東急バス株式会社

会社案内

Tokyu Bus
Corporation

〒 153‒8518 東京都目黒区東山三丁目８番１号

TEL.03‒6412‒0109 FAX.03‒6412‒0205
http://www.tokyubus.co.jp

Safety and security
at the destination
We will keep running
安全・安心を目的地に
私たちは走り続けます

私たち東急バスは、85年以上もの長きにわたり
東急沿線地域の交通インフラとして貢献してきました。
「すべてのお客さまに、安全・安心なバスサービスを」
という思いを胸に、
これからも、バス事業の新しい価値を創造し
お客さまの信頼に応え続けていきます。
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1 Safety Management

安全・安心なバス交通を
すべてのお客さまに
バスをご利用になるすべてのお客さまに、安全・安心な輸送をご提供
することが、東急バスが最も遵守すべき責務です。運輸安全マネジ
メント制度に基づき「安全方針」を制定し、従業員から経営トップまで、
「安全はすべてに優先」を胸に刻み、日々の業務に当たっています。

Training & Education

運輸安全マネジメントの導入にはじまる、
「安全・安心」への取り組み
「定められた基準よりも厳しく」。それが東急バスの安全に対する姿勢です。
運輸安全マネジメント制度とは、経営トップから現場まで一丸となり安全管理体制を構築・改善することにより、
輸送の安全性を向上することを目的として、国土交通省が定めたものです。

コミュニケーション・情報伝達・共有

経営トップや安全統括管理者が積極的に
営業所を訪問し、点呼・アルコールチェ
ック等の実施状況を確認しています。ま
た、役員講話や職場意見交換会、チー
ム会議、事故防止研究会を実施するなど、

当社では、運輸安全マネジメント制度に基づき作成した安全管理規程に則り、
「安全方針」と「重点施策」を定め、

本社・現場に関わらずすべての従業員が、

全社一丸となって輸送の安全確保を図っています。

安全に対する意識を高めあっています。

定期的に開催されるチーム会議。事務員や工場員

ミーティングでは若手・ベテランにかかわらず、活

も参加し、意見を交換します。

発に発言をします。

安全方針
●安全はすべてに優先

その他の取り組み

私たちは、安全な運行・車両を提供するとともに、お客さまの安全を最
優先に行動することにより、一致団結して輸送の安全を確保します。
●法令や規則を遵守

• 車両および機器整備

• アルコールチェック

私たちは、輸送の安全に関する法令や規則を遵守し、厳正かつ忠実に職
務を遂行します。
●推測に頼らず、必ず確認
私たちは、職務の実施にあたり、推測ではなく、常に輸送の安全に関す
る状況を確認し、情報は正確かつ迅速に伝えます。
●問題意識を持ち、変革に挑戦
私たちは、常に輸送の安全の確保に向けた問題意識を持ち、安全におけ
る PDCA サイクルを徹底することにより、変革に挑戦します。
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ドライブレコーダーで車内外の様子を常時記録し、安全対策

補助ミラーの設定やリヤ広角レンズの取り付

乗務前後に複数回のチェックで、飲酒運転防止

やお客さまサービスに活用しています。

け等、車両周辺の視認性向上を図っています。

に努めています。
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2 Capacity building

バス乗務員の
職務能力向上と教育
地域の皆さまに安全にバスをご利用いただくために、東急バスではバ
ス乗務員の運転技術向上に努めています。定期的に開催する安全運
転コンテストをはじめ、手厚い養成制度で安全運転意識の高いバス
乗務員を育成します。

Training & Education
乗務員養成制度

Commendation

｢東急」のノウハウを活かしプロの乗務員を養成

安全運転コンテスト

「安全」を守る技術を常に磨き続けるために

当社で働くプロの乗務員を養成するために、東急ドライビングスクールで養成を行っています。

乗務員が常に安全に対する意識を高められるよう、運転技術を競うコンテスト「D-1 グランプリ」を定期的に開催しています。

質の高い運転技術を身につけることで、安全・安心・快適を実現しています。

優勝チームには社長より表彰があり、乗務員のモチベーションアップにもつながっています。

養成が行われる東急ドライビングスクール
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養成中は実車およびシミュレーターで、職務中に起こり

営業所内でも、実車での研修を行い、ベテラン乗務員

山口社長が開催の挨拶を行いました。D-1 グランプリ

うる危険と注意点について学びます。

が現場に即した運転技術を指導します。

は会社を挙げてのイベントとなっています。

2015、2016 年は他のバス事業者と共同で開催しました。

養成社員の声

指導教官の声

当社の乗務員養成制度は、約 1 カ月の大型二種免許取得期間と、免

当校で、大型二種免許を取得し、東急トランセのサービス・プロバイ

2016 年のD-1 は他のバス会社様と共同で開催され、

許取得後の運転技術向上に取り組む教習がセットになった、最長で３

ダーになる皆さんには、運転技術はもとより、安全運転への意識や、

公共交通を支えるバス会社の仲間として、お互い安全

カ月間のプログラムです。免許取得の際には、シミュレーターを用いて

より快適な乗り心地をご提供するための心構えなど、
「技術」と「意識」

への意識を高めあえた大会となりました。多くのチー

の飛び出しや接触事故など、実際の車では体験できないさまざまな危

の双方をしっかりと身につけていただき、ドライビングスクールを卒業

ムが参加した中で良い成績を残せたことは、非常に喜

険を体感することで、安全運転への意識を高める教習も用意されてい

してもらうことを目指して指導しています。

ばしいことだと思っています。

ます。路上に出る前に安全についての考え方の基礎を固めることがで

安全運転への意識は、ここが最終地点ということはありません。各々

年に一度行われるこの大会を一つのきっかけとして、

き、乗務員にとって重要な研修の一つだと考えています。

が自分なりの課題を持ち、向上心を持って教習に取り組んでいただき

乗務員全員が安全運転への志を再認識できればと考

たいと思っています。

えています。

運転難度が高いコースを再現し、運転技術を審査員が
採点します。

2016 年優勝チームの声
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3 Our Business

東急バス・
東急トランセの両輪で
地域に貢献
東急バスでは、地域のお客さまにより安全・安心・快適にバスをご利
用いただくため、100 ％子会社の東 急トランセを設立いたしました。
これにより、経営・技術の双方からバス事業の発展に寄与しています。

Training & Education

People to support the Business

東急バスと東急トランセの関係

バス事業を支えるスタッフ

一部の路線を東急トランセに運行委託することで、より広い路線をカバーし、さまざまなサービスを展開しています。

日本一のバス会社を目指す当社にとって、現場力の高さが自慢です。

東急バスと東急トランセの両社でシナジーを発揮し、地域の皆さまに貢献していきます。

マネジメントスタッフ、乗務員、整備士が三位一体となった現場力で、より安全で心地よいサービスを目指しています。

株式会社
東急トランセ

東急バス株式会社
両社で
安全・安心・快適な
バス事業を実現

経営マネジメント
各営業所の管理

マネジメント
スタッフ
management staff

経営戦略の立案や、新規事業の創出、また各
種法令に則った運行マネジメントを行っていま
す。また、各営業所において、乗務員や整備

受託路線の運行

士の労務管理も行っています。

観光バスの運行

自社路線の運行

• 本社事務員（東急バス）
• 営業所事務員（東急バス）
• 営業所サービス・スタッフ（東急トランセ）

自社路線の運行

乗務員
driver

バスに乗車し、各路線の運行やお客さま対応

営業エリア
東急線沿線を主な運行

渋谷
東京都

エリアとしています。
当社の主な運行エリア

その他の鉄道線
(一部省略)
都県境

を行っています。最もお客さまに身 近な存 在
目黒

二子玉川
新百合ヶ丘

大井町

自由が丘

大森

溝の口

たまプラーザ
青葉台
新横浜

武蔵小杉
日吉
綱島

です。

品川

三軒茶屋
成城学園前

東急線

• サービス・クルー（東急バス）
• サービス・プロバイダー（東急トランセ）

蒲田

整備士
mechanic

川崎
神奈川県

• 工場員（東急バス）
• サービス・エンジニア（東急トランセ）
バスが安全に運行できるよう、車体の整備を行
っています。乗務員と綿密に連携しながら、自
分の目で見て触り、安全を陰で支えています。
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A Various Bus Service

通勤時間･深夜時間帯バス

貸切バス

• 通勤高速バス

近距離の遠足や送迎には、路線バスの貸切を承ります。また、東急ト

朝のラッシュ時間帯に、多摩田園都市の住宅地（虹が丘営業所）から、
池尻大橋駅・渋谷駅へ乗り換えなくダイレクトにご乗車いただける、
通勤高速バス「TOK YU E-Liner」を運行しております。新聞を読む、

ランセでは、ハイグレード観光バス車両「東急トランセプレミアム」を
導入するなど、貸切バス事業を強化しており、募集型企画旅行（バス
ツアー）として「東急バス紀行」を実施しています。

音楽を聴く、二度寝を楽しむなど、目的地までゆったり座って、快適

バスにできることを、
追求し続けます

な通勤ライフをお楽しみください。

• 深夜バス
鉄道線のダイヤと連携して、ご帰宅が深夜時間帯になっても、終電車
近くの深夜１時頃まで運行するように対応しております。

• 深夜急行バス
終電車に乗り遅れても帰宅できる深夜急行バス「ミッドナイトアロー」。

これまで東急バスでは、鉄道や飛行機との連携や、直

現在、東横線・田園都市線沿線および港北ニュータウン方面に向け、
渋谷駅を起点に新横浜線・二子玉川線・宮前平線・青葉台線・ニュー

行便の増設、また、深夜時間帯の運行、企業や学校と

タウン線の５路線を運行。休日前は増便運行も行っています。

の契約輸送といったニーズに積極的にお応えし、実現
してきました。バスにできること、バスだからできるこ

公益社団法人日本バス協会に「安全性評価認定」されたセーフティバスマーク
です。貸切バスを利用されるお客さまが、安心してバスを選択できるよう、安
全に対する取り組み状況が優良なバス会社であることを示すマークです。東
急バス、東急トランセは、最高水準である三ツ星の評価認定を受けています。

とを考え続け、当社はこれからも、お客さまにご満足

その他バスサービス

いただけるさまざまなサービスを提供し続けます。

• 契約輸送
お客さまのニーズに対応したきめ細やかな輸送形態として、契約輸送

Our Bus Service

に力を入れています。企業や学校への移動手段として、運行時刻や発

毎日の輸送から、直行・貸切まで。
バスの力でさまざまなニーズに応える

着場所はもちろん、バスの座席やカラーリングにまでお客さまのご要
望にお応えしています。

バスを支えるさまざまなサービス
皆さまのバスをもっと楽しく、もっと便利にするために、多種多様なバスサービスを提供しています。

運賃サービス
バス事業

• 1日乗車券·全線定期券
東急バス１日乗車券および東急バス全線定期券は、お客さまに東急バ

高速乗合バス

• 一般路線バス

行楽地への直行便として、富士山・河口湖エリアの他、渋谷と四国今

おります。

東京地区にて48 路線、神奈川地区にて49 路線、合計で 97 路線を

治をダイレクトに結ぶ高速路線を運行しています。

• ICカード 「PASMO」サービス

2016 年 7 月には期間を限定して、渋谷と長野県上高地へのアクセス

• コミュニティバス

また、同年 12 月からは「渋谷マークシティ〜藤枝・相良線」、土曜日・

強化を目的とした高速路線を運行しました。

道路の幅が狭い、急な坂道が多いなど、大型バスの運行が困難な地

休日・特定日に「たまプラーザ駅・センター北駅〜三井アウトレットパ

域において、自治体および地域住民との協調にて実現した路線バス

ーク木更津線」の運行を開始しました。

小学生以下の小児運賃 50 円キャンペーンを行い、ご好評をいただいて

首都圏をはじめ、全国の鉄道やバスで利用可能なICカード「PASMO」
を、全路線で展開しています。また、PASMO・Suicaでの利用で、
バ ス 利 用 が お 得 に なるサ ー ビス「バ ス 利 用 特 典 サ ー ビス」や、

チ公バス）の「夕やけこやけルート（恵比寿・代官山循環）」などの運

PASMO・Suicaに東急バス全線１日乗車券を搭載する「IC定期券・
IC １日乗車券」サービスも実施しています。
2017 年 1 月からは、 東急カード(株 )との連 携により、 関東初となる
PASMOを活用した東急バス限定の自動チャージサービス「東急バス

行を行っています。

ノッテチャージサービス」を開始しました。

です。地域を細かくカバーしていますので、高齢者や障害者の皆さま
にも安心してご利用いただけます。現在、渋谷区コミュニティバス（ハ

定時性の向上を図るため、バス専用レーンの設置、さらには「PTPS」
（バス優先信号システム）の設置などの施策を行っています。

スをオトクにご利用いただけるサービスです。夏休みや冬休みなどには、

路線バス

運行しています。
（2016 年 3 月末）

バス優先信号システム

お客さまセンター
バス事業者としては初めて、お客さまのご要望やご意見を承る「お客さ

東急バスナビゲーションシステム
バスの 位 置 情 報（所 要

まセンター」を設置し、すばやくお客さまのご意見に対応し、スムーズ
に事業を運営するよう心がけています。

時 間・接 近 到 着 予 測 ）
がパソコンやスマートフ
ォンで確認できる「東急
バスナビ」を全エリアに
導入しました。 加えて、

空港･TDR 直行リムジンバス
羽田空港および成田空港への直行バス路線を運行しております。鉄道
利用では乗り換えが必要な地区から空港への直行路線バスで、座席定
員制なので、空港までゆったりとお過ごしいただけます。また、東京ディ
ズニーリゾート へ向け、たまプラーザ駅より直行バスを運行しています。
®

2016 年 12 月からは「大崎駅西口〜羽田空港線」の運行を開始しました。
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停留所へのバス接近を
３段 階でお知らせする
「バス接 近 表 示 機 」や、
バスターミナルで停留所に発車時間をカウントダウン表示する「バス発
車案内サービス」など、ICT 設備の導入を積極的に行っています。また、
東急バスホームページでは、すべての停留所時刻表を検索することが
可能です。
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Conscious Management

Environment

環境に配慮したバス車両の導入と整備
運行地域の環境に配慮し、バスの排気ガス中に含まれる黒煙の量を減らすための点検整備を行うほか、ハイブリッドバスなどの低公害車

人と環境に
やさしい経営を
推進

両を導入しています。
また、酸性雨の原因物質として知られている硫黄酸化物をつくる硫黄分を減少させる軽油を燃料として使用しており、車両と燃料双方から
低環境負荷を推進しています。

東急バスは、バリアフリー対応車両の導入やグリーン
経営認証取得など、すべての人と自然環境に配慮した
経営を推進しています。

Green Managements

グリーン経営認証の取得

ハイブリッド車は、走行速度に合わせてエンジンとモーターを切り替えて駆

健康増進法に基づき、バス停留所における禁煙も積極的にPRしています。バ

動することで、低燃費と有害排出物の低減を実現します。

ス停留所から灰皿を撤去することで、受動喫煙の防止にもつながっています。

Barrier-Free

すべての人に最適なサービスを提供するために
地域に暮らすすべての方に、より快適かつ気軽にバスをご利用いただけるよう、当社はバリアフリー対応車両の導入に取り組んでまいりま

当社は環境経営活動の一環として、2005 年 3 月にすべての営業所で、また

した。ノンステップバスを中心に、2016 年 3 月末の時点で 93.8%に達しており、ほぼすべてのバスが対応していることになります。

2011 年 3 月には本社で、交通エコロジー・モビリティ財団による「グリーン
経営認証」を取得いたしました。グリーン経営とは、国土交通省所管の外郭
団体である同財団が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づい

ノンステップバス

て、エコドライブの推進や低公害車の導入、省エネルギー対策など一定のレ

乗降口の段差が少ないので、

ベル以上の環境への取り組みを行っている運輸事業者（トラック・バス・タ
クシーなど）に対して、審査の上、認証・登録を行うものです。このグリーン
経営認証・登録は定期的な審査を実施して更新していくものなので、世代が
かわっても継続・発展させていくためには、持続的な取り組みと全従業員へ
の教育・指導が重要です。これからも従業員一人ひとりが地球環境への配慮

リフト付きバス、
スロープ板付きバス
リフト付きミニバスやスロー

お子さまやお年寄りまで、ど

プ板付きバスは、 車 椅 子の

なたでも乗り降りがしやすい

お客さまにも快適にバスをご

バスです。東急バスでは、全

利用いただけるよう、乗降口

車両の約 62％がノンステップ

に電動式リフトやスロープ板

バスです。

が配備されています。

を忘れないバス会社でありたいと考えています。

バリアフリー対応車両の内訳 (2016 年 3 月末現在)

グリーン経営推進マニュアルにおける認証評価項目の体系
１

12

ノンステップバス

555

環境保全のための仕組み・体制の整備

２

エコドライブの実施

３

低公害車の導入

４

自動車の点検・整備

５

廃棄物の適正処理およびリサイクルの推進

６

管理部門（事務所）における環境保全の推進

ベビーカーのお客さまの
ご利用について

両

以前は安全のためベビーカーは必ずたたんでご乗車いた
だいておりましたが、赤ちゃんを抱いて、たたんだベビー

total

835

スロープ板付きワンステップバス

280
両

カーを持ってのご乗車は大変な負担となります。多くの
お客さまからご意見をいただいたこともあり、赤ちゃんを
ベビーカーに乗せたままご利用いただけるよう、座席に
補助ベルトを設置した車両を導入いたしました。
（ご利用
いただけない車両もございます。また、車椅子のお客さ
まがご乗車の場合や、混雑時は車内スペースの都合上
たたんでいただく場合がございます）
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Conscious Management

TOKYU Group s Will

To keep being a bus loved by everyone in the region

地域の皆さまに愛されるバスであり続けるために

美しい時代へ

東急バスは皆さまに支えられ、2016 年に創立 25 周年を迎えました。日頃ご利用いただいているお客さまに、より愛されるバスとなるよう、
お子さまを中心とした地域の皆さまに楽しんでいただけるイベントを開催しています。
「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、

とうきゅうバスフェス

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。

2016 年 10 月 8 日に、新羽営業所において「とうきゅうバスフェス」を開催しました。車両展示会や「バスのひみつ 体験ツアー」など、親子連れでお楽しみいただける
催しをご用意し、たくさんの皆さまにご好評をいただきました。

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。

「バスのひみつ 体 験ツアー」での一コマ。
普段は見ることのできない車体の仕組みを

当社のキャラクターであるノッテちゃんも登

車両展示では、とても熱心に写真を撮ってく

関連グッズ販売も盛況でした。グッズは東

場しました。お子さまに大人気です！

ださるお客さまが多数いらっしゃいました。

急バスをもっと身近に感じていただくため

ご紹介しました。普段お客さまと触れ合う

にも欠かせません。

ことのないエンジニアも張り切っています。

［グループスローガン］

とうきゅう KIDS PROGR AM
ブランドプロモーションの一環として、東急グループが開催している「とうきゅう KIDS PROGRAM」。2016 年の同イベントでは、
「でっかいバスの運転士になろう！」
と銘打った体験コースを開催いたしました。グループ各社が用意する多彩なコースの中でも特にご好評をいただくことができました。

美しい時代へ——東急グループ

［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。

安全運転訓練車の車内機器に、ご両親も

本物の乗務員と同様、出車前の点呼も体

車体点検の一環として、車両下部の見学も

コースの最後には、修了証の授与も行いま

お子さまも興味津々です。

験しました。

行いました。大きなバスの仕組みに驚いて

した。将来のバス乗務員に期待です！

存在理念

［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。

います。

安心安全工場見学バスツアー
普段目にすることのないさまざまな場所の

●

市場の期待に応え、新たな期待を創造する。

●

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。

見学や体験を通じて、当社に関心を持って
いただくことを目的に、東山田営業所にて

経営理念

行動理念

［行動理念］

工場見学バスツアーを開催いたしました。

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。
当イベントで開催された「バスと綱引き」体験。大勢で引いて

イベント後日、参加者お一人お一人から感想文をいただきました。

もバスはびくともしません。
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［ 会社概要 ]
会社名

東急バス株式会社
（TOKYU BUS CORPORATION）

本社

〒 153‒8518
東京都目黒区東山三丁目８番１号

資本金

33 億円

設立年月日

1991 年 5 月 21日（登記）

営業開始日

1991 年 10 月1日

事業内容

自動車運送事業／不動産賃貸業／
旅行業法に基づく旅行業

株主

東京急行電鉄株式会社 100％

