
84

4 東武グループの概要
グループ事業

　東武グループは2022年3月現在、東武鉄道及び連結子会社78社、持分法適用会社3社を連結の範
囲とし、運輸事業、レジャー事業、不動産事業、流通事業、その他事業の5つのセグメントから構
成されています。
　2021年度の東武グループの営業収益は5,060億円、2021年度末の従業員数は19,621人となっていま
す。

2021年度

82社

運輸事業　
　28社
　　34.1％

　不動産事業
3社
3.7％　

レジャー事業
23社
28.1％

  流通事業
12社
14.6％

  流通事業
1,347億円
26.6％

  その他事業
16社
19.5％

  その他事業
484億円
9.6％

運輸事業　
1,699億円
　33.6％

　レジャー事業  
1,071億円
21.1％

一般管理
257人
1.3％

不動産事業
319人
1.6％

運輸事業
9‚642人
49.1％

レジャー事業
4‚135人
21.1％ 

流通事業
2‚348人
12.0％

その他事業
2‚920人
　14.9％　

2021年度
5‚060億円

2021年度
19‚621人

連結会社数

営業収益 従業員数

不動産事業　
459億円
9.1％
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東武グループの概要

高速乗合バス「アザレア号」（関越交通）

群馬県館林市の群馬東物流センター支店（東武運輸）

アルファードタクシー（日光交通）

浦和美園本社のアーカイブセンター（東武デリバリー）

スカイツリーシャトル®上野・浅草線（東武バスセントラル）

■ 運輸事業
　運輸事業は、東武鉄道のほか東武バス、朝日自動車、東武運輸、東武デリバリー等で構成され、
鉄道、バス、タクシー、貨物運送、アーカイブ事業等を営んでいます。
　バス・タクシー業については、輸送の安全を第一に東武バス及び朝日自動車の2社による統括の
もと、事業の効率化を図るとともに地域コミュニティバスの代行や深夜運行、高速バス部門等サー
ビスの向上に努めるほか、貸切バスについては、観光輸送のみならず、企業・学校等と運行契約を
結ぶなど安定的な需要確保に努めています。タクシーは、きめ細かな行き届いたサービスの提供に
努めています。
　貨物運送業は、在庫管理など東武運輸グループによる一体化運営で、貨物の輸送・配送はもとより、
保管・物流加工・工場内請負をトータルに手がけ、荷主様のあらゆる要望にお応え提案できるワン
ランク上の物流サービスを展開しています。事業所は、関東を中心に東京、静岡、名古屋、大阪を
カバーし、荷主様の信頼の上に成り立つ物流集団を形成しています。また、東武デリバリーは、企
業や自治体等の文書・媒体など情報資産の保管管理・電子化・溶解処理や事務所移転、個人向けの
クローゼットルーム運営、鉄道機器やフィットネスマシンなど精密重量物の輸送管理から設置に至
るまでクオリティが求められる物流を担っています。

燃料電池バス「SORA」（東武バスウエスト）



4
グループ事業

86

東武グループの概要

ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 フェアフィールド・バイ・マリオット札幌

■ レジャー事業
　レジャー事業は、東武興業、東武トップツアーズ、東武ホテルマネジメント等で構成され、旅行、
ホテル、遊園地・テーマパーク、スキー、ゴルフ、スポーツクラブ、ロープウェイ、遊覧船等の各
事業を営んでいます。

● ホテル
　ホテル業では、国内外における観光やビジネス等の需要に応えるべく、宿泊や料理などの高品質
なサービスを通して、お客様から選ばれるホテルを追求しています。2020年には、「ザ・リッツ・カー
ルトン日光」のほか、国内初上陸ブランドや好立地を活かした宿泊主体型ホテルを新たに東武グ
ループに加え、より幅広いお客様にご利用いただける体制を整えました。今後も、消費者ニーズを
捉えたホテルでの体験価値向上に努めていくほか、周辺における観光資源を活かすなど、地域と連
携しながら収益増大及びエリアの活性化に貢献していきます。

東武グループのホテル一覧
名　　　称 経営会社 運営会社 開業日 客室数

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 東武鉄道㈱ ㈱東武ホテルマネジメント 1987年10月2日 206
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 東武鉄道㈱ ㈱東武ホテルマネジメント 2020年7月9日 296
ザ・リッツ・カールトン日光 東武鉄道㈱ レーキサイドホテルシステムズ㈱ 2020年7月15日 94
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 東武緑地㈱ 東武緑地㈱ 1994年4月26日 254
東武ホテルレバント東京 東武鉄道㈱ ㈱東武ホテルマネジメント 1997年6月8日 383
成田東武ホテルエアポート 東武鉄道㈱ ㈱東武ホテルマネジメント 1975年10月3日 484
宇都宮東武ホテルグランデ 東武鉄道㈱ ㈱東武ホテルマネジメント 1991年7月23日 148
品川東武ホテル ㈱東武ホテルマネジメント ㈱東武ホテルマネジメント 1971年12月30日 190
渋谷東武ホテル ㈱東武ホテルマネジメント ㈱東武ホテルマネジメント 1975年11月13日 205
浅草東武ホテル ㈱東武ホテルマネジメント ㈱東武ホテルマネジメント 2020年10月8日 253
和光市東武ホテル ㈱東武ホテルマネジメント ㈱東武ホテルマネジメント 2020年6月11日 158
川越東武ホテル ㈱東武ホテルマネジメント ㈱東武ホテルマネジメント 2020年6月29日 168
上尾東武ホテル 東武食品サービス㈱ 東武食品サービス㈱ 1983年9月23日 84
仙台国際ホテル 仙台国際ホテル㈱ 仙台国際ホテル㈱ 1989年10月14日 234
日光アストリアホテル 東武興業㈱ 東武興業㈱ 1987年12月27日 63
蔵王アストリアホテル 蔵王ロープウェイ㈱ 蔵王ロープウェイ㈱ 1970年12月26日 53
日光金谷ホテル 金谷ホテル㈱ 金谷ホテル㈱ 1873年6月 68
中禅寺金谷ホテル 金谷ホテル㈱ 金谷ホテル㈱ 1940年7月 57
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● スポーツ施設
　東武グループでは、地域に密着したサービスを強化し、沿線にお住まいの皆様に健康で快適な環
境をご提供するため、スポーツ施設を運営しています。東武スポーツは、1984年８月の開業以降、
地域の皆様にご愛顧をいただいています。安全・安心を第一に、「楽しさと健康」を提供するスポー
ツクラブを、埼玉県を中心に展開しています。プール・ジム・スタジオを完備した総合型施設や、
ジム・スタジオの特化型施設及び「走る、歩く」の専門性を取り入れた施設など、特色を持たせた
クラブを運営しています。
　また、各クラブにおいてはニーズに合わせて新たなプログラムを取り入れるなど、会員の皆様が
より快適に、より楽しくご利用いただける施設づくりを推進しています。
　そのほか、ご利用のお子様のクラブ来館時及び退館時に、お子様の状況をメールで保護者の方に
お知らせする「安心メール」を取り入れるなど、会員の皆様に安全・安心をご提供することを最優
先として取り組んでいます。
　今後も、あらゆるお客様のニーズにお応えするとともに、沿線の活性化を推進するために、施設・
サービス面にプラスαを加えたスポーツ施設を展開してまいります。

東武スポーツクラブ　プレオンふじみ野 TOBU フィットネスクラブ　ネオス春日部いちのわり

東武グループスポーツ施設一覧

施　設　名 オープン 経営会社 運営会社 最寄駅名

東武スポーツクラブ プレオン北越谷 2004.11.16

㈱東武スポーツ

東武スカイツリーライン北越谷

東武スポーツクラブ プレオンせんげんだい 2006.5.1 東武スカイツリーラインせんげん台

東武スポーツクラブおおわだ 1987.7.25 東武アーバンパークライン大和田

東武スポーツクラブみなみさくらい 1989.3.25 東武アーバンパークライン南桜井

東武スポーツクラブ プレオン船橋 2008.1.16 東武アーバンパークライン新船橋

東武スポーツクラブ プレオンふじみ野 2009.4.1 東上線ふじみ野

TOBU アスレティック＠スタジオネオスわかば 2013.11.29 東上線若葉

TOBU フィットネスクラブ ネオス春日部いちのわり 2017.7.1 東武スカイツリーライン一ノ割

TOBU フィットネスクラブ ネオス東鷲宮 2018.7.２ JR宇都宮線東鷲宮
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東武グループの概要

下仁田カントリークラブ 東武藤が丘カントリー倶楽部

東武グループのゴルフ場
名　　称 開　設 経営会社 運営会社 コース 運営形態

朝霞パブリックゴルフ場 1961.12.1 東武興業㈱ 東武興業㈱ 18Ｈ Ｐ72  6,287ヤード パブリック
桐生カントリークラブ 1975.4.3 東武興業㈱ 東武興業㈱ 18Ｈ Ｐ72  6,854ヤード 会員制
下仁田カントリークラブ 1990.10.13 東武興業㈱ 東武興業㈱ 18Ｈ Ｐ72  7,018ヤード 会員制
宮の森カントリー倶楽部 1991.9.26 東武興業㈱ 東武ゴルフサービス㈱ 18Ｈ Ｐ72  6,963ヤード パブリック
星の宮カントリー倶楽部 1992.6.25 東武興業㈱ 東武ゴルフサービス㈱ 18Ｈ Ｐ72  6,702ヤード パブリック
東武藤が丘カントリー倶楽部 1997.9.12 東武興業㈱ 東武ゴルフサービス㈱ 18Ｈ Ｐ72  7,026ヤード パブリック
ユニ東武ゴルフクラブ 1993.7.25 東武商事㈱ 東武緑地㈱ 27Ｈ Ｐ108  10,195ヤード パブリック

● 東武ワールドスクウェア
　東武ワールドスクウェアは、「世界の遺跡と建築文化を守ろう」
をテーマに、1993年4月に開園しました。世界文化遺産に登録さ
れている47物件を含め、合計102点の有名建築物を25分の１スケー
ルで精巧に再現しています。園内は、現代日本、アメリカ、エジ
プト、ヨーロッパ、アジア、日本の６つのゾーンからなり、細部
にまでこだわった建築物のほか、個性ある14万体もの人形や、季
節ごとに異なった景色を楽しめる庭園も見所となっています。

● 東武動物公園
　東武動物公園は、東武鉄道創立80周年記念事業として、1981年
3月に開園しました。約53haの土地に動物園・遊園地・プール・
会員制乗馬クラブを有する広大なレジャー施設です。
　東武動物公園では今後も、動物園と遊園地が融合したハイブリッ
ド・レジャーランドとして、新たな魅力づくりを推進してまいります。

● ゴルフ場
　東武グループでは、東武興業等がゴルフ場を経営しており、現在、
栃木県内に3か所（宮の森CC、星の宮CC、東武藤が丘CC）、群馬県内に２か所（桐生CC、下仁
田CC）、埼玉県内に１か所（朝霞PG）、北海道に１か所（ユニ東武GC）あります。

東武ワールドスクウェア（首里城）

東武動物公園（ゴールデンシップ〜リバイブ〜）
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■ 流通事業
　流通事業は、東武百貨店、東武宇都宮百貨店、東武ストア等で構成されています。
　東武百貨店池袋店・船橋店、東武宇都宮百貨店宇都宮店は、ターミナル駅の特性を生かした都市
型百貨店として成長し、地域の活性化やイメージアップに貢献しています。各店舗ではきめ細かな
サービスの提供、並びにライフスタイルにお応えした提案と品揃えに努め、お客様から高い評価を
得ています。
　東武カードビジネスでは、東武グループとし
てより一体感のあるサービスを提供し、沿線顧
客基盤の強化を図るため、2004年９月より東武
グループポイントサービスを導入しました。ま
た、PASMO一体型東武カード「東京スカイツ
リー®東武カードPASMO」を発行しています。
　東武ストアは、2018年10月に当社の完全子会
社となりました。同社は、「地域で一番買いやす
い店づくり」を目指し、品質・鮮度、価格、品
揃え、清潔さ、サービスの充実による店舗価値
向上を図ることで、常に、お客様に喜んでいた

■ 不動産事業
　不動産事業は、東武不動産、東武タウンソラマチ等で構成され、不動産仲介、建物・施設管理事
業等を営んでいます。
　不動産仲介や駐車場・駐輪場の運営管理を行う東武不動産では、東武沿線はもとより首都圏を中
心とした良質な不動産情報の提供や不動産・財産の最適活用の企画提案を行っています。
　東武タウンソラマチでは、東京スカイツリータウン®の施設管理並びに東京ソラマチ®の商業運営
を行い、継続的な収益力強化を図っています。

東京スカイツリータウン駐車場管理業務（東武不動産） 東京ソラマチ（東武タウンソラマチ）

東武百貨店池袋店 地下２階「eatobu」
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だけるよう取り組んでいます。2021年9月には「東
武動物公園駅前店」を、東武鉄道の地域コミュニ
ティとつながる駅前開発の1つとしてオープンし
ました。
　東武商事ではコンビニエンスストア「ファミリー
マート」及び「ケンタッキーフライドチキン」や「ド
トールコーヒー」等のフランチャイズ店舗を駅ナ
カで展開しており、通勤・通学のお客様をはじめ、
毎日、大変多くの方々にご利用いただいております。

■ その他事業
　その他事業は、東武建設、東武谷内田建設、東武ビルマネジメント等で構成され、建設、施設設
備管理、建材供給、熱供給事業等を営んでいます。
　東武建設と東武谷内田建設では、マンション、オフィス等大規模施設の建築から各種土木工事に
至るまで、総合建設業として幅広い実績のもとに地域に根差した事業展開をしています。また、東
武電設工業では電気設備工事を、東武緑地では公園・ゴルフ場等の植栽・造園・緑化を展開するなど、
それぞれ専門スキルを生かした事業に取り組んでいます。
　そのほか、東武ビルマネジメントでは、大型ビル、マンション等の設備管理、清掃、防犯・防災
警備の運営管理をトータルに担い、東武開発では、砂利・砕石等良質の骨材・生コンクリートの安
定供給に努めています。さらに、東京スカイツリー®地区で地域エネルギーを供給する東武エネル
ギーマネジメントでは、佐野線葛生駅南側土地をはじめとして８か所で太陽光発電事業を行ってお
り、西池袋地区及び錦糸町北口地区においても西池袋熱供給・錦糸町熱供給がそれぞれ熱エネルギー
の安定供給を図るなど、グループ各社は連携しながら安心して住み続けられる街づくりに貢献して
います。

東武ストア東武動物公園駅前店

外構植栽工事（東武緑地） 東京スカイツリータウン®を一元管理する
防災センター（東武ビルマネジメント）

葛生太陽光発電所
（東武エネルギーマネジメント）
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グループ経営基盤の強化

■ 東武グループ共通ポイント「TOBU POINT」（トブポ）
　「TOBU POINT」（トブポ）は東武沿線で便利でおトクにご利用いただける東武グループの共通ポ
イントサービスです。東武グループ施設をご利用いただく際に、東武カードやスマートフォンにダ
ウンロードしたTOBU POINTアプリを提示することで、１ポイント＝１円でポイントを「ためる・
使う」ことが可能なほか、アプリに登録したPASMOのご利用でもポイントをためることが可能です。
　TOBU POINTアプリでは、東武百貨店、東京ソラマチ ®、駅ビルを中心にお得な限定クーポンやキャ
ンペーン情報を配信しているほか、TOBU POINT加盟店での利用金額に応じた会員ランクによる特
典もご用意しており、多くのお客様にご利用いただいております。
　2021年10月から、TOBU POINTのサービスとして、登録したPASMOで東武線に乗車するとマイ
ルがたまるサービス「トブポマイル」を開始しました。たまったマイルはTOBU POINTへ交換いた
だけるほか、PASMOにチャージすることもできます。
　今後、お客様の声を伺いながら、TOBU POINTのサービスの拡充を図ってまいります。

（※） 加盟店によりポイント付与・利用条件が異なる場合があります。 
詳細はTOBU POINT WEBサイトなどをご確認ください。

トブポマイルポイントサービスロゴ

TOBU POINTアプリ画面

トブポ公式キャラクター 
トブタン

東武グループ・沿線施設のご利用でポイント獲得
ポイントを媒介に、お客さまの「東武沿線・東武グループへの接点」を拡大
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観光事業の取り組み

　新型コロナウイルス感染症の世界的な流行と出入国制限により訪日外国人観光客は減少していま
すが、インバウンドプロモーションで培った観光誘客に関するノウハウや情報発信スキームなどを
活用し、今後に向けた情報の収集・分析やプロモーション活動を継続的に行い、マイクロツーリズ
ムも含め情報発信や観光地づくりを進めています。

●海外事務所やレップを活用した情報受発信
　アジア営業支社（台北事務所、上海連絡事務所）を開設
し現地旅行会社・メディアへの情報発信及び現地観光関連
団体等との関係強化を図っているほか、海外の主要都市に
おいて情報受発信の窓口となるレップ（代理店）を設置し
ています。新型コロナウイルスの感染状況や出入国制限に
関する情報を迅速かつ的確に収集・分析するとともに、渡
航制限解除後のグループ事業エリアへの誘客に向け、沿線
地域やグループ施設に関する観光情報や感染症対策に関す
る情報を発信しています。

●オンラインによる情報発信
　英語、中国語、韓国語、タイ語、フランス語によるSNSを開設し、情報発信を継続しているほか、
日本在住の外国人インフルエンサーの招聘や海外現地に向けたライブ配信等を通して、沿線の魅力
発信に取り組んでいます。

●在留外国人向けプロモーション
　日本国内に在留する外国人に向けたグループ施設利用促進キャンペーンを行うとともに、在留外
国人の口コミ拡散等を通じた将来的な訪日外国人観光客への情報発信を実施しています。

●変化する観光ニーズへの対応
　コロナ禍において変化した観光ニーズに対応するため、オンラインチケットシステムの導入検討
やザ・リッツ・カールトン日光などをフックにした高付加価値商品の造成と販売促進を行い、収益
性の向上に取り組んでいます。

●多様な観光拠点の開発
　重要観光拠点である「浅草・スカイツリー」「日光・鬼怒川」「池袋」「川
越」の強化に加え、マイクロツーリズムやインバウンド復活を見据えた
新たな観光コンテンツの創出や情報発信を実施し、沿線の中広域エリア
における観光地づくりを進めています。

台北事務所　旅行博出展

小川町でオーガ
ニック野菜を、

小川町でオーガ
ニック野菜を、

たのしく、
おいしく味わおう！

たのしく、
おいしく味わおう！

アクセスは池袋から

アクセスは池袋から

東武東上線で１本！

東武東上線で１本！

池袋

副都心線副都心線 有楽町線有楽町線東武東上線

和光市

小川町

“有機農業の里”小川町で楽しむ

オーガニック
ツーリズム

ご自宅でも小川町のオーガニック野菜を！

おうちでも
たのしく、おいしく！

オンライン料理教室
オーガニック野菜を使った
オンライン料理教室も開催！
ご自宅に小川町のお野菜をお届けします。
※オンラインイベントのみの参加も可能です。
※イベント内容が決定次第、Webサイトに掲載します。

小川町　キッチハイク

地元の野菜は地元で味わおう！
情報満載のマップを見ながら、
オーガニック野菜を取り扱っているお店を巡ろう。

オーガニック野菜周遊マップ

詳細情報はWebへ！

オーガニック野菜を味わう小川町周遊マップ

“周遊マップ”は
Webでも見れる！

オーガニック野菜周遊マップは東武トップツアーズHPからご覧いただけます。
 https://tobutoptours.jp/shop/3962/ogawa/

東武トップツアーズ　オーガニック

1527×1080

小川町　オーガニックツーリズム
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主な事業所案内

■ 運輸事業　28社（うち持分法適用会社　1社）
会社名 主な事業内容 住　　　　所 電話番号

東武インターテック㈱ 鉄道車両の検査、保守 埼玉県久喜市北広島1323－3 0480－53－1567

東武エンジニアリング㈱ 鉄道土木・電気の検査、
保守 東京都墨田区押上2－18－12 03－3621－5730

東武ステーションサービス
㈱ 鉄道業 東京都墨田区押上2－18－12 03－3621－5723

㈱トラベルサービス 定期・回数券販売業務 埼玉県春日部市中央1－44－18 048－733－0151
上毛電気鉄道㈱ 鉄道業 群馬県前橋市城東町4－1－1 027－231－3597
上電興産㈱ ゴルフ練習場 群馬県前橋市城東町4－1－1 027－231－3597
朝日自動車㈱ 旅客自動車運送業 東京都墨田区向島1－33－12 03－3625－5505
阪東自動車㈱ 旅客自動車運送業 千葉県我孫子市東我孫子2－36－22 04－7185－2771
日光交通㈱ 旅客自動車運送業 栃木県日光市相生町8－1 0288－54－1154
関越交通㈱ 旅客自動車運送業 群馬県渋川市中村字中島608－1 0279－22－2020
川越観光自動車㈱ 旅客自動車運送業 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾3897－3 0493－56－2001
茨城急行自動車㈱ 旅客自動車運送業 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地28－1 048－992－0031
国際十王交通㈱ 旅客自動車運送業 埼玉県熊谷市新島263－1 048－521－3560
桐生朝日自動車㈱ 旅客自動車運送業 群馬県桐生市相生町2－712 0277－54－2420
朝日カーメンテナンス㈱ 自動車整備業 埼玉県さいたま市北区日進町1－107 048－665－2601
東北急行バス㈱ 旅客自動車運送業 東京都江東区東雲2－6－6 03－3529－0321
東武バス㈱ 運行管理会社 東京都墨田区押上2－18－12 03－3621－0102
東武バスウエスト㈱ 旅客自動車運送業 埼玉県さいたま市北区吉野町2－212 048－667－6270
東武バスセントラル㈱ 旅客自動車運送業 東京都足立区伊興本町2－9－2 03－3856－7371
東武バス日光㈱ 旅客自動車運送業 栃木県日光市所野1452 0288－53－2100

東武運輸㈱ 貨物自動車運送業、
倉庫業 埼玉県南埼玉郡宮代町川端4－13－25 0480－31－1311

東武物流サービス㈱ 貨物自動車運送業 群馬県高崎市元島名町瓦井1145 027－384－6880

㈱群馬ロジテム 貨物自動車運送業、
倉庫業 群馬県館林市下早川田町472 0276－55－5321

㈱栃木ロジテム 貨物自動車運送業 栃木県栃木市惣社町1695－10 0282－28－0313
㈱東海ロジテム 貨物自動車運送業 静岡県袋井市小山192－1 0538－43－3031
㈱埼玉ロジテム 貨物自動車運送業 埼玉県南埼玉郡宮代町川端4－13－25 0480－37－3211

東武デリバリー㈱ 貨物自動車運送業、
倉庫業、流通加工業 埼玉県さいたま市緑区大門2500 048－633－0950

野岩鉄道㈱ 鉄道業 栃木県日光市藤原326－3 0288－77－3300

■ レジャー事業　19社（うち持分法適用会社　2社）
会社名 主な事業内容 住　　　　所 電話番号

東武レジャー企画㈱ 動物園業・遊園地業 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀110 0480－93－1200
東武ワールドスクウェア㈱ 観光施設業 栃木県日光市鬼怒川温泉大原209－1 0288－77－1000
㈱東武スポーツ スポーツクラブ業 埼玉県越谷市南越谷1－11－4 048－989－6591

東武興業㈱ ゴルフ場業、自動車教習
所、ホテル業、遊覧船業 東京都墨田区押上2－18－12 03－3625－5271

奥日光開発㈱ 温泉供給業 栃木県日光市湯元2512 0288－62－2536
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主な事業所案内

■ 不動産事業　３社
会社名 主な事業内容 住　　　　所 電話番号

日本パーキングビルサービ
ス㈱ 駐車場管理運営業 東京都豊島区西池袋1－1－30 03－3986－3114

東武不動産㈱ 不動産流通業、不動産コ
ンサルタント業 東京都墨田区業平3－14－4 03－3622－8165

東武タウンソラマチ㈱ 建物管理業 東京都墨田区押上1－1－2 03－6658－8504

■ 流通事業　8社
会社名 主な事業内容 住　　　　所 電話番号

㈱東武百貨店 百貨店業 東京都豊島区西池袋1－1－25 03－3981－2211
㈱東武友の会 前払式特定割賦販売業 東京都豊島区西池袋1－1－25 03－5951－5218
㈱東武カードビジネス クレジットカード業 東京都豊島区西池袋1－10－10 03－5396－6561
㈱東武宇都宮百貨店 百貨店業 栃木県宇都宮市宮園町5－4 028－636－2211

東武商事㈱ コンビニエンスストア、
フランチャイズ業 東京都墨田区向島1－33－12 03－3623－0406

東武食品サービス㈱ 飲食店業、ホテル業、
温泉浴場 東京都墨田区向島1－33－12 03－6456－1321

㈱東武ストア ストア業 東京都板橋区上板橋3－1－1 03－5922－5111
㈱東武警備サポート 警備業、メンテナンス業 東京都豊島区西池袋1－4－10 03－3989－8356

東武ゴルフサービス㈱ ゴルフ場業 東京都墨田区押上2－18－12 03－3625－5271
㈱ティラミスホールディン
グス 子会社の管理 東京都墨田区押上2－18－12 03－3626－6011

東武トップツアーズ㈱ 旅行業 東京都墨田区押上1－1－2 03－3624－1231
㈱トップ・スタッフ 労働者派遣事業 東京都目黒区東山3－8－1 03－6452－3951

ティーティーエー，ＩＮＣ． 旅行業 21171 S.Western Avenue, Suite200, 
Torrance, CA90501, U.S.A. 310－320－4722

トップツアーヨーロッパ　
ＬＴＤ． 旅行業 Unit208 1 Quality Court, off Chancery 

Lane,London, WC2A 1HR U.K. 20－7430－2438

仙台国際ホテル㈱ ホテル業 宮城県仙台市青葉区中央4－6－1 022－268－1111
㈱東武ホテル北海道 ホテル業 東京都墨田区錦糸1－2－2      －
㈱東武ホテルマネジメント ホテル業 東京都墨田区錦糸1－2－2 03－3626－0301
金谷ホテル㈱ ホテル業 栃木県日光市上鉢石町1300 0288－54－0001
レーキサイドホテルシステ
ムズ㈱ ホテル業 栃木県日光市中宮祠2482 0288－25－6666

東武タワースカイツリー㈱ （電波塔）施設賃貸業、
（展望台）観光業 東京都墨田区押上1－1－2 0570－55－0634

㈱日光自然博物館 栃木県立日光自然博物館
管理運営業務 栃木県日光市中宮嗣2480－1 0288－55－0880

蔵王ロープウェイ㈱ ロープウェイ、リフト、
ホテル、レストラン業 山形県山形市蔵王温泉229 023－693－0789

4
グループ事業

95

 

1 

会
社
概
要

 

2 

鉄
道
事
業

 

3 

開
発
事
業

 

4 

グ
ル
ー
プ
事
業

 

5 

年
表

■ その他事業　15社
会社名 主な事業内容 住　　　　所 電話番号

東武電設工業㈱ 電気工事業 東京都墨田区向島1－30－5 03－3626－5551
東武建設㈱ 総合建設業 栃木県日光市大桑町138 0288－21－8321

東武栃木生コン㈱ 生コンクリート製造販売
業 栃木県宇都宮市平出工業団地47－2 028－661－1231

東武開発㈱ 建材・生コンクリート販
売業 東京都墨田区向島1－33－12 03－3622－4161

東武谷内田建設㈱ 総合建設業 東京都墨田区向島3－44－4 03－3625－1011

東武緑地㈱ 造園業、ゴルフコースメ
ンテナンス業 東京都墨田区向島1－26－5 03－3622－5621

㈱ＴＯＹＯ 給排水の配管工事 東京都足立区西新井栄町3－2－8 03－3852－3311

東武シェアードサービス㈱

グループ各社との資金預
り・貸付、 
総務経理・給与社会保険
計算受託

東京都墨田区押上2－18－12 03－3626－6011

㈱東武保険サービス 保険代理業 東京都墨田区向島1－33－9 03－3621－5468

東武ビルマネジメント㈱ 建物管理業、清掃業、
駐車場業、貸店舗業 東京都墨田区押上2－12－7 03－3623－2194

西池袋熱供給㈱ 熱供給業 東京都豊島区西池袋1－10－10 03－3985－3451
錦糸町熱供給㈱ 熱供給業 東京都墨田区錦糸3－2－1 03－5608－1206
㈱東武エネルギーマネジメ
ント 熱供給業 東京都墨田区押上2－18－12 03－3621－5631

㈱シンフォニア東武 清掃業、社内便仕分・
発送業 埼玉県春日部市梅田本町1－13－1 048－752－0500

東武ビジネスソリューショ
ン㈱ 情報サービス業 東京都墨田区押上2－18－12 03－3624－3820




