東急グループ商品券

東急グループ商品券は、下記の施設でご利用いただけます。
・施設によって利用除外品がございます。
・ご利用いただける施設は、当社及び加盟施設の都合により変更となることがあります。

ショッピング施設
〈とうきゅう〉
あきる野店
大森店
河辺店
三軒茶屋店
下田店
湘南店

杉田店
すすき野店
高島平店
中央林間店
調布店
中山店

〈東急ストア〉
あざみ野店
綾瀬店
伊豆高原店
市が尾店
江田店
荏原中延店
大岡山店
学芸大学店
梶が谷店
金町店
鎌倉店
蒲田店
蒲田プラザ店
上池台店
川奈店
菊名店
北越谷店
久が原店
高円寺店
五反田店
駒沢通り野沢店
清水台店
新丸子店
洗足店
高津店
立川駅南口店
たちばな台店
田奈店
たまプラーザテラス店
つくし野店
綱島店
戸塚店

都立大学店
長原店
仲町台店
中目黒本店
根岸店
パルム武蔵小山店
東長崎店
東林間店
藤が丘店
二子玉川ライズ店
不動前店
フレル・ウィズ自由が丘店
フレルさぎ沼店
町田店
溝の口店
三鷹店
三鷹コラル店
三鷹センター店
南町田店
宮崎台店
宮前平店
向ヶ丘遊園店
武蔵小杉店
武蔵小山駅ビル店
目黒店
*
モレラ東戸塚店
祐天寺店
洋光台店
横浜地下街店
ららぽーと柏の葉店
東急ストアネットスーパー

〈フードステーション〉
大倉山店 渋谷キャスト店
中延店 西小山店 用賀店

〈プレッセ〉
田園調布店
中目黒店
プレミアム東京ミッドタウン店
目黒店
プレッセネットスーパー

ショッピングセンターなど
渋谷ヒカリエ SHIBUYA 109
109MEN'S（109-②） 109MACHIDA
港北TOKYU S.C. 香林坊東急スクエア(金沢)
SHIZUOKA109（静岡） たまプラーザテラス
二子玉川ライズ・ショッピングセンター
武蔵小杉東急スクエア
青葉台東急スクエア
グランベリーモール（南町田）
八王子東急スクエア
クイーンズスクエア横浜［アット!］
クイーンズイースト(横浜)
リゾートタウン蓼科サムシング
レミィ五反田
HINKA RINKA＜ヒンカリンカ＞銀座
東急プラザ
蒲田 戸塚 札幌 表参道原宿 銀座
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宿泊施設
〈東急百貨店〉

〈東急ホテル〉

〈エクセル東急ホテル〉

東急百貨店渋谷・本店
東急百貨店渋谷駅・東横店
渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ（シンクス）
東急百貨店吉祥寺店
東急百貨店たまプラーザ店
二子玉川東急フードショー
レ･シ･ピ青葉台
武蔵小杉東急フードショースライス
町田東急ツインズ
日吉東急アベニュー
東急百貨店札幌店
東急百貨店新千歳空港売店
ながの東急百貨店
松本サテライトショップ
上田サテライトショップ
北長野ショッピングセンター

セルリアンタワー東急ホテル
名古屋東急ホテル
京都東急ホテル
下田東急ホテル
白馬東急ホテル
金沢東急ホテル
蓼科東急ホテル
伊豆今井浜東急ホテル
宮古島東急ホテル＆リゾーツ
裏磐梯グランデコ東急ホテル

札幌エクセルホテル東急
渋谷エクセルホテル東急
赤坂エクセルホテル東急
成田エクセルホテル東急
富山エクセルホテル東急
博多エクセルホテル東急
羽田エクセルホテル東急
松江エクセルホテル東急
二子玉川エクセルホテル東急

〈東急REIホテル〉

浜名湖 鬼怒川 山中湖マウント富士
伊東 勝浦 那須 斑尾 熱海伊豆山
蓼科 蓼科アネックス 蓼科リゾート
旧軽井沢 旧軽井沢アネックス 軽井沢高原
スキージャム勝山 天城高原 静波海岸
箱根明神平 箱根甲子園 VIALA箱根翡翠
南紀田辺 有馬六彩 京都鷹峯

〈東急ハンズ〉
渋谷店 新宿店 池袋店 東京店
横浜店 川崎店 町田店 静岡店
銀座店 大宮店 柏店 北千住店
札幌店 名古屋店 ANNEX店(名古屋)
梅田店 江坂店 心斎橋店 三宮店
あべのキューズモ－ル店 広島店
博多店 京都店 姫路店 熊本店
宜野湾コンベンションシティ店
ららぽーと横浜店 ららぽーと豊洲店
ららぽーと船橋店 ららぽーと富士見店
長野店 桑名店 岡山店 鹿児島店
大分店 仙台店 ららぽーと立川立飛店
奈良店 松山店 長崎店
那覇メインプレイス店

〈ハンズビー〉
中野マルイ店
札幌ステラプライス店
たまプラーザ店 フレンテ仙川店
京都マルイ店 丸の内オアゾ店
グランデュオ立川店
アトレ秋葉原1店 西武新宿ペペ店
青葉台東急スクエア店
マルイファミリー溝口店
フレル・ウィズ自由が丘店
ダイバーシティ東京プラザ店
東急プラザ表参道原宿店
クイーンズスクエア横浜店
港北東急ＳＣ店 ららぽーと柏の葉店
武蔵小杉東急スクエア店
静岡パルシェ店 コクーンシティ店
グランエミオ大泉学園店
福岡パルコ店 エトモ中央林間店
ピオレ明石店 なんばＣＩＴＹ店

<HAND EXPO>
東急プラザ銀座店

<WORK HANDS>
二子玉川ライズ店

<ピカロ>
ららぽーと立川立飛店
ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

空港売店
新千歳空港ターミナルビル内土産店
「じょうてつ」

伊豆急行線駅売店
伊豆急下田駅構内 河津駅構内
伊豆稲取駅構内
伊豆熱川駅構内

伊豆高原駅やまもプラザ
ぷらとー

PO・PO

べるじゅ

あぷれ

〈東急ハーヴェストクラブ〉
札幌東急REIホテル
上田東急REIホテル
松本東急REIホテル
名古屋栄東急REIホテル
渋谷東急REIホテル
新橋愛宕山東急REIホテル
大森東急REIホテル
吉祥寺東急REIホテル
大阪東急REIホテル
新大阪江坂東急REIホテル
神戸三宮東急REIホテル
神戸元町東急REIホテル
広島東急REIホテル
徳島東急REIホテル
高松東急REIホテル
松山東急REIホテル
博多東急REIホテル
熊本東急REIホテル
鹿児島東急REIホテル
那覇東急REIホテル

<東急ステイ>

<ビッグウィーク>
札幌 京都 軽井沢 蓼科 伊豆高原
箱根強羅 伊豆今井浜 金沢 那須
東京_二子玉川 宮古島

<ルネッサ>
赤沢 城ヶ崎

〈その他〉
ザ・キャピトルホテル東急
横浜ベイホテル東急 ヴィアーレ大阪
青葉台フォーラム（宿泊・宴会）
ホテル伊豆急
ホテルニセコアルペン(北海道)
ホテルタングラム(長野)

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ
目黒・祐天寺 門前仲町 新橋
用賀 渋谷 五反田 日本橋 新宿 勝山ニューホテル
四谷 池袋 渋谷新南口
水道橋 青山プレミア 西新宿 蒲田
築地 銀座

スポーツ、レジャー施設
ゴルフ場･練習場

＜東急スポーツオアシス＞

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
筑波東急ゴルフクラブ
勝浦東急ゴルフコース
小見川東急ゴルフクラブ
季美の森ゴルフ倶楽部
天城高原ゴルフコース
蓼科東急ゴルフコース
望月東急ゴルフクラブ
斑尾東急ゴルフクラブ
グランドオークゴルフクラブ
有田東急ゴルフクラブ
大分東急ゴルフクラブ
阿蘇東急ゴルフコース
エメラルドコーストゴルフリンクス
スイング碑文谷
那須国際カントリークラブ
猿島カントリー倶楽部
サミットゴルフクラブ
大多喜城ゴルフ倶楽部
芝山ゴルフ倶楽部
麻倉ゴルフ倶楽部
鶴舞カントリー倶楽部
板倉ゴルフ場
関西カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
東急あざみ野ゴルフガーデン

青山 新宿 聖路加ガーデン 赤塚 武蔵小金井
多摩川 川口 浦和 武蔵小杉 金町 南大沢
十条 雪谷 本厚木 横須賀 港北 戸塚
ラフィール恵比寿 代官山 江坂 心斎橋 梅田
茨木 あべの クラブウエスト 住吉 三宮 鶴ヶ丘
狭山 広島 アルフェ 桂川 フィットFit青葉台
フィットFitあざみ野 もりのみやキューズモール
港北天然温泉スパガーディッシュ 本駒込

レジャー施設など
湘南とうきゅうボウル
港北とうきゅうボウル 葛西とうきゅうボウル
勝浦東急サニーパーク 箱根明神平サニーパーク
浜名湖東急サニーパーク 玉原ラベンダーパーク
勝山温泉センター水芭蕉

テニス･スポーツクラブなど
アトリオあざみ野
アトリオドゥーエ
碑文谷 たまプラーザ 青葉台 武蔵小山
二子玉川
アディダスフットサルパーク
あざみ野 たまプラーザ 横浜金沢 渋谷
池袋 川崎
東急スイミングスクール
たまがわ たまプラーザ あざみ野
蓼科東急スポーツハウス
とうきゅうテソロ（長野）
東急あざみ野テニスガーデン

スキー場
タングラム・スキーサーカス
ニセコグランヒラフ
たんばらスキーパーク
蓼科東急スキー場
スキージャム勝山 グランデコスノーリゾート

レストラン、ベーカリーなどの
飲食関連店舗
レストランなど
〈ケンタッキーフライドチキン〉
二子玉川店 宮崎台店 鷺沼店
あざみ野店 武蔵小杉東急スクエア店
中央林間店 たまプラーザテラス店

旅行代理店、交通関係
旅行代理店
〈東急旅行センターテコプラザ〉

交通関係
〈東急電鉄〉（定期券のみ）

渋谷 東急百貨店本店

定期券売場

〈東急トラベルサロン〉
たまプラーザテラス
自由が丘 日吉
三軒茶屋 二子玉川 溝の口
あざみ野 青葉台 目黒 大井町
東急百貨店たまプラーザ店
レミィ五反田
武蔵小杉東急スクエア
蒲田

〈伊豆急トラベル〉
下田 伊豆高原

〈東急バス〉（定期券のみ）
営業所
淡島 下馬 弦巻 瀬田 目黒
荏原 池上 高津 新羽
青葉台 虹が丘 東山田
東急バス案内所
渋谷 武蔵小杉
〈日本交通〉（タクシー）
〈伊豆急東海タクシー〉
営業所
伊豆高原 伊豆稲取 伊豆急下田
川奈 伊豆熱川 河津 伊東
下賀茂

〈下田ロープウェイ〉
〈じょうてつ〉
（定期券・温泉日帰りパックのみ）
営業所（藻岩）
サービスセンター（川沿 石山）
札幌駅バスターミナル案内所
定山渓案内所

レンタカー、ガソリンスタンド、
自動車整備所

映画館などの文化施設
〈Bunkamura〉

<109シネマズ>

チケットセンター ザ･ミュージアム
ル･シネマ1､2
ギャラリー
フラワーショップ ブックショップ
スワロフスキーショップ
カフェ･ドゥ･マゴ
ラウンジ

港北 湘南 木場 高崎 富谷
箕面 川崎 四日市 佐野
HAT神戸 佐賀 菖蒲 広島
グランベリーモール（南町田）
二子玉川 明和 名古屋
大阪エキスポシティ

〈東急シアターオーブ〉

雪が谷 青葉台 自由が丘
二子玉川 たまプラーザ

レンタカー
〈ニッポンレンタカー北海道〉

ガソリンスタンド
〈網走交通〉

<東急セミナーBE>

札幌駅北口 琴似
札幌駅中央 札幌駅東
新札幌駅前 北21条 白石 すすきの
千歳空港 ニセコグランヒラフ 網走駅前
旭川駅前 旭川空港前 稚内駅前
稚内空港前 利尻 礼文
女満別空港前 北見駅前
帯広駅前 帯広空港前 釧路駅前
釧路空港前 中標津空港前
函館駅前 函館空港前
紋別空港カウンター
阿寒鶴雅カウンター
ルスツリゾートカウンター
麻生駅前 新函館北斗駅前

北見駅前 北見西
網走南６条 東藻琴 阿寒湖畔
美幌 大雪

チケットカウンター（渋谷ヒカリエ２Ｆ）

自動車整備所
〈網走交通〉

五島美術館

ムービル

東藻琴整備工場

東急グループ商品券は下記の店舗でお買い求めください｡
あきる野とうきゅう

０４２－５５０－０１０９

すすき野とうきゅう

０４５－９０４－０１０９

大森とうきゅう

０３－３７６４－１１９１

高島平とうきゅう

０３－３９３４－０１０９

河辺とうきゅう

０４２８－２０－０１０９

中央林間とうきゅう

０４６－２７６－０１０９

鎌倉東急ストア

０４６７－２５－０１０９

調布とうきゅう

０４２－４８６－０１０９

三軒茶屋とうきゅう

０３－３４２２－０１０９

中山とうきゅう

０４５－９３５－０１０９

下田とうきゅう

０５５８－２３－０１０９

フレル・ウィズ自由が丘東急ストア

０３－３７１８－０１０９

湘南とうきゅう

０４６６－８６－０１０９

フレルさぎ沼東急ストア

０４４－８５５－０１０９

杉田とうきゅう

０４５－７７６－０１０９

他東急ストア各店（一部店舗を除く）

商品券に関するお問合せ
株式会社 東急ストア ０３－３７１１－０１０９

