆半島およびその周辺で
事業展開する主な企業
・伊豆急グループ
・東急ホテルズ
・富士山静岡空港 等

観光施設

路線バス レンタカーオンデマンド
交通

レンタ
サイクル

駅

二次交通

１つのサイトで旅に必要な
検索・予約・決済が可能

より自由で豊かな東急線沿線での働き方を実現するための
新たなサービス実験「DENTO」を実施

＜ねらい＞
①田園都市線在住の都心通勤者を主なターゲットとして、お客さまが

状況に応じた最適な移動手段と就労場所を選択できることによる、
コロナ禍で変容した移動や働き方のニーズ探索

②東急線の通勤定期券をお持ちのお客さまへの限定サービス提供に
よる定期券保有の新たな付加価値創造

沿線型MaaS（DENTO）
（実証実験期間： 2021年1月～2021年4月）

エリア別の実証実験や試験導入等を行うことにより、新たな知見を獲得しながら事業化に向け検討を進めている
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(関連会社)

空港運営事業の概要

会社名 運営開始 事業
期間 主要構成企業 2021年度旅客数

(※1)
目標旅客数

仙台国際空港㈱ 2016年7月 30年 当社、前田建設工業、
豊田通商 等 165万人 2044年度：550万人

(国内435万人、国際115万人)

富士山静岡空港㈱ 2019年4月 20年 三菱地所、当社 等 18万人 2038年度：135万人
(国内66万人、国際69万人)

北海道エアポート㈱ 2020年6月
より順次(※2)

30年 北海道空港、三菱地所、
当社、日本政策投資銀行 等

1,174万人
(7空港合計)

2049年度：4,584万人
(国内3,279万人、国際1,306万人)

広島国際空港㈱ 2021年7月 30年 三井不動産、当社、
広島銀行 等 97万人 2050年度：586万人

(国内350万人、国際236万人)

2020年 6月：新千歳空港運営事業開始
2020年10月：旭川空港運営事業開始
2021年 3月：稚内空港・釧路空港・函館空港・帯広空港・女満別空港運営事業開始

(※2)

仙台国際空港 旅客ターミナルビル 広島国際空港 旅客ターミナルビル

仙台国際空港

北海道エアポート

富士山静岡空港

(子会社)

（北海道７空港）
(※1) 新型コロナウイルス感染症の影響により国際線の実績が無いため国内線実績のみ

広島国際空港
(関連会社)



15

その他の交通事業の概要
バス事業

• PC､モバイル端末等や一部停留所
で、 バス車内混雑状況をリアルタイ
ムに提供するサービスの展開

■ 快適な移動サービスの実現

■ 輸送人員推移

■ 東急バス(株)事業概要
• 路線バス事業として、一般路線バスの他

に空港連絡バスや高速バス、観光バス、
契約輸送などの事業を展開

• 都心を中心に12箇所の営業所を運営

• 2021年度総走行キロは約3,500万キロ

地方交通事業
■ 沿線外の事業を通した地域貢献
・ コロナ禍に伴うリモートワークの定着等、沿線住民の行動変容により、

厳しい状況が続いているが、今後も事業を継続することで地域に
貢献していく

 伊豆急行

 上田電鉄

鉄道車両関連事業
■ 東急テクノシステム(株)
・鉄道車両用機器の修理再生、鉄道電気
工事（電車線・信号・駅設備・変電・
通信）など、鉄道事業の安全・安定運行
の一翼を担う

・伊豆観光列車「THE ROYAL EXPRESS」内装・配線工事

・総営業キロ：45.7km（伊東駅～伊豆急下田駅）
・輸送人員 ：2,700千人（2021年度）

・総営業キロ：11.6km（⾧野県上田市
上田駅～別所温泉駅）

・輸送人員 ：878千人（2021年度）

 じょうてつ
・北海道札幌市白石区東札幌に本社を置き、
バス事業や不動産事業等を行っている

※東急バス・東急トランセ合算
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不動産賃貸事業について

■不動産賃貸事業の業績推移

■賃貸等不動産の時価・簿価推移

2010年度以降、渋谷周辺の再開発や沿線開発を進め、不動産賃貸事業の拡充を進めてきた。
安定的なインカムを実現するとともに、質の高い不動産ストックを保有
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当社不動産賃貸事業 営業収益 当社不動産賃貸事業 営業利益
（億円）
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当社賃貸等不動産 簿価 当社賃貸等不動産 期末時価（億円）
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沿線の主要物件一覧

東急東急新横浜線
2023年3月開業予定
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主要賃貸物件一覧

南町田グランベリーパーク

二子玉川ライズ

※1 区分所有物件または他社との共有物件 ※2 当社連結ＳＰＣ物件 ※3 延床面積は他用途も含む物件全体合計

2022年3月31日現在

渋谷スクランブルスクエア東棟

物件名称 所在地 竣工 主な用途 延床面積
（㎡）

渋谷ヒカリエ ※1,※3 渋谷 2012年 オフィス、商業 144,500

渋谷ストリーム ※1,※3 渋谷 2018年 オフィス、商業、ホテル 119,500

渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）※1,※3 渋谷 2019年 オフィス、商業 181,800

南町田グランベリーパーク 南町田 2019年 商業 150,700

セルリアンタワー ※2,※3 渋谷 2001年 オフィス、ホテル 104,100

二子玉川ライズ ※1,※3 二子玉川 第1期：2010年
第2期：2015年 オフィス、商業、ホテル 293,100

東急キャピトルタワー ※3 永田町 2010年 オフィス、ホテル 87,400

クイーンズスクエア横浜 ※1,※3 みなとみらい 1997年 オフィス、商業、ホテル 496,300

青山オーバルビル ※1 渋谷 1988年 オフィス 28,600

たまプラーザテラス たまプラーザ 2010年 商業 180,900

渋谷キャスト ※1,※2,※3 渋谷 2017年 オフィス、商業 34,900

東急番町ビル ※1 市ヶ谷 2011年 オフィス 16,700

世田谷ビジネススクエア ※1,※2,※3 用賀 1993年 オフィス、商業 94,300

青葉台東急スクエア 青葉台 2000年 商業 53,900
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渋谷駅周辺の主な所有物件➀

地図：MarketAnalyzer（技研商事インターナショナル株式会社）、国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html ）

JR線

JR線

国道246号線

東京メトロ
副都心線

東京メトロ半蔵門線
東京メトロ銀座線

田園都市線

半径500m

東横線

2022年3月31日現在

●：東急(株)・連結子会社所有物件
●：東急REIT所有物件
●：計画物件

* 区分所有または他社との共有物件

明治通り

渋谷スクランブルスクエア

● ⑧東急渋谷駅前ビル
(MAGNET by SHIBUYA109)*

● ⑨渋谷住友信託ビル

● ④渋谷マークシティ*

● ⑤セルリアンタワー

● ③道玄坂共同ビル
(SHIBUYA109渋谷店)*

● ①Bunkamura
● ②東急百貨店本店 他*

● ㉞TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア
● ㉟QFRONT

● ㊱東急南平台町ビル
● ㊲東急桜丘町ビル

● ⑩渋谷キャスト*

● ㊸渋谷二丁目17地区*

● ⑪カレイド渋谷宮益坂
● ⑫TK渋谷東口ビル

● ⑬渋谷たくぎんビル*
● ⑭渋谷日永ビル
● ⑮渋谷協和ビル*
● ⑯藤和宮益坂ビル

● ⑱渋谷東口ビル*
● ⑲渋谷二丁目ビル*
● ⑳イースト渋谷ビル
● ㉑タキザワビル

● ㊴TOKYU REIT渋谷Rビル

● ㉒100BANCH
● ㉓渋谷桜丘町チェリーガーデン

● ⑰渋谷ヒカリエ*

● ㉔渋谷ブリッジ

● ㉕ログロード代官山● ⑥渋谷ストリーム*

● ㊳cocoti(ココチ)

● ㉖東急渋谷３丁目スタジオビル

● ㉘ヴェルドミール・S

● ㊶TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル

● ㉚第一ヒラゼンビル

● ㉛あいおいニッセイ同和損保渋谷ビル

● ㉝道玄坂ＴＲビル

● ㊵渋谷道玄坂スカイビル

● ㉙ベターホーム

● ㉗青山オーバルビル*

渋谷スクランブルスクエア
● ⑦第Ⅰ期（東棟）
● ㊷第Ⅱ期（中央棟、西棟）*

● ㉜東急渋谷一丁目ビル
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渋谷駅周辺の主な所有物件②
2022年3月31日現在

●：東急(株)・連結子会社所有物件 ●：東急REIT所有物件

●：計画物件

渋谷スクランブルスクエア 渋谷ストリーム

№ 物件名 竣工時期 延床面積（概算）
㊷ 渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期（中央棟、西棟） 2027年度予定 276,000㎡
㊸ 渋谷二丁目17地区 2024年度予定 44,500㎡

№ 物件名 竣工時期 延床面積（概算）
① Bunkamura 1989年 9月 31,900㎡
② 東急百貨店本店 他 1967年11月 65,900㎡
③ 道玄坂共同ビル(SHIBUYA109渋谷店) 1979年 3月 16,600㎡
④ 渋谷マークシティ 2000年 1月 138,600㎡
⑤ セルリアンタワー 2001年 3月 104,100㎡
⑥ 渋谷ストリーム 2018年 8月 119,500㎡
⑦ 渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟） 2019年8月 181,800㎡
⑧ 東急渋谷駅前ビル(MAGNET by SHIBUYA109) 1988年4月 11,200㎡
⑨ 渋谷住友信託ビル 1962年 6月 3,200㎡
⑩ 渋谷キャスト 2017年 4月 34,900㎡
⑪ カレイド渋谷宮益坂 1992年 1月 4,400㎡
⑫ TK渋谷東口ビル 1966年 2月 1,400㎡
⑬ 渋谷たくぎんビル 1983年 1月 4,800㎡
⑭ 渋谷日永ビル 1985年 4月 2,000㎡
⑮ 渋谷協和ビル 1980年 9月 8,500㎡
⑯ 藤和宮益坂ビル 1988年 2月 1,100㎡
⑰ 渋谷ヒカリエ 2012年 4月 144,500㎡
⑱ 渋谷東口ビル 1980年 10月 17,000㎡
⑲ 渋谷二丁目ビル 1971年 2月 1,700㎡
⑳ イースト渋谷ビル 1985年 3月 1,600㎡
㉑ タキザワビル 1982年 1月 1,100㎡
㉒ 100BANCH 1976年 9月 1,000㎡
㉓ 渋谷桜丘町チェリーガーデン 1981年 8月 3,300㎡
㉔ 渋谷ブリッジ 2018年 8月 5,600㎡
㉕ ログロード代官山 2015年 5月 1,800㎡
㉖ 東急渋谷３丁目スタジオビル 2020年 3月 1,900㎡
㉗ 青山オーバルビル 1988年10月 28,600㎡
㉘ ヴェルドミール・S 2005年 1月 1,100㎡
㉙ ベターホーム 1977年12月 1,600㎡
㉚ 第一ヒラゼンビル 1972年 5月 1,300㎡
㉛ あいおいニッセイ同和損保 渋谷ビル 1979年 1月 4,000㎡
㉜ 東急渋谷一丁目ビル 1983年11月 2,100㎡
㉝ 道玄坂ＴＲビル 2006年 3月 1,000㎡

№ 物件名 竣工時期 延床面積（概算）
㉞ TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 1998年 7月 1,500㎡
㉟ QFRONT 1999年10月 6,600㎡
㊱ 東急南平台町ビル 1992年 7月 7,000㎡
㊲ 東急桜丘町ビル 1987年 6月 6,500㎡
㊳ cocoti（ココチ） 2004年 9月 11,800㎡
㊴ TOKYU REIT渋谷Rビル 1990年 3月 7,200㎡
㊵ 渋谷道玄坂スカイビル 1988年 3月 5,600㎡
㊶ TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル 2008年 4月 2,500㎡
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0

2

4
当社 渋谷所在物件 空室率

東京都心5区 空室率

渋谷地区のオフィス賃貸の状況

※渋谷区空室率出典：三幸エステート「オフィスマーケット 空室率レポート」

（％）

渋谷地区のオフィス需要背景
■オフィス空室率推移 ■高い拠点性

・渋谷はクリエイティブ、エンターテイメント等のイメージを背景に、
IT企業、アパレル業界、エンタメ業界等の交流拠点、
人材採用拠点として高いブランド力を有する

■拡張移転のニーズ、新たなオフィス需要の取り込み
・コロナ禍を背景に業績好調なIT企業のオフィス拡張移転や、

新規移転ニーズを受け入れられるだけの駅近大型物件が開業

■ビジネスチャンス
・クリエイティブ産業が集う渋谷地区だからこそ、多種多様な

企業同士の交流から大きなチャンスに結び付きやすい
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消費者向け

サービス・販売
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金融・保険・不動産 4%

医療・ヘルスケア 3%

産業・エネルギー 1%

その他※

6%

IT企業の集積地として発展する渋谷地区

■東京23区のスタートアップ企業数 ■渋谷区のスタートアップ企業の
業種別特性（％） （社）

22/03
1.5%

※ 東京都心5区：千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区

（出典）経済センサス（平成28年）より作成 （出典）「スタートアップ・データベース（2019年12月2日時点）」（株式会社INITIAL）、「VC、CVC会員一覧 （2019年12月13日時点）」（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会）
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渋谷駅周辺における再開発の取り組み

渋谷区道玄坂二丁目 24番土地における開発計画

・L Catterton Real Estate(※)、
東急百貨店と共に推進

・2023年1月31日に
東急百貨店本店を営業終了(予定)

・2023年春以降に
建物解体工事に着手(予定)

渋谷二丁目17地区
第一種市街地再開発事業

敷地面積：約3,460㎡
延床面積：約44,560㎡

用途：事務所、店舗、
駐車場等

開業：2024年度上期(予定)

渋谷スクランブルスクエア

敷地面積：約15,300㎡
延床面積：約276,000㎡

用途：事務所、店舗、展望施設等
開業：第Ⅰ期 2019年11月

第Ⅱ期 2027年度(予定)

渋谷二丁目17地区 外観イメージ 渋谷スクランブルスクエア

渋谷二丁目17地区

現在の東急百貨店本店
※LVMHグループにより設立された不動産開発投資会社

渋谷駅周辺における再開発の取り組み状況
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今後の開発計画
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027～

新綱島駅前地区
第一種市街地再開発事業

渋谷二丁目17地区
第一種市街地再開発事業

渋谷スクランブルスクエア
第Ⅱ期（中央棟・西棟）

年
度

敷地面積：約4,600㎡
延床面積：約87,400㎡

階数：地上48階、
塔屋1階、地下5階

高さ：約225ｍ
用途：ホテル、劇場、映画館、

店舗、駐車場等
竣工：2023年1月

（予定）

敷地面積：約3,890㎡
延床面積：約37,560㎡

用途：共同住宅、
商業、業務施設、
公益施設、
駐車場等

開業：2023年10月
（予定）

敷地面積：約3,460㎡
延床面積：約44,560㎡

用途：事務所、店舗、
駐車場等

開業：2024年度上期
（予定）

東急歌舞伎町タワー

敷地面積：約15,300㎡
（第Ⅰ期含む）

延床面積：約276,000 ㎡
（第Ⅰ期含む）

用途：事務所、店舗、
展望施設等

開業：2027年度
(予定)

横浜駅きた西口鶴屋地区
第一種市街地再開発事業

敷地面積：約6,690㎡
延床面積：約79,330㎡

用途：共同住宅、
商業、ホテル、
サービスアパート
メント、駐車場等

開業：2024年度上期
（予定）

渋谷区道玄坂二丁目 24番
土地における開発計画

現在の東急百貨店本店

・L Catterton Real Estate(※)、
東急百貨店と共に推進

・2023年1月31日に東急
百貨店本店を営業終了
(予定)

・2023年春以降に
建物解体工事に着手
(予定)

※LVMHグループにより設立された不動産開発投資会社
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映画館

駐車場

店舗等

ホテル

劇場

東急歌舞伎町タワーの概要

施設名称：東急歌舞伎町タワー
敷地面積：約4,600㎡
延床面積：約87,400㎡

階数：地上48階、地下5階、
塔屋1階

高さ ：約225ｍ
用途：ホテル、劇場、映画館、

店舗、駐車場等
竣工：2023年1月（予定）
開業：2023年4月（予定）

■施設用途概要■計画概要

東急歌舞伎町タワー外観
（2022年3月時点）

ライブホール

■18～47F ホテル
【運営：㈱東急ホテルズ】

・39～47F 「BELLUSTAR TOKYO」
天空のラグジュアリーホテル 97室

・18～38F 「HOTEL GROOVE SHINJUKU」
エンターテインメント施設・

まちと繋がるホテル 538室

■9～10F 映画館
【運営：㈱東急レクリエーション】
「１０９シネマズプレミアム新宿」

・ 8スクリーン、総席数752席のプレミアムシアター

■6～8F 劇場 【運営：㈱TSTエンタテイメント】
「THEATER MILANO-Za」
・総席数約900席

■B1～B4 ライブホール
【運営： ㈱TSTエンタテイメント】
「Zepp Shinjuku (TOKYO)」
・キャパシティ：スタンディング約1,500名、

シーティング約500名

■グループ一体となったエンタメビジネスの強化

Zepp ブランドロゴ

ブランドロゴ

・ “好きを極める場”の創出
ホテル×エンターテインメントの複合施設という特性を
活かし、「見出す～育てる～羽ばたかせる」といった
新たな「好き」を生み出す商品企画に取り組む
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住宅関連事業
2022年3月31日現在

賃貸住宅事業不動産販売事業

スタイリオ妙蓮寺Ⅲ

住まいと暮らしに関するお悩みを
トータルサポートする無料相談窓口
『住まいと暮らしのコンシェルジュ』

・目黒店
・二子玉川ライズS.C.店
・鷺沼駅前店
・東急百貨店たまプラーザ店
・武蔵小杉東急スクエア店
・蒲田店
・エトモ大井町店
・南町田グランベリーパーク店

住まいと暮らしの相談窓口

住まいと暮らしのコンシェルジュ 目黒店

多様な暮らしのニーズに合わせて
4ブランドを展開

「スタイリオ」：駅近・高品質賃貸
「スタイリオフィット」：スタンダード賃貸
「スタイリオウィズ」：コミュニティ賃貸
「スタイリオⅩ」：コンセプト賃貸

主な物件
・スタイリオ妙蓮寺Ⅲ
・スタイリオウィズ上池台
計38施設 1,299室 計８店舗

「創造性」「居住性」「安全性」の
3軸から練磨を重ね、街づくりの
重要な一環として住まいをデザイン

「ドレッセ」シリーズ：分譲マンション
「ノイエ」シリーズ：分譲一戸建

主な販売中物件（2022年度）
・ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
・ドレッセタワー新綱島
・ドレッセタワー武蔵小杉
・ドレッセ横浜十日市場レジデンス
・ドレッセ青葉荏田北フロント
・ドレッセ港北ニュータウン中川

ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
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不動産販売事業の取り組み
資産回転型ビル事業の取り組み住宅販売における今後の主な事業計画

■リノベーション・バリューアップ
・ワークスタイル等の変容に対応した用途変更を行い売却

■賃貸マンション開発・一棟売却
・投資家需要に即した物件を開発・売却

■中規模オフィス等開発・売却
・オフィス需要を見極め、市場に適した用途での開発・売却

2022
引渡予定戸数 :

約290戸

2023
引渡予定戸数 :

約755戸

2024
引渡予定戸数 :

約540戸

年
度

ドレッセ青葉荏田北フロント
総戸数：50戸

ドレッセ横浜十日市場レジデンス
総戸数：61戸

ドレッセ港北ニュータウン中川
総戸数：62戸

全て2022年度竣工(予定)

ドレッセタワー新綱島

・総戸数：252戸
・竣工：2023年10月(予定)

ドレッセタワー武蔵小杉

・総戸数：160戸
・竣工：2024年5月(予定)

The YOKOHAMA 
FRONT TOWER

・総戸数：459戸
・竣工：2024年春(予定)

・オフィスビルリノベーション事業「the Folks BY IOQ」が
2022年2月開業

・オフィス全26区画と、1名から気軽に使える会員制コワーキング
スペースやオフィス契約者専用のラウンジなどで構成

ドレッセタワー南町田グランベリーパーク

・総戸数：375戸
・実質再生可能

エネルギー100％利用の
分譲タワーマンション

・竣工：2024年3月(予定)

※ 引渡予定戸数は、マンション・戸建・土地を含む数値

賃貸マンション「スタイリオ蒲田Ⅱ」
2022年2月開業
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沿線開発の取り組み
自律分散型都市構造の考え方に基づいた、職・住・遊の機能的配置や、地域住民・行政・大学・民間事業者
との連携・協働等により、沿線の活性化を積極的に推進

・職住遊の機能的配置
・中間拠点駅の充実
・特色あるまちづくりの推進

多様な価値観やライフスタイルの実現

・鷺沼

連携先：横浜市・昭和大学
「駅前施設・病院・公園」が
一体となったまちづくりに取り組む

再整備イメージ

再開発イメージ

職住近接やテレワークなどの新たなライフスタイルの急速な浸透を
踏まえ、「自律分散型沿線都市」の実現を目指す

■コンセプト

職
住
遊

職
住
遊

■まちづくり推進に向けた中間拠点駅の開発

・藤が丘

連携先：川崎市
当社は事業協力者として、
多様な都市機能の複合的整備等を図る

■コンセプト
多摩田園都市エリアで、郊外における生活者起点での自由で豊かな
暮らしを実現するために、住む、学ぶ、働く、遊ぶといった生活が自然や
農と融合した「歩きたくなるまち」を目指す

2022年4月虹ヶ丘団地、
すすき野団地エリアに
「nexusチャレンジパーク早野」開業

■「nexus構想」の特徴
“住まう＝郊外中心”、“オフィス・商業＝都心中心”という従来の考え方
から離れ、生活における地域の共助を増やし、新しい価値を創り出す

自律分散型都市構造の推進 新たな郊外まちづくり「nexus構想」

「nexus構想」イメージ図
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世界的な環境認証評価である「LEED ND(まちづくり部門)」
において、2015年に日本初のゴールド認証を取得

二子玉川再開発効果
二子玉川再開発の効果

■人口の増加

■地価の上昇

2011年4月 2022年4月 増減

二子玉川駅
半径1㎞内 39,517 44,957 +13.8%

世田谷区全体 837,185 917,145 +9.6%

2011年1月 2022年1月 増減

二子玉川駅
近隣商業地

2011年1月を
100とした場合 160.5 +60.5%

世田谷区全体 2011年1月を
100とした場合 139.3 +39.3%

■乗降人員の増加（二子玉川駅）

二子玉川再開発の取り組み
■再開発コンセプト

水と緑と光の豊かな自然環境と調和した街づくりを行い、
日本一働きたい街を目指す

■再開発の特徴

【大規模オフィスを誘致】

【二子玉川ライズ・ショッピングセンター】
・2011年の1期開業に加えて、

2015年に日本初上陸の店舗や、最新設備を
備えた世田谷区初のシネマコンプレックスの導入など、
話題性のあるコンテンツを加えグランドオープン

・竣工時期 ：１期2010年11月
２期2015年 6月

・総賃貸面積：約82,650㎡
・新たな就業者数：約10,000人

【二子玉川ライズ タワー＆レジデンス】

働
く

訪
れ
る

住
む ・東急不動産と共同で42階建ての「タワーイースト」棟を

中心に、5棟（1,033戸）を建設、2010年に竣工 2011年度 2019年度 増減

年間乗降人員 52,990 69,041 +30.3%

一日平均乗降人員 145 188 +29.7%

（人）

（千人）
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南町田再開発効果
南町田再開発の効果

■人口の増加

■地価の上昇
2017年1月 2022年1月 増減

南町田グラン
ベリーパーク駅
近隣住宅地

2017年1月を
100とした場合 108.9 +8.9%

町田市全体 2017年1月を
100とした場合 100.1 +0.1%

2017年4月 2022年4月 増減
南町田グラン
ベリーパーク駅
半径1㎞内

18,907 20,441 +8.1%

町田市全体 429,114 430,803 +0.4%

■乗降人員の増加（南町田グランベリーパーク駅）

南町田再開発の取り組み
■再開発コンセプト

「 まちのぜんぶが“パーク”となる 」

■再開発の特徴

【官民一体での街づくりを推進】
・町田市との連携により、駅から商業施

設、公園、周辺地域までがシームレスに
繋がる歩行者ネットワークを整備し、
自然と賑わいが融合したまちへ再編

【駅リニューアル】
・公園や商業施設と融合した開放的な駅空間に
するとともに、エスカレーターやホームドアを設置し、
安全性と利便性の向上を図る

【ドレッセタワー南町田グランベリーパーク】
・実質再生可能エネルギー100％利用の
分譲タワーマンションとして2024年3月竣工予定

「LEED NC(新築部門)」「LEED ND(まちづくり部門)」で
駅施設を含む開発では国内初のゴールド認証を取得

2016年度 2019年度 増減

年間乗降人員 12,522 14,670 +17.2%

一日平均乗降人員 34 40 +17.6%

（人）

（千人）

■国際的な環境認証制度「LEED」の取得
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駅直結の新たなコミュニティー型商業施設ブランド
”エトモ”として一体運営。駅の賑わいを創出し、
街中へと広げていくことを目指す

・エトモ中央林間
・エトモ池上 等

計13施設 168店舗

鉄道施設の有効活用
鉄道用地利用駅構内／駅近接（エトモ）

～鉄道高架下での保育園・学童保育事業～
「日本一住みたい沿線 東急沿線」を実現するため、駅近の
高架下を活用し、保育施設等の展開を積極的に推進

鉄道の地下化等により生じた空間を
積極的に活用し、沿線の魅力づくりに
取り組む

・LOG ROAD DAIKANYAMA 
・トレインチ自由が丘
・駐車場等

高架下活用
特色のある飲食店を誘致するとともに、
街に必要な保育園などのサービス
機能も展開

・中目黒高架下
・池上線五反田高架下
・GAKUDAI KOUKASHITA 等

2022年3月31日現在
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ベトナムにおける不動産事業

HikariエリアMIDORI PARKエリア

「東急多摩田園都市」のノウハウを活かし、ホーチミンから北に30kmに位置するビンズン新都市では都市開発事業、
ホーチミン市等においては分譲住宅事業や不動産管理事業を展開

SORA gardensエリア

バス事業（KAZE SHUTTLE）

・高層住宅「SORA gardensⅠ」（406戸・2015年竣工）
・高層住宅「SORA gardensⅡ」（557戸・2021年竣工）
・商業施設「SORA gardens SC（第1期）」
（店舗面積14,500㎡）2023年開業予定

・6路線11系統

・商業施設「Hikari」（店舗面積1,600㎡）
・拡張エリア（店舗面積3,000㎡）2022年開業予定

（左） SORA gardens Ⅱ（右） SORA gardens SC

Hikari拡張エリア

東急ガーデンシティ

・低層住宅「HARUKA Terrace/Residence」
（157戸竣工済み、63戸建設中）
・高層住宅「The VIEW」（604戸・2019年竣工）
・高層住宅「The GLORY」 (992戸・2024年竣工予定)

写真差し替え
The GLORY

KAZE SHUTTLE
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タイおよび西豪州における不動産事業
タイ・シラチャ賃貸住宅事業

タイ・バンコク分譲住宅事業 西豪州・ヤンチェップ事業

宅地造成・分譲合弁事業

バンコク中心部より南東約100kmに位置するシラチャにおいて、日本人駐在員向け賃貸住宅事業を推進

物件概要
・ハーモニックレジデンスシラチャ（212戸）

ファミリー向けサービスアパートメント
21年に拡張計画第1期住戸（32戸）および
共有施設が拡張オープン

・グリーンライフシラチャ（75戸）
単身者向けサービスアパートメント

現地大手デベロッパーとともにバンコクにて
分譲住宅事業を展開

物件概要
・taka HAUS（269戸・2019年竣工）
・XT Ekkamai（537戸・2020年竣工）
・The Base Sukhumvit 50
（415戸・2019年竣工）

人口増加が続くオーストラリア第４の都市
パースの近郊に位置するヤンチェップにおいて
宅地造成・分譲事業および都市開発事業を推進

XT Ekkamai 都市開発合弁事業（産・官・学連携施設）

ハーモニックレジデンスシラチャ グリーンライフシラチャ



33

生活サービス事業の概要（街なかのサービス）
2022年3月31日現在

サービス 会社名 概要

百貨店 東急百貨店 等 ・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 東急ストア
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



34

主な商業施設・サービス施設一覧➀
2022年3月31日現在

■百貨店（東急百貨店 等） ■高架下商業施設
施設名 施設名 施設名

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
札幌店 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  （東急ストア、東急グルメフロント）
東急ストア 75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 10店舗 グランベリーパーク cocoti（ココチ） toks
プレッセ他 6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

■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）

施設名

施設名
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2022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桜新町
109シネマズ木場 KBC五反田・大崎
109シネマズ二子玉川 KBC大井町
109シネマズグランベリーパーク KBC雪が谷
109シネマズ港北 KBC下丸子
109シネマズ川崎 KBC溝の口
109シネマズ湘南 KBC宮前平
109シネマズ菖蒲 KBC武蔵小杉東急スクエア
109シネマズ佐野 KBC武蔵小杉・元住吉
109シネマズ高崎 KBC青葉台 ■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日吉
109シネマズ明和 KBC大倉山 東急スイミングスクールたまがわ
109シネマズ四日市 KBC豊洲・東雲 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新丸子 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 KBCα都立大学 東急あざみ野ゴルフガーデン
109シネマズHAT神戸 KBCαたまプラーザ スイング碑文谷
109シネマズ広島 KBCα二子玉川 東急ゴルフパークたまがわ
109シネマズ佐賀 KBCα池上 東急ゴルフスクール武蔵小杉
ムービル KBCα用賀

KBC∞二子玉川 ■高齢者向け住宅事業等（東急ウェルネス）
KBC∞武蔵小杉
KBC∞三軒茶屋 東急ウェリナ 2施設 232（客室）

東急ウェリナケア 3施設 189（客室）
■未就学児保育（東急キッズベースキャンプ） オハナ 10施設 344（定員）

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

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

アトリオドゥーエ二子玉川
アトリオライトたまプラーザ
アトリオライト白楽
アトリオライトエトモ池上

施設名

アトリオドゥーエ武蔵小山
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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）
2022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117万世帯

インターネット 約31万世帯
電話 約22万世帯

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22万世帯
ガスサービス 約16万世帯

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 2種類
家ナカサービス 84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、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8.4万件

子ども見守りサービス
約9.7万件

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
286万会員

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7.6万会員
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生活サービス事業の取り組み

イッツ・コミュニケーションズ

■加入世帯数は安定的（約35万世帯）で推移
・非接触サービス・仕組みづくりの拡充を推進
・デジタル接点を拡大することで、
新たな顧客との接点を創出

BS松竹東急

■2022年3月 BS放送チャンネル「BS松竹東急」が開局
・松竹グループと東急グループの協業により、
良質なエンターテインメントと新しい価値創造を目指す

■渋谷、沿線での東急フードショーの拠点化

東急百貨店

約100 ショップ・6,070 ㎡約100 ショップ・2,000 ㎡ 約40 ショップ・1,640 ㎡

東急ストア

■東急ステーションリテールサービスとの合併
・一体運営により、日常消費を取り込みドミナントを強化

東急ステーションリテールサービス

スーパーマーケット 駅売店 コンビニ ドラッグ 東急セキュリティ

■「キッズセキュリティ・ミマモルメ」を公立小中学校に導入
・子供の登下校情報を保護者に
メールでお知らせするサービス

・川崎市立学校に一律導入
（約150校）

街なかのサービス 家ナカ・その他のサービス
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デジタルテクノロジー活用への対応

当社グループを横断したマーケティングの推進および各事業への強力な支援により、連結利益の最大化を目指す

 東急ストアでの統合ポイントバーコードの開発
・ポイント連携拡大、OMO推進等により
顧客の利便性向上を強化

・鉄道業界系のグループ共通ポイントでは
初の取り組み

TOKYU POINT 楽天ポイント統合ポイント

統合ポイントバーコード画像

■「マーケティング基盤整備」の推進

当社グループにおけるデジタルリソースの投資集中とグループ内での共有化、活用の最大化を推進

・各社ごとに運営を行っていた、決済端末・ネットワークや分析用データベース・ツールの統一・共通化を推進
・お客さまの利便性が向上すると共に、顧客データの分析によって、より高度なマーケティング施策が可能となる

■東急グループ横断でのLINE公式アカウント運用

LINE 東急ID顧客基盤

各社データベース (東急ｽﾄｱ、東急ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ 等)

・各社ごとに、管理されている顧客データを、
各社のLINE公式アカウント等の通じて、統一顧客基盤で
管理・分析を可能にする

東急沿線利用者

事例
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ホテル・リゾート施設の概要
東急ホテルズ 東急バケーションズ ゴルフ場

・全国17施設の会員制タイムシェアリゾート
・客室は約70㎡～90㎡・2LDKの広さで定員6名※

・フルキッチン、2カ所のトイレ、洗い場付き浴室完備※

・国内外で提携する4,300施設以上が利用可能
※一部施設を除く

・スリーハンドレッドクラブ
・ファイブハンドレッドクラブ
・東急セブンハンドレッドクラブ
・東急グランドオークゴルフクラブ
・グランドオークプレイヤーズコース
・エメラルドコーストゴルフリンクス

計6施設

【東急ホテル】
ラグジュアリー・リゾート
期待を超える優美な非日常

・ザ・キャピトルホテル東急
・セルリアンタワー東急ホテル
・宮古島東急ホテル&リゾーツ 等

計14店舗 3,947室

【エクセルホテル東急】
シティ
心おどる非日常への扉
・渋谷エクセルホテル東急
・赤坂エクセルホテル東急
・渋谷ストリームエクセルホテル東急

等
計10店舗 2,991室

【東急REIホテル】
ミドル
日常のくつろぎと小さな感動
・渋谷東急REIホテル
・川崎キングスカイフロント

東急REIホテル
・札幌東急REIホテル 等

計19店舗 4,883室

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

■全国に、43店舗、11,821室
※2022年3月31日時点

東急バケーションズ 伊豆高原 東急セブンハンドレッドクラブ
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ホテル・リゾート施設一覧
東急ホテル 東急REIホテル

店舗数・客室数はフランチャイズ店舗・マネジメントコントラクト店舗を含む

2022年3月31日現在

エクセルホテル東急

ゴルフ場

タイムシェアリゾート
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富士山三島 3
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大阪御堂筋 3
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 17店舗 189

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
セルリアンタワー東急ホテル 408 赤坂エクセルホテル東急 487 東京虎ノ門東急REIホテル 431
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
東京ベイ東急ホテル 638 渋谷ストリームエクセルホテル東急 177 吉祥寺東急REIホテル 234
金沢東急ホテル 227 二子玉川エクセルホテル東急 106 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 186
名古屋東急ホテル 564 羽田エクセルホテル東急 386 横浜東急REIホテル 234
京都東急ホテル 408 富山エクセルホテル東急 210 ⾧野東急REIホテル 143
裏磐梯グランデコ東急ホテル 103 大阪エクセルホテル東急 364 上田東急REIホテル 133
白馬東急ホテル 102 松江エクセルホテル東急 163 名古屋栄東急REIホテル ※1 297
蓼科東急ホテル 78 博多エクセルホテル東急 308 新大阪江坂東急REIホテル 363
富士山三島東急ホテル 195 計 10店舗 2,991 大阪東急REIホテル 402
伊豆今井浜東急ホテル 134 神戸三宮東急REIホテル 235
下田東急ホテル 112 神戸元町東急REIホテル 191
宮古島東急ホテル＆リゾーツ 247 広島東急REIホテル 239

計 14店舗 3,947 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 140
那覇東急REIホテル 215

計 19店舗 4,883

施設名
東急セブンハンドレッドクラブ
ファイブハンドレッドクラブ
東急グランドオークゴルフクラブ
グランドオークプレイヤーズコース
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


