TOKYU
GROUP

2016−2017 GROUP GUIDE

美しい時代へ。
「美しさ」それは東急グループの、次の時代に向けた道しるべであり、価値基準です。
我々が求める「美しさ」とは、人、社会、自然が調和した中で、

トップメッセージ

東急グループは新しい時代の「美しい生活環境」を創造してまいります。

国を超え、時代を超え、一人ひとりの心に深い感動を呼び起こすありようのことです。
私たち東急グループは、
「美しい時代へ」をスローガンにかか

東急グループは、洗練され、質が高く、健康的で、人の心を打つ「美しい生活環境の創造」を
自らの事業目的とし、その実現に全力で取り組みます。
そして優しさと思いやりにあふれた「調和ある社会」の中で、
一人ひとりが自分らしく生き、幸せを実感できるよう、お役に立ちたいと考えます。
「美しい時代へ」には、我々東急グループが、自ら美しくあり続ける覚悟と、
美しい生活環境を創る先駆者になる決意が込められています。

グループ理念
我々は、
グループを共につくり支える志を持ち、
この理念を共有する。
【存在理念】
美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求する。
【経営理念】
自立と共創により、総合力を高め、信頼され愛されるブランドを確立する。
・ 市場の期待に応え、新たな期待を創造する。

げ、交通事業を基盤とした「街づくり」を中心に、不動産、生活
サービス、ホテル・リゾートなど、生活に密着したさまざまな事
業を幅広く展開しています。

れる仙台空港の運営開始など、
「ひとつの東急」としての事業
展開をしてまいりました。
現在、東急グループの本拠地である渋谷において、東急グ
ループ各社が地域の皆さまとともに複数の大規模な開発事業

人口構造の変化やグローバル化、価値観の多様化などによ

を推進しております。地上約 230mの高さにある日本最大級

り、人々が求める「生活環境」のありようは大きく変化していま

の屋外展望台を擁する「渋谷駅街区」や、空港リムジンバス発

す。こうしたなか、常に新しい視点で時代にふさわしい生活品

着場を含むバスターミナルや観光支援施設を擁する「道玄坂

質を提供し続けることを、東急グループは求められていると認

一丁目駅前地区」などの大規模開発を通じて、新しいビジネス

識しております。

やカルチャーを発信するステージである「エンタテイメントシ

東急電鉄創立 100 周年にあたる2022 年のありたい姿の一

ティSHIBUYA」の実現を目指してまいります。

つは、グループ各社が持つさまざまな経営資源、ノウハウや強

私たち東急グループは、これからも「美しい生活環境」の創

みを組み合わせ、シナジーを追求することにより、
「ひとつの東

造を追求してまいります。引き続き「東急」がより一層信頼さ

急」
として新たな生活品質を創造し続け、皆さまのお役に立つ

れ、愛されるブランドとなりますよう努めてまいりますので、末

こと、と考えています。

永くご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

2015 年に全体開業した「二子玉川ライズ」は、その代表例
です。地域の皆さまとともに 30 を超えるグループ各社が、それ
ぞれの持ち味を最大限に生かして開発から運営管理などのさ
まざまな事業に携わっています。2016 年においても、銀座の
新たなランドマークとして期待される「東急プラザ銀座」の開
業、東急グループ各社のサービスとの組み合わせで快適な暮
らしを提供する「東急でんき」のサービス開始、宮城県の震災

東急グループ代表
東京急行電鉄株式会社
取締役社長

復興の象徴でもあり東北の活性化の一翼を担うことが期待さ

・ 自然環境との融和をめざした経営を行う。
・ 世界を視野に入れ、経営を革新する。
・ 個性を尊重し、人を活かす。
もって、企業の社会的責任を全うする。
【行動理念】
自己の責任を果たし、互いに高めあい、グローバルな意識で自らを革新する。
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「美しい生活環境」を創造する
東急グループの4つの事業セグメント

交通事業

不動産事業

もっと、人に優しい
「交通」へ。
［ 事業内容 ］鉄軌道事業 / バス事業 / 空港運営事業 ／その他

人々に愛され続ける
「美しい街」を。

2016 年 9月現在、東急グループは 218 社 8 法人（株式上場

はじめとする「不動産事業」、百貨店事業をはじめとする「生

会社 6 社）で構成され、人々の暮らしを支えるさまざまな事業

活サービス事業」、そして「ホテル・リゾート事業」―これら

を展開しています。

の事業機能を組み合わせることで、新しい時代の美しい生活

東急グループの事業は大きく4 つの事業セグメントに区分
されます。
鉄軌道事業をはじめとする「交通事業」、開発事業を

生活
サービス事業

「こだわりの
ライフスタイル」の
実現へ。

［ 事業内容 ］不動産開発事業 / 不動産販売事業 / 不動産賃貸事業

［ 事業内容 ］百貨店事業 / スーパーマーケット事業 / ショッピングセ

/ 不動産管理事業 / 不動産仲介事業 / 不動産運用事業 / 建設関連

ンター事業 / 文化施設運営事業 / エンターテインメント事業 / スポー

事業 / 注文住宅事業 / リフォーム事業 / シニア事業

ツ施設運営事業 / カルチャースクール運営事業 / ケーブルテレビ事業

環境を提案しています。
※本誌に掲載している店舗数、拠点数は 2016 年 9 月末日現在の情報です。

ホテル・
リゾート事業

心からくつろげる、
豊かな時間を。

［ 事業内容 ］ホテル事業 / 会員制リゾートホテル事業 / ゴルフ・スキー事業

/ メディア・広告事業 / セキュリティ事業 / 電力小売事業 / ホームコン
ビニエンス事業 / 学童保育事業 / カード事業 / 旅行代理店事業
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交通事業

もっと、人に優しい
「交通」へ。
どうすれば、今よりもっと安全で、快適、
そして便利な「交通」を実現できるだろうか―
それは、
日々の暮らしのなか、行き交う人々に注がれる、優しいまなざし。
東急グループは、鉄道、
バス、
そして空港の運営などを通じて
今よりもっと、
人に優しい「交通」を目指しています。

鉄軌道事業

バス事業

渋谷を起点に、東京都西南部から神奈川県東部に路線展

東急線沿線を中心

開する東急線のほか、長野県上田市、伊豆半島で鉄軌道事業

に、きめ細やかな路

ジェンシー、東急建設、東急コミュニティー）と他 2 社（前田建

を展開しています。

線バス網を展開する

設工業、豊田通商）
が共同で設立した「仙台国際空港株式会

東急線は、渋谷と横浜を結ぶ「東横線」、東急多摩田園都

ほか、高 速 乗 合バス

社」が、2016 年 7 月1日から仙台空港の運営事業を開始しま

市から都心への大動脈を担う「田園都市線」など鉄道 7 路線

として富 士 山・河口

した。このプ ロジェ

と、軌道線の「世田谷線」を合わせた全 8 路線を展開し、総

湖エリア、四国今治ま

営業距離 104.9km・97 駅を運営しています。2015 年度は、

での直行便、成田・羽田空港や東京ディズニーリゾート まで

経営能力を活用する

の路線、終電後の帰宅の足となる深夜急行バス「MIDNIGHT

「コン セッション 方

11億 4,857 万人のお客さまにご利用いただきました。また、

上田電鉄／別所線 6000 系

東京急行電鉄／ 5050 系 4000 番台

東急グループ 5 社（東京急行電鉄、東急不動産、東急エー

クトは民間の資金と
®

2017年 7月からは、横浜と伊豆急下田を結ぶ観光列車「THE

ARROW」、田園都市線沿線から渋谷までをダイレクトに結ぶ

式」による、国管理空

田と別所温泉を結ぶ

の運行を開始する予定です。
ROYAL EXPRESS」

通勤高速バス「TOK YU E-Liner」など、さまざまなご利用

港の民営化第 1 号案

シーンに合わせたバスを運行しています。また、ハイグレード観

件として注目されてい

東急線では、より多くのお客さまに利便性を提供するため、

伊豆半島では伊東と

「東横線」と「東京メトロ副都心線」の相互直通運転など、他

光バス車両「東急トランセプレミアム」
を導入するなど、貸切バ

伊 豆 急 下 田を 結 ぶ

社線との相互直通運転による鉄道ネットワークの拡充にも力

ス事業を強化しています。さらに、
モバイル端末やパソコンから

45.7km の伊豆急行

を入れています。2022 年度下期には相鉄・東急直通線の開

バスの運行情報を確認できる「東急バスナビ」など、お客さま

線を運行しています。

業が予定されています。

の快適なご利用につながる新サービスの導入も進めています。
このほか北海

お客さまのさらなる安全確保を目指し、ホームドアの設置

ます（P19 参照）。

［事業会社］仙台国際空港

その他

道札幌市内でも

2020 年を目標に東横線、田園都市線、大井町線の全 64 駅

バス事業を展開

に設置します。また、あらゆるお客さまに安心してご利用いた

し、路線バス・貸

鉄 道車両やバス車両の改 造・整備、鉄 道電気 設備の施

だけるよう、エレベーターやエスカレーター、スロープの設置

切バスが地域の

工・保守などをはじめ、教育用のシミュレータなど電子教材の

など、駅施設のバリアフリー化も推進しています。このほか自

暮らしや上 質な

開発・製造を手掛けています。これまで培ってきた確かな技

北海道の旅をサ

術・柔軟な対応力を生かし、鉄道など交通機関を利用される

ポートしています。

お客さまの安全・安心を支えています。

ど、環境に優しい駅づくりにも積極的に取り組んでいます。
伊豆急行／ THE ROYAL EXPRESS 画像提供：ドーンデザイン研究所

仙台空港

を進めています。従来の設置計画よりも大幅にペースを速め、

然換気の促進や駅構内照明・案内サインの高機能 LED 化な
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東急バス

長野県上田市では上

11.6km の 別 所 線、

5

空港運営事業

［事業会社］東京急行電鉄 ⁄ 伊豆急行 ⁄ 上田電鉄

じょうてつ／定山渓直行バス

［主な事業会社］東急バス ⁄ じょうてつ

［事業会社］東急テクノシステム
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不動産事業

人々に愛され続ける
「美しい街」を。
街を創るということ―
それは、時代とともに変わりゆく「人々の暮らし」を
永きにわたり、優しくつつむ「器」を創るような事業です。
東急グループでは、世代を超えて人々に愛され続ける美しい街を、
そこで暮らす人々とともに創り、育んでいます。

不動産開発事業

不動産販売事業

不動産賃貸事業／管理事業／
仲介事業／運用事業

建設関連事業

東急グループが半世紀以上をかけて開発してきた「東急多

東急グループは、
「ブランズ」
「ドレッセ」
をはじめとしたマン

摩田園都市」。国内最大規模を誇るこの都市開発計画で培わ

ションや、
「ブランズガーデン」
「ノイエ」などの戸建住宅の販売

「渋谷ヒカリエ」、永田町「東急キャピトルタワー」
「
、新目

を生かし、日本全国で、道路・鉄道・空港・港湾施設などの土

れたノウハウを生かして、国内外のさまざまな都市で、次世代

事業を全国で展開。生活者の価値観やライフスタイルの変化

黒東急ビル」
、
「新青山東急ビル」などをはじめ、首都圏や関

木工事、オフィス・商業施設・マンションなどの建設工事を手

につながる不動産開発に取り組んでいます。

に合わせて、多様な世代が安心して暮らせる上質な住まいを

西圏でオフィスビルや商業施設などの賃貸事業を展開して

掛けています。また、
「建物継続使用可

提案しています。

います。

否の早期判断システム」など、
新たな技

また、東急線沿線や千葉県内において、既存の街の暮らし
やコミュニティーを重視しつつ、新たな発想でこれからの時代

東急線沿線での開発工事や鉄道工事で蓄積したノウハウ

また、マンションやオフィスビル、公的施設など多様な建

術開発にも力を入れており、建築・土

物の管理運営事業、不動産売買・賃貸の仲介事業、渋谷の

木にかかわる企画設計から監理までの

また、2020 年にオリンピックの開催を控える東京の魅力の

「QFRONT」や「cocoti 」など東京都心や東急線沿線の不動

一貫したサービスも提供しています。

向上を見据えて、
「渋谷」
「竹芝」など都心エリアで大型開発プ

産物件を投資対象とした REIT（不動産投資信託）
の資産運

ロジェクトを展開しています。

用の受託など、不動産にかかわるさまざまなニーズに応える幅

ブランズシティ世田谷中町 ※完成予想図

に合った街づくりにも取り組んでいます。

さらに、
国内で培った都市開発ノウハウをもとに、
ベトナム・

渋谷駅周辺開発

［主な事業会社］東急建設 ⁄ 世紀東急工業 ⁄ 東急設計コンサルタント

広いサービスを提供しています。

ビンズン省や、西オーストラリア・ヤンチェップ地区など、海外各

注文住宅事業／リフォーム事業／シニア事業

地でも大規模な都市開発事業を展開しています（P17 参照）。

住む人の環 境・健 康・安心に配慮した注文住宅事業・リ

「東急リバブル」店舗での
住まいの提案

フォーム事業を展開。家族の成長とともに成熟して 2 世代、3
世代と住み継いでいける住まいづくりをサポートしています。
また、シニア世代が安心して、楽しく幸せに暮らせる高品質
なサービスと生活空間を提供する、介
渋谷ヒカリエ

新目黒東急ビル

［主な事業会社］東京急行電鉄 ⁄ 東急不動産 ⁄ 東急コミュニティー ⁄ 東急
竹芝地区開発計画 ※完成予想図

ファシリティサービス ⁄ 東急リバブル ⁄ 東急リアル・エステート・インベスト

護サービス付きシニア住宅「東急ウェ
リナ」、シニア向け住宅「グランクレー
ル」ならびに自立支援型デイサービス
「オハナ」などを展開しています。

シニアレジデンス
「東急ウェリナ大岡山」

メント・マネジメント ⁄ 東急不動産アクティビア投信 ⁄ 東急不動産コンフォ
［主な事業会社］東京急行電鉄 ⁄ 東急不動産
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［主な事業会社］東京急行電鉄 ⁄ 東急不動産 ⁄ 東急リバブル ⁄ 東急ライフィア

リア投信 ⁄ 東急不動産キャピタル・マネジメント

［主な事業会社］東急ホームズ ⁄ 東急ウェルネス ⁄ 東急不動産
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生活サービス事業

「こだわりの
ライフスタイル」の実現へ。
人の暮らしは、十人十色。人それぞれにスタイルがある―
「わたし」にとっての快適・便利、
「 こだわりのスタイル」の実現へ。
東急グループは、多彩な生活サービスの提供を通じて
一人ひとりのライフスタイルにより添い、
暮らしに潤いと豊かさをお届けしています。

百貨店事業／スーパーマーケット事業／
ショッピングセンター事業

はじめ、吉祥寺店、た

スポーツ施設運営事業／
カルチャースクール運営事業

文化施設運営事業／
エンターテインメント事業

まプラーザ店や札幌
店、ながの東急百貨
店など国内 14 店舗、

渋谷において
「エンタテ

フィットネスクラブ「東 急スポーツオアシス」
「アトリオ

イメントシティ」を目指し

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

た 多 彩 な文化 施 設を運

スクールなど、さまざまなスポーツ施設を運営し、健康で豊か

スーパーマーケット事業では、東急線沿線を中心に「東急ス

営しています。コンサート

な人生をサポートしています。また、駅利用者にとって利便性

トア」など、地域の皆さまの日々の暮らしに役立つ 81店舗を展

ホール・劇 場・美 術 館・

百貨店からスーパーマーケット、大規模ショッピングセン

海外でもタイ・バンコ

ターまで、人々の「上質な暮らし」を支える多彩なリテール事業

クに 2 店舗を出店し

を展開しています。

ています。

「東急百貨店」は、本店や東横店、渋谷ヒカリエ ShinQsを

東急ストア中目黒本店

開。オリジナル商品「 Tokyu Store PLUS」を展開するなど

映画館などの複合文化施

お客さまに喜んでいただける商品づくりにも取り組んでいます。

設「Bunkamura 」
をはじめ、
「セルリアンタワー能楽堂」
「クリ

ショッピングセンター事業では、年間来場者数約 3,000 万

エイティブスペース8/ 」
「ヒカリエホール」、日本最大級（座席

人の「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」をはじめ、
「たま

数 1,972 席）のミュージカル劇場「東急シアターオーブ」など、

プラーザ テラス」
や若者向けのファッショントレンドを発信する

質の高い文化・芸術を発信する施設を運営しています。このほ

「SHIBUYA109」など、首都圏や関西圏などで店舗展開して

か、日本全国でシネマコンプレックス「109 シネマズ」も展開し

います。2015 年４月には大阪にモール型ショッピングセンター
「もりのみやキューズモール BASE 」が開業。そして 2016 年 3

たまプラーザ テラス
東急ハンズ 渋谷店

月には銀座に「東急プラザ銀座」
が開業しました（P18 参照）。
東急百貨店東横店

の高い駅直結のカルチャースクールなどの運営も手掛けてい
東急シアターオーブ

ています。

ます。
［主な事業会社］東急スポーツオアシス ⁄ 東急スポーツシステム ⁄ 東急レ
クリエーション ⁄ 東京急行電鉄

ケーブルテレビ事業

109シネマズ大阪エキスポシティ

東急線沿線約100 万世帯のお客さまに、ケーブルテレビ／

このほか、住まいと生活にかかわる商品を幅広くラインアッ

インターネットサービスを提供する「イッツコム」と「ケーブル

プする「東急ハンズ」
（国内 41 店舗・海外 2 店舗）、提案型ラ

テレビ品川」
を展開しています。ショッピングサイトなど多彩な

イフスタイルショップ「ハンズ ビー」
（国内 27 店舗）、流行発

サービスを提供するとともに、行政と連携した自治体情報や

信ショップ「ranKing ranQueen 」
（国内 4 店舗）
、関西エリア

防災情報の発信を通して地域社会に貢献しています。

で開始した駅ナカ商業施設「ekimo」
（国内 3 店舗）
など、全

また、伊豆急沿線の静岡県熱海市、伊東市、下田市、東伊豆

国各地にさまざまなリテール事業を展開しています。

町、河津町のほぼ全域と神奈川県湯河原町をサービスエリア
とする「伊豆急ケーブルネットワーク」も展開しています。

［主な事業会社］東急百貨店 ⁄ ながの東急百貨店 ⁄ 東急ストア ⁄ 東京急行
［主な事業会社］イッツ・コミュニケーションズ ⁄ 伊豆急ケーブルネットワーク

電鉄 ⁄ 東急不動産 ⁄ 東急モールズデベロップメント ⁄ 東急ハンズ ⁄ 東急レ
クリエーション

9
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TOK YU GROUP GUIDE

10

生活サービス事業

ホテル・リゾート事業

メディア・広告事業
鉄道およびバスの施設を活
用した交通広告媒体や、大型ビ

ホームコンビニエンス事業
二子玉川駅の
デジタルサイネージ

ホームコンビニエンスサービス「東急ベル」では、
「東急スト
アネットスーパー」などからご注文いただいた商品の宅配や、

心からくつろげる、
豊かな時間を。

ジョンをはじめとした渋谷駅周

ハウスクリーニング、家事代

辺の屋外広告媒体など、広告媒

行、リフォームなど、暮らしを

体ブランド「 TOKYU OOH 」
を

サポートするさまざまなサー

ホテルやリゾートで過ごす時間、

展開しています。また、電車内や

ビスを提供しています。

それは日常とは異なる、特別でかけがえのない時間です。

駅構内においてデジタルサイ
ネージの設置を進めています。

ホームコンビニエンス
サービス「東急ベル」

その時間が、心からくつろげる、豊かな時間であるために

［事業会社］東京急行電鉄

東急グループでは、ホスピタリティにあふれる

二子玉川駅では、階段壁面に

上質で、洗練されたサービスを提供しています。

55インチのデジタルサイネージ

学童保育事業

を連続で設置しています。
［主な事業会社］東急エージェンシー ⁄ 東急メディア・コミュニケーションズ

民間学童保育
「キッ

ホテル事業／会員制リゾートホテル事業

ズベースキャンプ」を

セキュリティ事業
お客さまに代わり、ご自宅やご家族の安心・安全を支える
ホームセキュリティサービスを展開。また、商業ビルの設備管
理や警備・清掃・保安など総合的なビルメンテナンスサービス
も提供しています。

首都圏で展開するほ
か、都道 府県が 実施

全国に展開する東急ホテル

する放課後児童支援

ズは、
３つのブランドを有した

ルフ場を運営する東急

ホテルチェーンです。
「東急ホテ

グループは、社 交の舞

ル」
「エクセルホテル東急」
「東

台として名高い「スリー

急 REI ホテル」の各ブランドの

ハンドレッドクラブ」か

ホテルは、ラグジュアリーなご

ら、身近なスポーツ・レ

滞在をはじめレジャー、ビジネス、リゾートなどさまざな利用

ジャーとしてのご利用まで、それぞれのお客さまのニーズに応

シーンに応じたおもてなしを提供しています。東京都内では中

える質の高いゴルフライフを提供しています。

員への研修を運営し
キッズベースキャンプ

ています。

［主な事業会社］キッズベースキャンプ ⁄ キッズコーチ協会

ホームセキュリティサービス

カード事業

セルリアンタワー東急ホテル

長期滞在型ホテル「東急ステイ」
も17 店舗運営しています。

全 国で 26 カ所 のゴ

スリーハンドレッドクラブ

また、スキー場も全国 8カ所に展開しています。なかでも「ニ

また別荘感覚で気軽に利用できる会員制リゾートホテル

セコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ」を含むニセコエリア

「東急ハーヴェストクラブ」
（全国 24 施設）、日本全国からお

は、世界のスキー観光産業界で最も名誉ある賞とされる「ワー

まるサービスを提供。東急グループ

好みの施設を選んで滞在できるタイムシェアリゾート「ビッグ

ルドスキーアワード」において、2013 年と 2014 年の 2 年連続

の各事業との連携を図るなど、カー

ウィーク」
（全国15 施設）も展開しています。

で「日本国内のベストスキーリゾート」に選ばれています。

東急グループを中心とした加盟店で「 TOKYU ポイント」
が貯

ドの利便性の向上を図っています。
［主な事業会社］東急セキュリティ ⁄ 東急ビルメンテナンス

ゴルフ・スキー事業

［事業会社］東急カード

さらに海外でも、ハワイ島コハラコーストの「マウナ ラニ
リゾート」内でホテル、ゴルフコース、スパを運営。またミクロ
東急カード

ネシアのパラオ共和国では「パラオ パシフィック リゾート」の
運営を行っています。

電力小売事業
2016 年 4月の電力小売全面自由化に合わせ、ご家庭向け

東急線沿線で「東急トラベルサロン」を展開。良質で豊富な

の電気サービス「東急でんき」を開始。リーズナブルで分かり

旅行商品を取り揃え、優れたコンサルティングを通じて、お客

やすい電気サービスを展開しています（P20 参照）。

さまの多彩なニーズにお応えします。

［事業会社］東急パワーサプライ

11

旅行代理店事業
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［事業会社］東京急行電鉄

東急ハーヴェストクラブ
京都鷹峯 & V IALA

マウナ ラニ リゾート（ハワイ）

［主な事業会社］東急ホテルズ ⁄ 東急ステイ ⁄ 東京急行電鉄 ⁄ 東急不動産

ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ

［主な事業会社］東京急行電鉄 ⁄ 東急不動産
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『ひとつの東急』のコンセプトイメージ

Special Feature

未来へ。

ホテル・リゾート事業

交通事業
● 鉄軌道事業

● ホテル事業

● バス事業

● 会員制リゾートホテル事業

● 空港運営事業

● ゴルフ・スキー事業

● その他

生活サービス事業

東急グループの多様な事業機能を組み合わせ、
新しい時代の「美しい生活環境」を創造していきます。

『ひとつの東急』
東急グループの
多様な事業機能を
組み合わせる

● 百貨店事業
● スーパーマーケット事業
● ショッピングセンター事業
● 文化施設運営事業

不動産事業

● エンターテインメント事業

東急グループは現在、
『ひとつの東急』
として、

● 不動産開発事業

● スポーツ施設運営事業

● 不動産販売事業

● カルチャースクール運営事業

グループの多種多様な経営資源やノウハウ、知恵や強みを結集した

● 不動産賃貸事業

● ケーブルテレビ事業

● 不動産管理事業

● メディア・広告事業

さまざまなプロジェクトを推進しています。

● 不動産仲介事業

● セキュリティ事業

● 不動産運用事業

● 電力小売事業

● 建設関連事業

● ホームコンビニエンス事業

● 注文住宅事業

● 学童保育事業

● リフォーム事業

● カード事業

● シニア事業

● 旅行代理店事業

グループ各社は、自ら得意とする事業分野の拡大を図りながら
プロジェクトを通じて関連性のあるグループ会社と積極的に連携を図り、
グループシナジーを発揮することで、新しい時代の「美しい生活環境」の創造に挑戦しています。
ここでは、そうしたプロジェクト事例をご紹介します。

2010

2011

2012

◦「二子玉川ライズ
タワー & レジデンス」竣工
◦「東急キャピトルタワー」竣工

2013

2014

◦「東急プラザ表参道原宿」開業
◦「渋谷ヒカリエ」グランドオープン

2015

2016

◦「二子玉川ライズ・ショッピングセンター・
テラスマーケット」開業（→ P16 参照）

2017

2018

◦「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」開業
◦ 東横線 東京メトロ副都心線
相互直通運転開始

◦「東急プラザ銀座」開業
（→ P18 参照）

2020

◦「道玄坂一丁目駅前地区（渋谷駅周辺地区）」開業（年度）

◦「 THE ROYAL EXPRESS」運行開始

◦「渋谷駅街区・東棟」開業（年度）
◦「南平台プロジェクト
（渋谷駅周辺地区）」竣工

2022

2027

◦「相鉄・東急直通線」開業（年度）
◦「渋谷駅街区
中央棟・西棟」開業
（→ P15 参照）

◦「渋谷ストリーム」開業

◦「渋谷駅桜丘口地区」開業

◦「東急でんき」サービス
開始（→ P20 参照）
◦ 仙台空港運営開始
（→ P19 参照）

2021

◦「渋谷キャスト」開業

◦ ベトナム・ビンズン省で高層マンション
「SORA gardens」竣工（→ P17参照）

◦「たまプラーザ テラス」グランドオープン

2019

◦ ニューヨーク・マンハッタンで複合ビル
「425 パーク・アベニュー」竣工

◦「竹芝地区開発計画」開業

※2017 年以降は予定です。
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Special Feature

未来へ。

Case

渋谷駅周辺開発

1

新しい時代の、美しい渋谷へ。

渋谷を、
「日本一訪れたい街」へ

新しい渋谷のランドマークとなる開発が進展

東急グループは創業以来、その本拠地である渋谷において、

この大規模再開発プロジェクトでは、道玄坂と宮益坂を結

街の開発と活性化に努めてきました。今日の渋谷は、映画や

ぶデッキ、地下通路・地下広場による動線の改良、地下貯留

音楽、アート、ファッションなど、多様な芸術・文化が集積する

槽の設置による防災機能の強化、渋谷川の再生による水辺空

街へと進化を遂げています。こうした渋谷の特長を生かしなが

間の形成など、安全で心地よい街の整備を進めています。さら

ら、その魅力をさらに高め、食・住・仕事など生活のすべてを楽

に、クリエイター同士の交流が生まれるようなオフィスやセミ

しめる総合的エンターテインメント空間へと進化させることを

パブリックな空間づくりも推進。多様な価値観を持った人が

目指す、大規模な都市再生プロジェクトに参画しています。

集い交わり、新たな文化を発信し、世界が注目する渋谷を創造

「渋谷駅周辺開発」における『ひとつの東急』
交通事業

● 渋谷駅周辺を中心とした
大規模な不動産開発

● 渋谷駅構内動線の改良による
利便性向上、バリアフリー化、
交通結節機能の強化

● 商業施設、オフィス、
共同住宅の運営・管理

● 空港リムジンバスの発着場を含む
バスターミナルの導入

● 複合施設「渋谷キャスト」内に、
ギャラリーやセミナー、
トークショーなどを
行う多目的スペースを設置

渋谷駅周辺
開発

●「渋谷ストリーム」内に、
ライブコンサート
などを上演するホールを設置
● 渋谷をはじめとする東急線沿線で
ベンチャー企業を支援する
「東急アクセラレートプログラム」を実施
● シェアオフィス、インキュベートオフィス、
コワーキングスペースの提供

2

二子玉川再開発事業

二子玉川の街に、新しい活力を。

33年にわたるプロジェクトの完成

していきます。

不動産事業

Case

生活サービス事業
● 渋谷ヒカリエ内で「ShinQs」を出店、
ミュージカル劇場「東急シアターオーブ」
を運営

「 109シネマズ二子玉 川」や「アトリオドゥーエ二子玉 川」

1982年の「再開発を考える会」発足を契機に始まった二子

「 iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉 川ライズ」
「二子玉 川

玉川東地区の再開発事業。東急グループは地域と共存する街

エクセルホテル東急」
をはじめとする施設の出店に加え、施設

づくりを目指し、行政や地元の方々とともに、グループの総力

の建設や管理を担うなど、この新たな街の誕生と日々の運営

を結集して本事業を推進してきました。

を含めて 30 社以上のグループ会社が参画しています。

「二子玉川ライズ タワー＆レジデンス」
が竣工。
2010 年に、
また「二子玉川ライズ・オフィス」
の入居が始まり、続く2011

生態系と共生する「日本一働きたい街」に

年に「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」が開業。2015

「水と緑と光」をコンセプトに、生態系と共生する環境づくり

年には、
「二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマー

を進めてきた本事業は、2015 年11月、環境性能評価の国際標

ケット」
が開業し、駅から二子玉川公園や多摩川河川敷まで、

準であるLEED ※の「まちづくり部門」において世界初のゴール

二子玉川ライズの中心を貫く全長約 1km の歩行者専用通路

ド認証を取得しました。今後も自然との触れ合いのなかで安ら

「リボンストリート」が開通。さらに「二子玉川ライズ・タワーオ

ぎを体感できる、多くの人々を魅了する街を目指していきます。

フィス」が竣工し全体開業を迎えました。

※米国グリーンビルディング協会が所管する環境性能評価指標で、エネルギー効率に
優れ、持続可能な建築物の普及を目的としている。

ホテル・リゾート事業
●「渋谷ストリーム」に約 180 室の
シティホテルを開業

「二子玉川再開発事業」における『ひとつの東急』

生活サービス事業
●「東急ストア」
を出店
● デパート地下食料品売場
「東急フードショー」を出店

画像提供：渋谷駅前エリアマネジメント協議会

● シネマコンプレックス
「109シネマズ二子玉川」を出店

不動産事業
● 商業・オフィス施設などを含む
二子玉川東地区の不動産開発
● 商業・オフィス施設の
不動産賃貸・管理

二子玉川
再開発事業

● 総合フィットネスクラブ
「アトリオドゥーエ二子玉川」を出店
● 放送スタジオと多目的ホールを併せ持つ
「 iTSCOM STUDIO &
HALL 二子玉川ライズ」を出店

ホテル・リゾート事業
● 宴会場も備えた
近隣地域初の本格ホテル
「二子玉川エクセルホテル東急」を出店
画像提供：渋谷駅前エリアマネジメント協議会
15
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Special Feature

未来へ。

Case

東急ビンズンガーデンシティ開発

3

ベトナムに、
東急多摩田園都市のノウハウを。

日本で培った街づくりノウハウを生かし、海外で街づくり

工。洗練されたデザインや快適な居住空間は、まさに「ジャパ

東急グループは、
「東急多摩田園都市」を開発・発展させて

ン・クオリティ」の提案です。また、新都市の中心地に中核商

きたノウハウとグループの総合力を生かし、地域と一体となっ

業施設「hikari」も開業し、新都市での暮らしに利便性をも

て街づくりを行うことにより、東南アジア社会の発展に貢献し

たらしています。2016 年 4 月には、自然に囲まれた高品質な

ています。なかでも、ひときわ大規模なプロジェクトがベトナム

低層住宅などを提供するエリア開発プロジェクト「MIDORI

「ビンズン新都市」での街づくりです。この地で、街区総面積約

PARK」に着工。時を経るに従い人と人とのつながりが生まれ

110 ヘクタール、7,500 戸の住宅と商業施設、業務施設からな
る「東急ビンズンガーデンシティ
（ TOKYU BINH DUONG

る、美しい街づくりを目指しています。
さらに、ビンズン省の要請に応え、2014 年に旧市街と新都

Case

4

東急プラザ銀座

銀座に、新時代のランドマークを。

市間の連 絡バス路 線「KAZE SHUTTLE」
を開業し、2016

GARDEN CITY）」の開発を推進しています。

年 3月には新都市内を循環する路線の新設など運行範囲を拡

街づくりも進み、省の要請に応え路線バスも運行
2015 年 3 月には、ファーストプロジェクトであり、新都市の
シンボルともなる高層マンション「SORA gardens Ⅰ」が竣

銀座・数寄屋橋の新たなランドマーク

備にも取り組みました。隣接する
「数寄屋橋公園」
の再整備や、

大しました。時刻表に基づいた定時運行や安全・快適な運行

2016 年 3 月、銀座・数寄屋橋交差点の一角に「東急プラザ

国内外の来街者に銀座の最新情報をご案内するインフォメー

サービスなど、日本のノウハウを取り入れた公共交通の整備に

銀座」が開業しました。開発コンセプトは「Creative Japan

ションセンター「G Info」を施設 1 階に設置することで、より

取り組んでいます。

～世界は、ここから、おもしろくなる。～」― 伝統を重んじな

一層魅力的な銀座の街づくりに貢献します。

がら新しいものを柔軟に取り入れることで国内外の人々を魅
了し続けてきた街、銀座。そんな銀座らしさをしっかりと受け

「東急ビンズンガーデンシティ開発」における『ひとつの東急』

継ぎ、新しい時代の銀座の魅力を生み出し、国内外の人々に向
交通事業

不動産事業
● 高層マンション「SORA gardens」の
開発・賃貸・管理
●中核商業施設「 hikari」の開発・管理
●低層住宅「 MIDORI PARK」
の
開発・管理

東急ビンズン
ガーデンシティ
開発

● 新都市内の路線バス
「KA ZE SHUTTLE 」

生活サービス事業
● 中核商業施設「 hikari」の運営

けて発信していく商業施設となることを目指しています。

伝統と革新を表現した「光の器」
建物外観デザインのモチーフは、日本の伝統工芸である
「江戸切子」。ガラスの外装からあふれ出す光が、さまざまな文

全 13フロア（地下 2 階・地上 11 階）
の施設内には、上質で

化を受け入れながら新しい情報を創り、発信していく
「光の器」

多彩なファッション、雑貨、レストラン、カフェなど、
「伝統」と

を表現しています。日没以降は、西銀座通り・みゆき通りに面

「革新」を体験・体感させる全125 店舗が出店。また、東急百貨

した外装部分がライトアップされ、銀座の街を照らします。四季

店の新セレクトストア「HINKA RINKA 」や東急ハンズの新業

の変化だけでなく、時間・天候・気温に応じた演出も行ってい

態「HANDS EXPO」が出店しています。さらに、渋谷の複合

ます。

文化施設 Bunkamuraと連携し、パブリックスペースの 6 階

伝統と革新が共存する銀座エリア。
「東急プラザ銀座」は、

KIRIKO LOUNGE において「四季」をテーマにした文化発信

その魅力を受け継ぎながら、
「大人の街」銀座の新たなランド

イベントを開催するなど、グループ連携の強化を図っています。

マークを目指していきます。

また、さらなるエリアの活性化を目的に、施設周辺環境の整

「東急プラザ銀座」における『ひとつの東急』
生活サービス事業
不動産事業
● 施設の開発・運営・管理

東急プラザ銀座

● 東急百貨店の新セレクトストア
「HINKA RINK A 」を展開
● 東急ハンズの新業態
「 HANDS E XPO」を展開
● Bunkamuraと連携した
施設内イベントの展開
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Special Feature

未来へ。

Case

仙台空港運営事業

5

日本の空港運営の、新しいかたち。

国管理空港民営化の全国第 1号案件

の取り扱い、駐車場運営、滑走路・誘導路の維持管理まで、管

「東北の空を、世界の空へ。」―
「仙台国際空港」が掲げる

制業務を除くすべての空港ビジネスを一括で担います。

このビジョンには、空港を起点に東北が世界とつながり、人・
モノの活発な交流を生み出すことで、地域社会から、そして世

利用者の視点に立ったリニューアルを推進

界から親しまれる空の玄関口として発展していきたいという願
いが込められています。

すでに 7月1日から、展望デッキの無料開放、空港限定商品
の発売と駐車場割引サービスといった新たな取り組みを実施

2016 年 7月1日、東急グループ 5 社と前田建設工業・豊田

しています。今後は、東急グループが培ってきた街づくりのノウ

通商が共同で設立した「仙台国際空港株式会社」による空

ハウ、鉄道事業で蓄積した交通ネットワークの整備や安全保

港運営事業がスタートしました。この事業は、民活空港運営法

安のノウハウなどを生かし、空港利用者の目線に立った設備・

に基づく「コンセッション方式※」による国管理空港民営化の

サービスを提供していきます。

全国第 1 号案件です。同社は、旅客ビルの商業施設運営、貨物

※利用料金を徴収する公共施設について、所有権を公共主体に残したまま、運営権を民間
事業者に設定する方式。

Case

6

電力小売事業

新しい生活インフラ事業、
「東急でんき」

新たな「生活インフラ事業」へのチャレンジ
2000 年に、工場やオフィスビルなど大口需要家向けから

「仙台空港運営事業」における『ひとつの東急』

始まった電力自由化は、2016 年 4月から一般家庭向けに拡

交通事業

大。電気を買う会社を各家庭が自由に選べる時代が到来しま

● 鉄道安全／保安管理や、
鉄道ネットワーク
拡充のノウハウを生かした、
空港運営管理、
航空利用促進、航空ネットワークの拡充

不動産事業
● 空港ターミナルビルの管理
● 空港内商業施設の
リニューアル工事・運営管理
●空港ビルなどの維持・管理

新しい生活体験を、
エネルギーとともに

生活サービス事業
仙台空港
運営事業

した。

東急でんきでは、お得な電気料金に加え、東急グループのさ
まざまなサービスを組み合わせたプランを用意しています。
というキャ
2016 年夏には「夏の電気バカンス大作戦 2016」
ンペーンを実施し、加入者全員に映画館やビアファームなどで

こうしたなか、東急グループは 2015 年 10月、
「株式会社 東

使えるクーポン DMをお送りしました。また、猛暑日の日中に東

● 顧客の多様なニーズを満たす
機能・サービスの提供
（デジタルサイネージの整備など）

急パワーサプライ」を設立。そして 2016 年 4月からは、国内電

急線に乗車するとTOKYU POINTがもらえる「クールシェア

力小売市場の全面自由化に合わせて、一般家庭に向けた電気

サンクスポイント」を実施しました。これらは、夏の暑い日に家

● 東北ブランドの発信を目的とした
プロモーション・キャンペーンなどの
企画・運営

サービス「東急でんき」の提供を開始しました。これまで多岐

族で出かけ、家庭での節電につなげようという生活提案です。

にわたるビジネスを展開してきた東急グループでは、電気サー

今後も、東急線沿線の方々とともに、エネルギーと暮らしの新

ビスを新たな生活インフラ事業と位置付け、長期的な視点で

しい関係を考え、そして創り出していきます。

取り組んでいく方針です。

「電力小売事業」における『ひとつの東急』
交通事業

生活サービス事業

● 東急線の PASMO 定期券購入などで
獲得できるポイントが倍増

● 東急カードと連携し、電気料金の１％の
TOKYU POINTを付与

電力小売事業
不動産事業
● 東急リバブル、東急ホームズ、
東急住宅リース、東急ライフィア、
東急リゾートと販売面で連携
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● イッツコムおよび
ケーブルテレビ品川と連携し、
サービス料がお得に
● サービス提供にあたり
顧客管理などのノウハウを共有
● 訪問販売など多様な顧客接点を
生かしたサービスを提供
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社会貢献活動

学校法人・財団法人を通じた活動

お客さまとのコミュニケーション活動

教育の場の提供を通じて、次代を担う人材を育むとともに、

コンサートや演劇、スポーツイベントなどの活動を通じて

社会に潤いと豊かさをもたらす、芸術・文化活動を支援しています。

お客さまの暮らしに、喜び・愉しみをお届けしています。

学校法人五島育英会 （1955 年設立）
【東京都市大学グループ／東急自動車学校】
東京都市大学世田谷キャンパス

けた未来志向の人材育成に取り組んでいます。

風物詩です。

東急ジルベスターコンサート

TOKYU MUSIC LIVE
渋谷・Bunkamuraで、さまざまな音楽ジャンルの第一人者をプロデューサーに迎

個性を尊重し、常に時代の一歩先を行く教育を通じ、国際社会、とりわけアジアの

え、音楽の新たな楽しみ方を提案するコンサートを主催。4,000 名さまを無料でご

発展に貢献できる人材を育成しています。

招待しています。

公益財団法人五島美術館 （1959年設立）
国宝「源氏物語絵巻」など日本・東洋の美術品を収蔵し、分野別の所蔵品展や特
別展を開催。施設内の大東急記念文庫では、日本・東洋の古典籍を保存し、学術
研究者に公開しています。

公益財団法人とうきゅう環境財団 （1974 年設立）

多摩川の調布堰と黒松の林

渋谷・Bunkamuraで開催される大晦日恒例のコンサートに協賛。豪華出演者が
奏でるカウントダウン曲の演奏終了とともに新しい年を迎える、華やかな大晦日の

【亜細亜大学】 ※亜細亜大学短期大学部は、学生の募集を停止しました。

五島美術館

© K. Miura

幼稚園から大学までを擁する学園の総合力で、健全な精神と豊かな教養を身につ

学校法人亜細亜学園 （1941年設立）

亜細亜大学 硬式野球部

東急ジルベスターコンサート

TOKYU MUSICAL PROGRAM

TOKYU MUSIC LIVE

〜 FOR TEENAGERS〜

© 田中克佳

10 代のお子さまに本場ブロードウェイミュージカルを鑑賞していただくイベントを、
「東急シアターオーブ」で開催。13 ～19 歳のお子さまを対象に親子ペアで1,800
名さまをご招待しています。

TOKYU MUSICAL PROGRAM

東急オトナプログラム

多摩川とその流域の環境保全・改善に関する研究・調査への援助や小学校への

「年齢を重ねるにつれて、優れて立派になる」とい
2016 年 10 月から11月にかけて、

環境学習副読本の配布などの活動を通じて、多摩川らしい姿を取り戻すさまざま

う意味の古語「ねびまさる」
をコンセプトに「東急オトナプログラム」
を開催。40 代

な再生努力の支援を行っています。

以上の方を対象に、オトナの知的好奇心を満たす、東急グループならではのさまざ

東急オトナプログラム

まな体験型プログラムを実施しました。

公益財団法人とうきゅう留学生奨学財団 （1975 年設立）
日本の大学院で学ぶアジア・太平洋地域からの留学生に対し、奨学金給付などを
とうきゅう留学生奨学財団

とうきゅうキッズプログラム

通じた支援を行っています。設立以来、これまでに 28 の国と地域、約 850 名の留

小学生のお子さまを対象に、親子で一緒に職業経験や施設見学、ものづくりなど

学生を支援しました。

のプログラムにチャレンジしていただく体験型のイベントで、毎年冬に開催してい
ます。2016 年度は全 27コースを実施予定です。KIDS DESIGN AWARD 2016

公益財団法人五島記念文化財団 （1990年設立）

とうきゅうキッズプログラム

の「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門」
でキッズデザイン賞を受賞
しました。

オペラ・美術の分野で優秀な新人への顕彰・助成、日本のオペラ団体による日本人
原作、創作のオペラ公演への助成を通じて、文化的で豊かな社会の実現に貢献し
五島記念文化賞贈呈式

ています。

東急会
日本全国 23 地区と、タイ・インドネシア・シンガポールの海外 3 地区で「東急会」
を組織しています。
約 40 年前の発足以来、
清掃活動や文化講演会、
スポーツイベン
ト、音楽コンサートなどの活動を行っています。
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とうきゅう森の探検隊（上信越東急会）
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in Japan

ビジネスエリア

北海道で
Topics：国際スキーリゾートとして世界各国から
スキー・スノーボーダー客が集まる北海道ニセコエ
リアで、
スキー場「ニセコマウンテンリゾート グラン・
ヒラフ」を運営しています。

日本全国で、
「美しい生活環境」を
提案しています。

Sapporo
Niseko

ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ

東急グループは、不動産の開発や、ホテル、商業施設、レジャー施設、リゾート施設の運営を、

東北で

首都圏以外の日本各地でも行っています。

Topics：2016 年 7月、東北の空の玄関口となる

こうした事業を通じて、各地域の街の活性化や観光地としての魅力向上に貢献しています。

仙台空港の運営事業を開始。国が管理する空港

ここでは、各地域での主な施設や事業を紹介します。

の、
全国初の民営化案件として注目されています。
仙台空港

関西で

Sendai

Topics：2015 年 11月、大 阪の万博 記 念 公園 内

Topics：2015 年4月、大 阪 市 内に「もりのみや

に、日本初の IMAX ® 次世代レーザーと4DX を導

キューズモール BASE 」を開業。屋上にエアトラッ

入したシネマコンプレックス「109 シネマズ大阪エ

クを設置したほか、ココロとカラダの健康をサポー

キスポシティ」
を出店しました。

トするさまざまな店舗が出店しています。

Niigata

関東で

もりのみやキューズモール BASE

Nagano

Topics：企業に対し、東急線沿線を中心に会員制

Kanazawa

サテライトシェアオフィス「NewWor k」
を展開す
Saitama
Sagamihara

IMAX® 次世代レーザー

Okayama
Hiroshima

九州・沖縄で

Kobe

Kyoto
Osaka
Sakai

Nagoya

Shizuoka

るほか、全国のシェアオフィスなどとも提携し、効

Tokyo
Chiba
Kawasaki

率的で快適な働き方を提案しています。

Yokohama

Hamamatsu

Kitakyushu

Topics：沖縄県宮古島市で、東洋一美しいといわ

NewWork 自由が丘

Fukuoka

れる与那覇前浜ビーチを臨むリゾートホテル「宮
古島東急ホテル &リゾーツ」
を運営しています。

中国・四国で

Kumamoto

宮古島東急ホテル & リゾーツ

中部で

Topics：日本全国で道路建設事業を手掛ける世

Topics：2016 年11月、長 野 駅（JR・長 野 電 鉄）

Topics：2016 年10月、石川県金沢市に「東急ハ

紀東急工業では、中国・四国エリアにおいても1

からほど近い好立地に「長野東急 REI ホテル」
を開

ンズ金沢店」を開業。
東急ハンズとしては、北陸エリ

支店 5 営業所と 3 つの工場を設け、地域に根ざし

業。
信州エリアのビジネスやレジャーに便利です。

アで初めての出店となります。

た事業を展開しています。
Naha

長野東急 REI ホテル

東急ハンズ金沢店

Miyakojima

高知西バイパス
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ビジネスエリア

in the World

東急グループは、アジアを中心に、アメリカ、オーストラリアなどで事業を行っています。

シンガポールで
＜主な事業活動＞

ベトナムで

インドネシアで

＜主な事業活動＞

日系企業の現地工場建設や大型ショッピン
グセンターの大規模改修工事を受託
東急ハンズの現地直営店を 2 店舗出店し、
日本で人気の生活雑貨や日本製ステーショ
ナリーを販売

＜主な事業活動＞

ホーチミン近郊ビンズン新都市で、
住宅・商
業施設・業務施設からなる
「東急ビンズンガー
デンシティ」の開発プロジェクトを推進

大規模分譲マンションプロジェクトを推進

日本で手掛けるバス事業のノウハウを生か
を運行
し、路線バス「KAZE SHUTTLE」

日系企業の現地工場建設や工業団地の造
成工事を受託

東急ハンズサンテックシティ店

KAZE SHUTTLE

高級コンドミニアムや駐在員向けホテルレ
ジデンスの開発

分譲マンション「BRANZ BSD」
（イメージ）

各地域の企業や人々と信頼関係を築きながら、現地の発展に貢献しています。
ここでは、事業を展開しているエリアごとに、代表的な企業と事業を紹介します。

東急商業發展（香港）有限公司

タイで

●

ゴールデン・
トウキュウ・コンストラクション

●

in Asia
東急不動産諮詢（上海）有限公司
東急商務諮詢（上海）有限公司
●東急麗邦投資諮詢
（上海）有限公司
●

東急建設ダッカ事務所

●

●

＜主な事業活動＞

●

TOK YU LAND US

ミャンマーで
＜主な事業活動＞

日本人駐在員とその家族を主たる顧客とす
る賃貸住宅事業を展開

現地企業との合弁会社を設立し、建設事業
を展開

住宅や鉄道などの建設工事を受託

大型高架道路の舗装技術を指導するなど、
現地のインフラ整備・建設にかかわる技術・
ノウハウを提供

百貨店の運営ノウハウを生かし、
ファッショ
ン・ビューティー関連商品の販売店舗を出店

ヤンゴン市レダン高架橋

バンコク東急百貨店パラダイスパーク店

in USA

東急房地産股份有限公司

●

チョウカンチャン・トウキュウ コンストラクション
バンコク東急百貨店
●サハ東急コーポレーション
●
●

●
●

ベカメックス東急
ベカメックス東急バス

東急建設シンガポール事務所

●
●

TOKYU HANDS SINGAPORE

バングラデシュで
＜主な事業活動＞

マウナ ラニ リゾート（オペレーション）
●マウナ ラニ リアルティ
●

ハトモハジ・ダン・カワン
トウキュウ・コンストラクション・インドネシア

●
●
●

ヤンチェップ サン シティ
セント アンドリュース プライベート エステート

●

＜主な事業活動＞
世界有数のリゾート地マウナ ラニ リゾー
ト内で、ラグジュアリーホテル「マウナ ラニ
ベイ ホテル ＆ バンガローズ」や、ゴルフ場、
スパを運営

アメリカで
＜主な事業活動＞
マンハッタン・プラザ地区の 47 階建て複合
ビル「425 パーク・アベニュー」の再開発事
業に参画

パシフィック・アイランズ・ディベロップメント

TOKYU LAND INDONESIA

●

ハワイで

●

オーストラリアで
＜主な事業活動＞
オーストラリア西部のヤンチェップ地区で、
を超える
7,000 ヘクタール（販売済区画含）
大規模な街づくりプロジェクトに参画。宅地
分譲や事業用地開発、
インフラ整備を推進

「車両基地造成工事」受注の調印式
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西豪州・ヤンチェップ地区

＜主な事業活動＞
対日不動産投資のサポート事業を展開
東急房地産股份有限公司が入居するビル

in Oceania
パラオで
＜主な事業活動＞
太平洋を望むミクロネシア地域随一のビー
チリゾートホテル「パラオ パシフィック リ
ゾート」を運営。地域初の水上バンガローを
増築

425 パーク・アベニュー（イメージ）
マウナ ラニ リゾート

鉄道関連の建設工事を受託

台湾で

パラオ パシフィック リゾート

上海で
＜主な事業活動＞
マンション開発やサービスアパートメントの
運営受託
現地富裕層向けの不動産コンサルティング
事業を展開
サービスアパートメント「東和公寓」

香港で
＜主な事業活動＞

SHIBUYA109 の海外 1 号店を出店し、渋谷

の最新トレンドや日本のヤングファッション
カルチャーを発信

SHIBUYA109（香港・ハーバーシティ店）

TOK YU GROUP GUIDE
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東急グループのあゆみ

次代に向けた「美しい時代」を見据えて
その実現に挑戦し続けてきた東急グループのこれまで。
1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

2000

2010

1918 年

1940 年

1958 年

1976 年

1989 年

2006 年

• 目黒蒲田電鉄の母体、
田園都市株式会社を創立

• 東横車輛工事

• 上田丸子電鉄（現：上田交通）
がグループ入り

• 東急ハンズ設立

• 複合文化施設｢Bunkamura（
｣ 渋谷）
を開業

• 東急商業開発と東急マーチャンダイジング アンド マネージメントが合併

（現：東急テクノシステム）
を設立

1977 年

1959 年
を設立、
• 伊東下田電気鉄道（現：伊豆急行）
1961年伊東～伊豆急下田間が開通

1948 年
• 会社再編成に伴い
百貨店業を分離、
東横百貨店
（現：東急百貨店）
を設立

1922 年
• 東京急行電鉄の前身、
目黒蒲田電鉄株式会社を創立

1923 年
• 目蒲線目黒～蒲田間が全線開通
（現：目黒線および東急多摩川線）

• 多摩川台住宅地（現・田園調布）
を販売開始

• 東急建設を設立

• 東急エージェンシーを設立

1949 年
• 東京急行電鉄、
東京証券取引所に再上場

1965年
1953 年
• 東急不動産を設立

• 田園都市株式会社を合併

• 新日本興業

（現：東急レクリエーション）
が

1929 年

グループ入り

• 大井町線大井町～二子玉川園
（現：二子玉川）
間が全線開通

1956 年
• 東横興業

1932 年
• 東横線渋谷～桜木町間が全線開通

（現：東急ストア）
を設立

• 渋谷東急ビル

（その後の東急プラザ渋谷。

1957 年
が
• 定山渓鉄道（現：じょうてつ）
グループ入り

• 東横百貨店を開業

東急グループのルーツ、
“街づくり”とともに始まった鉄道経営
急グループのルーツは、1922 年に創立された「目
黒蒲田電鉄（東京急行電鉄の前身）
」です。同社は、

• たまプラーザ テラスをグランドオープン
• クラモ鷺沼開業

1997 年
• クイーンズスクエア横浜
（横浜・みなとみらい）
が街びらき

• 渋谷マークシティを開業

• たまプラーザ東急 SC を開業

• グランベリーモールを開業

• あべのキューズモール開業

2000 年

このように東京急行電鉄は、創業時から、単なる鉄道会社

• 渋谷ヒカリエがグランドオープン
• 東急ベルサービス開始

• 東急ホテルマネジメント
（現：東急ホテルズ）
を設立
• セルリアンタワー（渋谷）
を竣工、
セルリアンタワー東急ホテル開業

2013 年
• 東横線が東京メトロ副都心線との相互直通運転を開始
• 東急不動産ホールディングス設立

• 東急リアル・エステート・
インベストメント・マネジメント設立

• つきみ野～中央林間間が開通し、
田園都市線が全線開通

1988 年
• 東急ハーヴェストクラブ開業

2015 年
• 二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケットが開業
• ハラルフードサービス設立

2004 年

1984 年

東

2012 年
• 東急プラザ表参道原宿開業

2001 年

• みなとみらい線 開業に伴い、
東横線が相互直通運転を開始

2016 年
• 東急プラザ銀座を開業

• グランクレールあざみ野、
グランケアあざみ野開業

• 家庭向け電力小売サービス 東急でんきの提供を開始

半世紀以上にわたるグループ最大の
プロジェクト「東急多摩田園都市」の開発
として計画した交通機関です。

2011 年
• 二子玉川ライズ･ショッピングセンターを開業

1982 年
• 東急道路と世紀建設が合併、
世紀東急工業を発足

• クレジット・イチマルキュウ（現：東急カード）
を設立

1972 年
• 東急リバブル設立

• 東急キャピトルタワーが竣工、ザ･キャピトルホテル 東急を開業

• 東急ステイ開業

• 東急有線テレビ（現：イッツ･コミュニケーションズ）
を
設立、
1987 年開局

• 東急コミュニティー設立

2010 年
• 二子玉川ライズ タワー＆レジデンスが竣工

• 世田谷ビジネススクエア開業

（現：マウナ ラニ ベイ ホテル & バンガローズ）
を開業

1967 年
• 東急百貨店本店が開店

• 汐留ビルディング開業

1993 年

1983 年
• マウナ ラニ ベイ ホテル

1966 年
• 田園都市線
溝の口～長津田間が開通

2007年

• 東急バスを設立、
東京急行電鉄から
バス事業を分離し、
営業開始

• あすみが丘ニュータウン開発開始

2015 年閉館）開業

1970 年

1934 年

東

• 新玉川線（現：田園都市線）
渋谷～二子玉川園
（現：二子玉川）間が開通

1979 年
• ファッションコミュニティー109
（現：SHIBUYA109）
を開業

• 東急多摩田園都市、
最初の区画整理事業として
野川第一地区が完成

（新会社名：東急モールズデベロップメント）

1991 年

1978 年
• 東急ハンズ渋谷店を開業

1961 年
1962 年

1928 年

急多摩田園都市の開発事業は、
洗足･田園調布などの
高級住宅地開発のノウハウを引き継ぎ、
人口過密が見

• 仙台空港の運営を開始

暮らしに彩りを与える
多様なサービス事業を展開
東

急グループは、街づくりを進めていくなかで、生活
サービス事業、ホテル・リゾート事業など、街での生

1923 年に目黒～蒲田間全線を開通した目蒲線を運営する

ではなく、沿線の「街づくり」も行いながら、そこに住む人々

込まれる東京で優良な住宅地を供給することを目的に、
1953

活に必要なものを提供する事業も次々と生み出してきまし

鉄道会社として発足しました。この目蒲線は、
1918 年以

の「美しい生活環境の創造 」を追求してきました。そして、

年にスタートしました。以来、
半世紀以上にわたって開発を

た。商業施設、
ホテルやリゾート、高齢者向け住宅やサービ

来、洗足と田園調布の土地開発を進めていた田園都市株式

今や年間輸送人員が 11 億人を超す鉄道会社へと発展を遂

進めてきた「東急多摩田園都市」は、
開発総面積約 5,000 ヘ

ス、
劇場や美術館などの文化施設、学校、病院など、人々の暮

会社（1928 年に目黒蒲田電鉄と合併）が、街づくりの一環

げました。

クタール、
人口約 61万人（2016 年 4月1日時点）
と、
民間主体

らしや人生のさ

の街づくりとしては、
国内

まざまな場面で

最大規模を誇っています。

必要な多くの事

このプロジェクトで培われ

業を展開し、
日本

た都市開発ノウハウが、
後

全国、そして海外

のプロジェクトにも大いに

へと事業エリア

1932 年当時の田園調布
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1930 年代当時の渋谷

田園都市線溝の口～長津田間開通
（1966 年） 新玉川線渋谷～二子玉川園間開通
（1977年）

生かされています。

東急多摩田園都市（1966 年）

を広げています。

SHIBUYA109

TOK YU GROUP GUIDE
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東急グループ会社名一覧

（ 2016 年 9 月末日現在）

あ

き

（株）赤坂エクセルホテル東急

（株）北長野ショッピングセンター

（学）亜細亜学園

（一社）キッズコーチ協会

網走交通（株）

（株）キッズベースキャンプ

（株）アルベログランデ

（株）協同技術センター

せ

東急建設（株）

世紀東急工業（株）
（株）セルリアンタワー東急ホテル

東急：さ

く

（株）石勝エクステリア

（株）クイーンズイースト

（株）石勝グリーンメンテナンス

（株）熊本東急レクリエーション

た

クマレキ工業（株）

（株）伊豆観光ホテル
（株）伊豆急ケーブルネットワーク

東急商業發展（香港）有限公司

（株）高松東急REI ホテル

東急商務諮詢（上海）有限公司

（株）タングラム斑尾

東急ステイ（株）

（株）ケーブルテレビ品川

ち

中外エンジニアリング（株）

伊豆急東海タクシー（株）

こ

べカメックス東急バス（有）

（株）東急モールズデベロップメント
ほ

房総興発（株）
北海道東急ビルマネジメント（株）

東急ライフィア（株）

PT. TOKYU LAND INDONESIA

（株）東急ストア

TOKYU LAND US CORPORATION

（株）東急スポーツオアシス

東急リアル･エステート･インベストメント･マネジメント（株） マウナ ラニ リアルティ（株）

東急スポーツシステム（株）

て

（株）東急設計コンサルタント

東急セキュリティ（株）

ゴールデン・
トウキュウ・コンストラクション（株）

東急メディア・コミュニケーションズ（株）

ベカメックス東急（有）

（株）東急ステーションリテールサービス

チョウカンチャン・トウキュウ コンストラクション（株）

（学）五島育英会

東急：ま

東急：ら

東急ステイサービス（株）

け

（株）伊豆急コミュニティー

東急麗邦投資諮詢（上海）有限公司
東急リゾート（株）

ま

マウナ ラニ リゾート
（オペレーション）
（株）
（株）松江エクセルホテル東急

（株）東急リゾートサービス

（株）松本東急RE I ホテル

伊豆急ホールディングス（株）

（公財）五島記念文化財団

（株）ティーアール・サービス

（株）東急セブンハンドレッドクラブ

東急リニューアル（株）

（株）松山東急REI ホテル

イッツ・コミュニケーションズ（株）

（公財）五島美術館

（株）ティー・アール・フーズ

（株）東急総合研究所

東急リネン・サプライ（株）

（株）マリモコミュニティ

（株）イメージスタジオ・イチマルキュウ

Connected Design（株）

（株）インターナショナル レストランサービス

コミュニティワン（株）

T LCゴルフリゾート（株）
さ
う

（株）ザ・キャピトルホテル 東急

東急テクノシステム（株）
東急テックソリューションズ（株）

（株）東急レールウェイサービス

（株）東急トランセ
東京急行電鉄（株）

（株）ウェルネス広島

（株）札幌東急ホテルズ

東建産業（株）

東急バス（株）

（株）名古屋栄東急REIホテル

（株）東急ハンズ

（株）名古屋東急ホテル

し

TOKYU HANDS SINGAPORE P te. Ltd.

（株）富山エクセルホテル東急

東急アセットマネジメント（株）

（株）下田東急ホテル
下田ロープウェイ（株）

か

（株）鹿児島東急REIホテル

（株）じょうてつ

（株）東急百貨店サービス

ニッポンレンタカー北海道（株）

東急ファイナンス アンド アカウンティング（株）

東急ウェルネス（株）
（株）東急エージェンシー

（株）湘南コミュニティー

（株）東急エージェンシー ビジネスサービス

東急不動産（株）

（株）東急エージェンシープロミックス

東急不動産アクティビア投信（株）

神大病院パーキングサービス（株）
東急：か
す

（株）スリーハンドレッドクラブ

東急カード（株）
（公財）とうきゅう環境財団

（株）関西東急ホテルズ

東急軌道工業（株）

（株）関東東急ホテルズ

東急グリーンシステム（株）

（財）
トウキュウファンデーション（ハワイ）

（株）白馬東急ホテル
パシフィック・アイランズ・ディベロップメント（株）
（株）ハトモハジ・ダン・カワン
（株）羽田エクセルホテル東急

東急不動産諮詢（上海）有限公司
東急不動産ホールディングス（株）

（株）横浜ベイホテル東急

ライフ＆ワークデザイン（株）

（株）博多エクセルホテル東急

東急不動産キャピタル・マネジメント（株）

（株）東急不動産次世代技術センター

横浜コミュニティ放送（株）

ら
は

東急不動産 SCマネジメント（株）
東急不動産コンフォリア投信（株）

（株）吉川カントリー倶楽部

（株）日本住情報交流センター

東急ファシリティサービス（株）

（株）じょうてつケアサービス
新世紀工業（株）

に

ニセコ東急リゾート（株）

東急ビルメンテナンス（株）

よ

用賀熱供給（株）

（株）東急百貨店

（株）東急ウィル

勝山高原開発（株）

TOK YU GROUP GUIDE

（株）東急ＢＥ

（株）東急イーライフデザイン

や

（株）成田エクセルホテル東急

（株）東急ビッグウィークステーション
東急：あ

渋谷地下街（株）

オスト（株）

（株）宮古島東急ホテル＆リゾーツ

ヤンチェップ サン シティ（株）

（株）東急パワーサプライ

渋谷駅街区開発（株）

（有）大多喜城ゴルフ倶楽部

宮古観光開発（株）

やまびこ工業（株）

東光食品（株）

（株）芝山ゴルフ倶楽部

（株）大阪東急ホテル

みちのく工業（株）

（株）ながの東急百貨店

東光サービス（株）
（株）東光フローラ

お

（株）三木よかわカントリー

な

札幌東急リフォーム（株）

エス・ティ・サービス（株）

関西カントリー（株）

東急：は

サハ東急コーポレーション（株）

エスティ建材（株）

遠軽通運（株）

（株）東急レクリエーション

み

と

（株）猿島カントリー

エル・スタッフ（株）

（公財）とうきゅう留学生奨学財団

（株）東急タイム

（株）ティエスコミュニティー

（株）上田東急REIホテル

え

東急リバブルスタッフ（株）

（株）TCフォーラム

（株）桜サービス

上田電鉄（株）

東急：た

（株）東急RE I ホテル・ウエスト

佐倉ゴルフ開発（株）

上田交通（株）

（株）金沢東急ホテル

東急リバブル（株）

T Hハウジング（株）
（株）ティー・エイチ・プロパティーズ

（株）インフィールド
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（株）ファイブハンドレッドクラブ

（株）東急ホテルズ

東急社宅マネジメント（株）

（株）孝松工務店

玉原東急リゾート（株）

（株）伊豆急物産

ふ

へ

東急住宅リース（株）

第一ビルサービス（株）

（株）グランドオークゴルフクラブ

（株）伊豆急ハウジング

東急房地産股份有限公司
（株）東急ホームズ

東急ジオックス（株）

（株）イーウェル

伊豆急行（株）

ひ

（株）広島東急レクリエーション

東急保険コンサルティング（株）

（株）セントラルフーズ

い

伊豆観光開発（株）

（株）東急コミュニティー
（株）
トウキュウ・コンストラクション・インドネシア

仙台国際空港（株）

東急不動産ローン保証（株）
（株）東急文化村

セント アンドリュース プライベート エステート
（株）

（株）京都東急ホテル

（株）伊豆今井浜東急ホテル

（株）東急グルメフロント

ハラルフードサービス（株）
（株）バンコク東急百貨店

り

（株）リッチフィールド美浦
リバブルアセットマネジメント（株）
れ

レジデンシャルパートナーズ（株）

ハンズラボ（株）
（株）ハンターマウンテン塩原

TOK YU GROUP GUIDE
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［ 発行 ］
東京急行電鉄株式会社 社長室 広報部
〒150 -8511 東京都渋谷区南平台町 5 - 6
［ 発行年月 ］

2016 年12月
［ 東急グループお客さまご案内窓口 ］
東急お客さまセンター

TEL：03 - 3477- 0109 FAX：03 - 3477- 6109
お電話の受付時間：月〜金 8：00 〜19：00
土日祝 9：30 〜17：30（年末年始などを除く）
［ 東急グループ Webサイト ］

http://tokyugroup.jp/

