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（２０15年7月1日現在）

　駅に近く、ビジネスや観光の拠点にフットワーク抜群のシ
ティホテルです。宿泊をはじめ、レストラン、宴会など充実
の機能と洗練されたサービスでホテルライフをサポートしま
す。首都圏や県庁所在地、新幹線停車駅を中心に10ホテルを
展開しています。

（２０15年7月1日現在）

ホテル名 駅名 客室数（室） 開業日

ホテルメトロポリタン丸の内 東京 ３４３ ２００7. 5.	２４

ホテルメトロポリタン 池袋 8０7 1９85. 6. ２

ホテルメトロポリタン		エドモント
飯田橋

４４5 1９85. 6.	３０

イーストウイング ２２０ ２００３. ３.	２7

ホテルメトロポリタン高崎 高崎 1４1 1９8２. ４.	1４

ホテルメトロポリタン長野 長野 ２３5 1９９6.11.	２４

ホテルメトロポリタン仙台 仙台 ２９5 1９88. 	7.11

ホテルメトロポリタン山形 山形 116 1９９３.	11.２7

ホテルメトロポリタン盛岡 盛岡 1９1 1９81. 	４.1０
ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウイング 盛岡 1２1 1９９6. 	5. 8

ホテルメトロポリタン秋田 秋田 115 1９86. 	7. ４

ホテル名 駅名 客室数（室） 開業日

ホテルメッツ渋谷 渋谷 1９４ ２００1.11.	２8

ホテルメッツ目白 目白 ９5 ２００３.1０. 1

ホテルメッツ駒込 駒込 15２ ２００９. ９.２8

ホテルメッツ田端 田端 ９8 1９９8. ２. 1

ホテルメッツ高円寺 高円寺 11０ ２００7. ３. 6

ホテルメッツ武蔵境 武蔵境 ９２ 1９９４. 7.11

ホテルメッツ国分寺 国分寺 75 1９９6. 5.２４

ホテルメッツ久米川 久米川（西武新宿線） ４7 1９９４. 5.２４

ホテルメッツ立川 立川 1２９ ２００8.1０. 7

ホテルメッツ赤羽 赤羽 1２０ ２００5. 5. ９

ホテルメッツ浦和 浦和 6２ 1９９6.11.	２1

ホテルメッツ川崎 川崎 15３ 1９９7. ４.２1

ホテルメッツ溝ノ口 武蔵溝ノ口 1００ ２０００. ４.２5

ホテルメッツかまくら大船 大船 15３ ２００２. ４.２7

ホテルメッツ津田沼 津田沼 81 1９９8.11.	２8

ホテルメッツ水戸 水戸 1０２ 1９９7. ３.1４

ホテルメッツ長岡 長岡 1２２ 1９９９. 7.２1

ホテルメッツ新潟 新潟 1９7 ２０1３. ４. 8

ホテルメッツ福島 福島 1２９ ２００6. ２.２０

ホテルメッツ北上 北上 1２1 1９９９. 7.２０

ホテルメッツ八戸 八戸 8２ ２００２.11.	２1

ホテルメッツ横浜鶴見	 鶴見 111 ２０1０.1０.	２２

ホテル	アール・メッツ宇都宮 宇都宮 158 ２０1２. ３.	２7

その他

　ホテル業は「JR東日本ホテルズ」として各ブランド別にホテル
数45、客室数6,681室（2015年7月1日現在）で展開しています。

■ホテル業

●メトロポリタンホテルズ

○メトロポリタンホテルズ一覧

　駅に近く、ビジネスや観光の拠点に適した宿泊が主体のホ
テルです。リーズナブルな料金でシティホテルなみのサービ
ス、居住性の客室が魅力のホテルです。

●ホテルメッツ

○ホテルメッツ一覧

　国の重要文化財である駅舎の格調と重厚感、現代の機能性
を備えた唯一無二のホテルです。

●東京ステーションホテル

（２０15年7月1日現在）

ホテル名 駅名 客室数（室） 開業日

ホテル	ファミリーオ館山 館山 ３1 1９９8. ４.２４

ホテル	ファミリーオみなかみ 上毛高原 ３０ 1９９8. ４.17

ホテル	ファミリーオ佐渡相川 ─ ３０ 1９９９. 6. ９

ホテル	フォルクローロ三陸釜石 釜石 11３ ２０15. ３.２９

ホテル	フォルクローロ花巻東和 土沢 ３5 1９９8. ３.２8

ホテル	フォルクローロ高畠 高畠 ２6 1９９7.1０. 8

ホテル	フォルクローロ角館 角館 ２6 1９９7. ３.２２

ホテル	フォルクローロ大湊 大湊 5３ 1９９8. 7.1０

　大自然の中でゆったり過ごす自然志向の「ホテル ファミ
リーオ」。駅、または駅の周辺を拠点にする行動的な旅に
ぴったりの「ホテルフォルクローロ」。

●ホテル	ファミリーオ／ホテル	フォルクローロ

○ホテル	ファミリーオ／ホテル	フォルクローロ一覧

※ホテルニューグランドはアソシエイト加盟

ホテル名 駅名 客室数
（室） 開業日 特徴

ホテル
ニューグランド※

元町･中華
街（みなと
みらい線）

２４０ 1９２7.1２. 1
山下公園と海を臨む
横浜を代表するクラ
シックホテル。

シーサイド
ホテル芝弥生 浜松町 155 1９8２. ３. 1

都会のオアシス浜離
宮の緑に囲まれ、東
京湾を臨むロケー
ションに優れたホテ
ル。

ホテル
ドリームゲート舞浜 舞浜 8０ ２００４. ２.２９

JR京葉線舞浜駅に
隣接。東京ディズ
ニーリゾートRの玄
関口に立つファミ
リー・小グループ向
けのホテル。

（２０15年7月1日現在）
●その他 （２０15年7月1日現在）

●JR東日本ホテルズのホテル数、客室数の推移

（客室数） （ホテル数）

（年度）
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ホテル名 駅名 客室数（室） 開業日

東京ステーションホテル 東京 15０ 1９15.11. ２
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　広告業は、多くのお客さまに利用されている駅構内や列車
を広告スペースとして活用することで、JR東日本単体の生活
サービス事業における全収入の約2割の収入を得ています。既
存の広告媒体の販売促進だけでなく、トレインチャンネル、

J・ADビジョンといったデジタルサイネージの積極的な導入
など新しい広告商品の開発にも取り組んでいきます。
　また今後は、エキナカ開発の計画段階からグランドデザイ
ンに組み込むなど、広告媒体価値の最大化に取り組みます。

（単位	： 百万円）

※出典	： ｢広告と経済｣No.151０（２０15年２月２1日発行）

売
上
高

JR広告料金㈱ジェイアール東日本企画売上高
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総売上 新聞 雑誌 ラジオ テレビ その他
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

電通 1,5３8,67９ 1０３.8 11３,886 1００.1 ３４,３９３ 1００.7 1４,４1２ ９４.6 7０４,２２6 1０２.２ 671,7３９ 1０6.7
博報堂 66２,8４９ 1０7.４ ４1,３5０ 1０5.０ 16,6９1 1００.6 8,２81 1０7.２ ３11,４２９ 1０5.９ ２85,０９8 1０９.8
ADK ３０6,718 1０３.6 1９,1４8 ９３.２ 1３,２０5 ９３.２ ３,17２ 1０３.４ 1４２,９66 1０5.０ 1２8,２２３ 1０5.０
大広 115,1３8 ９8.０ 1３,０76 1００.1 1,855 81.5 ２,5４6 8９.２ 5０,18４ ９1.４ ４7,４7２ 1０6.９
JR東日本企画 1０４,３8４ 1０４.３ ２,8２8 1０5.４ 1,57３ 1０7.5 ４85 116.０ 7,766 1０３.９ ９1,7３２ 1０４.２
東急エージェンシー ９４,1０４ ９7.8 ４,３51 1０２.２ 1,９8０ 1０7.２ 1,４０6 116.8 ２8,1２7 1０1.２ 58,２４０ ９5.３
読売広告社 7３,7３２ ９6.０ 7,751 11３.6 1,5４０ ９5.２ 1,３０8 1０２.5 ２6,０11 ９９.９ ３7,118 ９０.４
デルフィス 5０,４1４ 11２.９ ２,1０8 ９０.7 ２,185 1２９.４ 571 1０２.7 7,９5０ 68.２ ３7,6００ 1３２.３
朝日広告社 ４０,11９ 1０３.6 1４,９55 ９９.４ 1,7３４ ９1.1 71３ 11９.1 8,7９6 1０8.5 1３,９２1 1０6.5

９ 社	計 ２,９86,1３7 1０４.1 ２1９,４5３ 1００.7 75,156 ９９.３ ３２,8９４ ９９.９ 1,２87,４55 1０２.5 1,３71,1４３ 1０6.5
９社計２０1３年 ２,86９,４９３ 1０1.９ ２17,861 ９7.２ 75,7２３ ９8.０ ３２,９２９ ９３.３ 1,２55,557 1００.5 1,２87,４０7 1０４.6

■広告業

　㈱ジェイアール東日本企画は、JR東日本の広範な鉄道網を
中心とした交通広告に強みをもち、広告業界で第5位の売上高
をあげています。

●大手９社媒体別売上高（２０1４年1月〜1２月）

●㈱ジェイアール東日本企画	売上高と
　JR広告料金の推移

トレインチャンネル
（京浜東北線）

J・ADビジョン
（品川駅）

55 駅　436 面（内　首都圏 21 駅　335 面）
２０1４年17月 桜木町駅にJ・ADビジョン 11面設置
２０1４年1０月 水戸駅にJ・ADビジョン ４面設置
２０1４年1０月 稲毛駅にJ・ADビジョン ２面設置
２０1４年1２月 盛岡駅にJ・ADビジョン ４面設置
２０15年1２月 長野駅にJ・ADビジョン ２面設置
２０15年1３月 仙台駅にJ-Spotビジョン ３面設置
２０15年1４月 高崎駅にJ・ADビジョン ４面設置
２０15年16月 上田駅にJ・ADビジョン 1面設置
２０15年17月 秋田駅にJ-Spotビジョン ２面設置

●新規広告媒体の開発
○トレインチャンネル

○ J・ADビジョン、J-Spot ビジョン

7線区　約２２,０００	面
２００２年1４月 山手線に新型車両（E２３1系）登場、放映開始
２００6年1２月 中央線快速に新型車両（Ｅ２３３系）登場、放映開始
２００7年1２月 京浜東北線･根岸線に新型車両（Ｅ２３３系）登場、放映開始
２００９年1０月 成田エクスプレスに新型車両（Ｅ２5９系）登場、放映開始
２０1０年17月 京葉線に新型車両（Ｅ２３３系）登場、放映開始
２０1３年16月 埼京線･川越線に新型車両（Ｅ２３３系）登場、放映開始
２０1４年1２月 横浜線に新型車両（Ｅ２３３系）登場･放映開始
２０1４年1０月 南武線に新型車両（Ｅ２３３系）登場･放映開始
２０15年1２月 常磐線各駅停車（Ｅ２３３系）放映開始

（２０15年7月1日現在）

名称 所在地 最寄駅 開発面積 事業規模 販売時期

パストラルびゅう桂台 山梨県大月市 中央本線	猿橋 約	7３ha ９９４区画 1９９7.1０〜

びゅうフォレスト喜連川 栃木県さくら市 宇都宮線	氏家 約	３９ha 5３２区画 1９９９.1０〜

びゅうヴェルジェ安中榛名 群馬県安中市 北陸新幹線	安中榛名 約	４９ha 6０1区画 ２００３.1０〜

●主な宅地・戸建住宅分譲

■住宅分譲事業

生
活
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ス
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業

　J・ADビジョンは縦型の
デジタルサイネージで、駅コ
ンコースや通路等の流動ス
ペースに、原則複数面を設
置しています。	 　
J-Spotビジョンは横型のデ
ジタルサイネージで、待合
室や改札周辺等の滞留ス
ペースに設置しています。

J–Spotビジョン
（名取駅）
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　沿線住民の健康的な都市生活の応援のために、「JEXER」（ジェクサー）を統一ブランドとするスポーツクラブ事業、「Relaxe」（リ
ラクゼ）ブランドのリラクゼーションサービス事業（リフレクソロジー等）などを展開しています。

クラブ名 最寄駅 施設面積 開業日 トレーニ
ングジム

スタ
ジオ プール スパ ゴルフ

レンジ その他

ジェクサー・
フィットネスクラブ四谷

四ツ谷駅 1,２９３.85m２ 1９7９年	7月	９日 ◯ 1面 ２5m×6コース、ジャグジー、サウナ
ドライ
サウナ

× 整体マッサージ

ジェクサー・
フィットネスクラブ戸田公園

戸田公園駅 ３,４86m２ 1９９０年1２月 5日 ◯ ３面
２5m×6コース、15m×４コース、ジャ
グジー

サウナ等
温浴施設

× テニスコート２面

ジェクサー・
フィットネスクラブ大井町

大井町駅 ３,４９２.1９m２ 1９９３年		３月11日 ◯ ２面
２5m×5コース、ダイビングプール、
ジャグジー、スチームサウナ

サウナ等
温浴施設

× エステ

ジェクサー・
フィットネスクラブ大宮

大宮駅 ４,7３7.6３m２ ２００３年	３月	1０日 ◯ ３面
２5m×6コース、２０m×４コース、マッサージ
プール、野外ジャグジー、スチームサウナ

サウナ等
温浴施設

２打席 アリーナ、エステ

ジェクサー・フィットネス
クラブ赤羽

赤羽駅 		４,7２３.３m２ ２００5年	7月	11日 ◯ ３面
２5m×5コース、２０m×４コース、マッサージ
プール、野外ジャグジー、スチームサウナ

サウナ等
温浴施設

４打席
スカッシュコート
２面、エステ

ジェクサー・フィットネス
＆スパ上野

上野駅 	5,56４m２ ２００6年	7月	1９日 ◯ ３面
２5m×5コース、ウォーキング＆マッ
サージプール、ジャグジー

サウナ等
温浴施設

４打席 エステ

ジェクサー・フィットネス
クラブメトロポリタン池袋

池袋駅 1,178.９m２ ２００8年	４月	1日 ◯ 1面 18m×２コース、ジャグジー
スチーム
サウナ

×

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraグランデュオ蒲田

蒲田駅 ２85.6３m２ ２００8年	４月	16日 × 1面 × × ×

ジェクサー・フィットネス
ガーデンsopraリリア川口

川口駅 76２m２ ２００8年1２月	1日 ◯ 1面 × サウナ ×

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraセレオ武蔵小金井

武蔵
小金井駅

３４９,３３m２ ２００９年	９月	17日 × 1面 × × ×

ジェクサー・フィットネス
クラブ東神奈川

東神奈川駅 ３,1０２.66m２ ２００９年1０月２０日 ◯ ２面 ２5m×7コース、ジャグジー
サウナ等
温浴施設

× エステ

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraビーンズ西川口

西川口駅 ３４３.４7m２ ２０1０年	４月16日 × 1面 × × ×

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraアトレ秋葉原1

秋葉原駅 6０6.7９m２ ２０1０年11月1９日 × 1面 × × 6打席
リラクゼーション
施設併設

ジェクサー・フィットネス
＆スパ亀戸

亀戸駅 ２,４88.55m２ ２０11年11月16日 ◯ ２面 ２5m×４コース、マッサージプール
サウナ等
温浴施設

7打席 エステ

ジェクサー・フィットネス
＆スパ新宿

新宿駅 ４,４7２.２6m２ ２０1２年	7月1３日 ◯ ４面 ２5m×5コース、マッサージプール
サウナ等
温浴施設

× エステ

Fitness	Lounge
THE	JEXER	TOKYO

東京駅 5４２.17m２ ２０1２年1０月	３日 ◯ × × サウナ等
温浴施設

× エステ施設併設

ジェクサー・フィットネス
＆スパ大塚

大塚駅 ２,65２.９２m２ ２０1３年	９月1２日 ◯ ２面 × サウナ等
温浴施設

5打席
エステ、
マグマヨガ

ジェクサー・フィットネス
＆スパ新川崎

新川崎駅
鹿島田駅

４,０９7.０３m２ ２０15年	４月16日 ◯ ２面 ２5m×7コース、採暖室
サウナ等
温浴施設

×
エステ、
マグマヨガ

（２０15年7月1日現在）

●スポーツ・健康事業

■スポーツ・レジャー事業

●ジェクサー・フィットネスクラブ主要施設概要

ジェクサー・フィットネスクラブ
四谷、戸田公園、大井町、大宮、赤羽、上野、池袋、東神奈川、亀戸、新宿、大塚、新川崎
Fitness	Lounge
THE JEXER TOKYO
ジェクサー・リフレッシュスタジオ/フィットネスガーデンsopra
蒲田、武蔵小金井、西川口、秋葉原、川口
ジェクサー・ライトジム
保土ヶ谷
ジェクサー・ストレッチメイト
大宮、上野、八王子

ジェクサー・フットサルクラブ
大井町、立川、大宮、相模原、蒲田、八王子
ジェクサー・テニススクール
戸田公園、大宮
ジェクサー・ゴルフカレッジ
秋葉原、亀戸、錦糸町、上野、赤羽、大塚
ジェクサー・プラチナジム
南浦和、武蔵境、赤羽
ジェクサー・フィットネスガーデン
赤羽

JEXER

Relaxe
リラクゼーションスポット・リラクゼ
錦糸町、東京、西船橋、北千住、稲毛、三鷹、大宮、国分寺、川崎、津田沼、駒込、大船、秋葉原、上野、御徒町、大井町、西国分寺、目白
鶴見、大塚、東小金井、武蔵浦和、町田
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　リゾート事業の第1号として、1990年12月に「GALA湯沢ス
キー場」と、これに直結する「ガーラ湯沢駅」（東京駅から約80
分）が開業。上越新幹線を降りてすぐゲレンデに直行できるス
キー場です。雪遊びからエキスパートモデルまでレンタル用
具も充実し、併設のスパ施設「SPAガーラの湯」とともに、毎

（２０15年7月1日現在）

●GALA湯沢スキー場

○ GALA湯沢スキー場施設概要

リラクゼ錦糸町 リラクゼ東京 リラクゼ西船橋 リラクゼ北千住 リラクゼ稲毛 リラクゼ三鷹 リラクゼ大宮

場　所 テルミナ	４階 PCP丸の内ビル
グランアージュ	地下1階 ディラ西船橋	３階 ルミネ北千住	7階 ペリエ稲毛	

コムスクエア ディラ三鷹	４階 ルミネ大宮 1  ３階

床面積 ９９.66㎡ ９8.０㎡ ９９.86㎡ 6４.6３㎡ 6９.３㎡ 78.8㎡ 87.０㎡

開業日 ２００２年４月４日 ２００３年1０月1４日 ２００5年1月15日 ２００6年４月２7日 ２００7年４月３日 ２００7年1２月16日 ２００8年９月1２日

（２０15年7月1日現在）
●リラクゼ主要施設概要

リラクゼ国分寺 リラクゼ川崎 リラクゼ津田沼 リラクゼ駒込 リラクゼ大船 リラクゼ秋葉原 リラクゼ上野
（リフレッシュアトリエ）

場　所 セレオ国分寺	４階 アトレ川崎	２階 ホテルメッツ津田沼	
３階

ホテルメッツ駒込
	1階 ルミネ大船	４階 アトレ秋葉原	1 5階 エキュート上野

床面積 ９０.４㎡ 85.1㎡ ９４.２㎡ 8０.９４㎡ 86.15㎡ 1４7.９㎡ 1０5.5３㎡

開業日 ２００8年９月２5日 ２００8年11月1４日 ２００8年1２月1０日 ２００９年９月11日 ２０1０年３月5日 ２０1０年11月1９日 ２０11年３月３1日

リラクゼ御徒町 リラクゼ大井町 リラクゼメイト
西国分寺 リラクゼ目白 リラクゼ鶴見 リラクゼ大塚 リラクゼ東小金井

場　所 JR御徒町駅構内 アトレ大井町	6階 nonowa西国分寺 ＪＲ目白駅構内 シァル鶴見	４階 アトレヴィ大塚	４階 nonowa東小金井

床面積 7４㎡ 85.４8㎡ 1９.９３㎡ 171.２㎡ ９３.7９㎡ 8４.３㎡ ４6.３5㎡

開業日 ２０11年４月11日 ２０11年7月1日 ２０11年1０月11日 ２０11年1２月２6日 ２０1２年11月1日 ２０1３年９月1２日 ２０1４年1月２7日

年、春先まで多くのお客さまでにぎわっています。　
　また、近年では、外国人旅行者の増加に伴い、東京から日
帰りで行くことのできる雪遊び施設として外国人のお客さま
にも多く利用されています。

・面　　　　積：２９２ヘクタール	
・コ ー ス 数：16コース（下山コース含む）	
・リ フ ト 数：11基	
・総滑走距離：1３,5００m	
・最長滑走距離：２,5００m	
・施 設 等：スキーセンター1棟、レストハウス２棟、温浴施設、駐車場

1９88年  上信越高原リゾート開発株式会社設立

1９９０年  GALA湯沢スキー場営業開始

1９９９年  株式会社ガーラ湯沢設立
　　　　上信越高原リゾート開発株式会社解散

２０1０年  下山コース「ファルコン」新設

２０11年  人工スノーマットによるサマーゲレンデの営業開始
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リラクゼ武蔵浦和 リラクゼ町田

場　所 ビーンズキッチン
武蔵浦和 ルミネ町田

床面積 5４.5㎡ ４９.5０㎡

開業日 ２０1４年1２月11日 ２０15年7月15日

○ GALA湯沢スキー場主要経緯
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⇒JR東日本の指針に基づき、JRE物流がグループ内物流共有システムを活用した物流に関す
る分析を行い、取引先や構内営業者、物流者と協働し、①在庫削減　②作業生産性改善　③
納品頻度や配送ルート等配送条件の見直しなどに取り組み、物流コスト全般の削減をめざし
ています。

　駅構内の店舗や自動販売機をご利用いただいているお客さ
まの視点から、グループSCM（サプライチェーン・マネジメン
ト：供給連鎖を最適化する継続的取組み）体制の構築をめざし
ています。

　具体的には、これまでグループ内外の関係各社と協業し取
り組んできた物流拠点の見直し、在庫圧縮、作業手順や配送
頻度等の諸条件の見直しを徹底し、物流コストのさらなる低
減をめざします。

　関東エリアに散在している飲料物流拠点（13カ所）の統合（在
庫拠点1カ所、配送拠点3カ所程度）や、1台のトラックに飲料
と酒類の混載を進めていくことによって、グループ全体の在
庫量圧縮や配送コストの削減を実現していきます。

【
改
善
前
】

メ
ー
カ
ー

店 

舗
　

等

D社倉庫

C社倉庫
C社倉庫
C社倉庫

C社出先倉庫

C社出先倉庫

B社倉庫
B社倉庫
B社倉庫

B社倉庫

A社倉庫 集　約　前

物流拠点C

回転在庫

安全在庫

物流拠点B

回転在庫

安全在庫

物流拠点A

回転在庫

安全在庫

【
改
善
後
】

メ
ー
カ
ー

店 

舗
　

等
拠点センター

デポ（※）

デポ（※）

デポ（※）

集　約　後

回転在庫

回転在庫

回転在庫

需要予測精度が向上
するので削減できる。

安全在庫

※ 小型の物流拠点
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A社倉庫 集　約　前

物流拠点C

回転在庫

安全在庫

物流拠点B

回転在庫

安全在庫

物流拠点A
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等
拠点センター

デポ（※）

デポ（※）

デポ（※）

集　約　後

回転在庫

回転在庫

回転在庫

需要予測精度が向上
するので削減できる。

安全在庫

※ 小型の物流拠点

■グループSCMの構築

●これまでの取組み ●グループSCMのイメージ図

２００２年	 1０月	 	市川商品センターに最新式デジタルピッキングシステムを導入
２００２年	 1２月	 	レッツKIOSKとNEWDAYS店舗の物流配送体制を市川商品セ

ンターに集約
２００３年	 ３月	 	グループSCMの推進母体として㈱ジェイアール東日本ロジス

ティクスプラットフォーム（以下、JRELP）を設立｡物流実績
データの集約、分析による改善提案・指導を行う

２００４年	 ４月	 	グループの飲料物流を西日暮里飲料センターに集約稼働。従来
の飲料物流の拠点倉庫1３カ所を1カ所へ集約

２００7年	 ２月	 	KIOSKの駅構内配送を担っていた東日本駅配送サービスを㈱
ジェイアール東日本物流（以下、JRE物流）に統合

２００7年	 ４月	 	JRELPをJRE物流に合併しJRELPの機能をJRE物流に統合
２００8年	 1０月	 	関東地区における飲料と酒類の混載配送拡大（代納商社の整

理、オンライン環境の整備）仙台地区における物流体制の見直
しを開始（代納商社の整理、オンライン環境の整備）

２００９年	 ４月	 	東北地区における物流体制の見直しを開始（代納商社の整理、
オンライン環境の整備）

２００９年	 1０月	 	東北キヨスクサービス㈱の駅構内配送等の物流機能を東北鉄道
運輸㈱に統合（仙台、盛岡駅など）

２０1０年	 1０月	 	市川商品センター、西日暮里飲料センターなどの機能を「京葉
流通センター」（JRE物流運営）へ順次統合

２０1０年	 1２月	 東京、品川、上野駅での大規模店舗開発にあわせ、「指定納品
　　　　　　　代行制度」を軸とする物流効率化を開始
２０1２年	 1０月	 長野エリアにおける物流体制の見直しを開始（代納商社の整
　　　　　　　理、オンライン環境の整備）
２０1３年	 1２月	 新潟エリアにおける物流体制の見直しを開始（代納商社の整
　　　　　　　理、オンライン環境の整備）

物流インフラ整備例
グループ会社後方施設の整備例

従業員寝室

従業員更衣室従業員休憩室
物流用駐車場 物流用エレベーター

■物流インフラおよび後方施設の整備

　駅構内物流専用の駐車場や荷捌場、通路、エレベーターお
よび倉庫などを総称して物流インフラといいますが、それら
の整備に関しては、駅をご利用になるお客さまや配送に従事
する作業員の安全確保はもとより、配送業務の効率化や配送
コスト削減、コンプライアンス（特に、改正道路交通法）など
の観点から、当社にとって重要な課題と認識しています。新
規、既存の開発案件を問わず、機会をとらえ、着実に整備を
行っています。

●物流インフラの整備について
　近年、サービス産業全体がホスピタリティ産業に向かってい
る中、そこで働く従業員一人ひとりの満足（従業員満足＝ES＝
Employee	 Satisfaction）の度合いを向上させることが真の顧客
満足（CS＝Customer	 Satisfaction）につながる、との考え方に
基づき、ES視点の環境づくりに力を入れています。具体的に
は、休憩室や更衣室などのスペース確保や共用化の推進、後
方施設周辺（通行部分など）の“危険”、“汚い”などの環境改
善を行っています。物流インフラと同様、新規、既存の開発
案件を問わず、機会をとらえ、着実に整備を行っています。

●グループ会社後方施設の整備について
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　地域社会と連携した街づくりの一環として、駅から概ね5分
のアクセスの良い立地を中心に「駅型保育園」などの子育て
支援施設の開設を進め、「仕事」と「子育て」の両立を応援
しています。1996年から開設した子育て支援施設は累計で82
カ所（2015年7月1日現在）に達しており、今後もさらなる拡
大をめざしています。「駅型保育園」では通勤途中に送迎がで
きるメリットに加え、父親と登園する子どもも多く見られ、当

社の取組みは男性の育児参加の支援にも繋がっています。
　今後も子育てにまつわるさまざまなニーズに対応し、保育
園に限らず、駅立地を活かした「送迎保育ステーション」や
「駅型学童」、さらに、就労の有無に関係なくすべての子育
てしている方を対象とした「親子コミュニティカフェ」など
の保育サービスにも取組みの枠を広げて、地域社会への貢
献、沿線価値の向上に積極的に取り組んでいきます。

■子育て支援事業

施設名 最寄駅 保育事業者 開園日 園の形態 定員

1 国分寺Ｊキッズステーション 国分寺 社会福祉法人桑の実会 1９９6.		5.	1 認可保育園 7０名

２ J キッズプラネット鶴見保育園 鶴見 社会福祉法人桑の実会 ２０００.		４.	1 認可保育園 76名

３ ポピンズナーサリースクール小机 小机 株式会社ポピンズ ２０００.		４.	1 認可保育園 ４5名

４ J キッズルミネ北千住保育園 北千住 社会福祉法人桑の実会 ２００1.		8.	1 東京都認証保育所 ４０名

5 ピノキオ幼児舎西八王子園 西八王子 株式会社ピノーコーポレーション ２００1.1２.	1 東京都認証保育所 ３5名

6 大森駅前保育園 大森 社会福祉法人島田福祉会 ２００２.		４.	1 認可保育園 ４6名

7 マザーズ・エスパル保育園 仙台 株式会社マザーズえりあサービス ２００２.1０.	1 せんだい保育室 5２名

8 明徳本八幡駅保育園 本八幡 学校法人千葉明徳学園 ２００３.1０.	1 認可保育園 ４5名

９ コンビプラザ品川保育園 品川 コンビウィズ株式会社 ２００４.	３.	1 東京都認証保育所 ３5名

1０ 武蔵浦和Ｊキッズステーション 武蔵浦和 社会福祉法人桑の実会 ２００４.	４.	1 認可保育園 6９名

11 戸田公園駅前さくら草保育園 戸田公園 社会福祉法人さきたま会 ２００４.	４.	1 認可保育園 ９０名

1２ 戸田駅前保育所おひさま保育園 戸田 公益財団法人鉄道弘済会 ２００４.	４.	1 認可保育園 6０名

1３ ちゃいれっく福生駅前保育園 福生 株式会社プロケア ２００5.	２.	1 認可保育園 17 名

1４ 与野本町駅前保育所おひさま保育園 与野本町 公益財団法人鉄道弘済会 ２００5.	４.	1 認可保育園 7２名

15 にじいろ保育園 ニューシャトル加茂宮 社会福祉法人三樹会 ２００5.	４.	1 認可保育園 ９０名

16 今羽保育園 ニューシャトル今羽 社会福祉法人あゆみ会 ２００5.	４.	1 認可保育園 6９名

17 武蔵浦和桑の実保育園 武蔵浦和 社会福祉法人桑の実会 ２００6.	４.	1 認可保育園 ４5名

18 菁莪（せいが）保育園 中浦和 社会福祉法人ひなどり保育園 ２００6.	４.	1 認可保育園 6０名

1９ ポピンズナーサリースクール立川 立川 株式会社ポピンズ ２００7.	11.	1 東京都認証保育所 ４０名

２０ 北戸田Ｊキッズステーション 北戸田 社会福祉法人桑の実会 ２００8.	４.	1 認可保育園 ９０名

２1 茶々すずや保育園 南与野 社会福祉法人あすみ福祉会 ２００8.	４.	1 認可保育園 ９０名

２２ 東鷲宮保育ステーションファミリア 東鷲宮 社会福祉法人さきたま会 ２００5.	6.	1
※ ２００９.	３.	３1繰入 送迎保育ステーション ー

２３ 茶々いまい保育園 武蔵小杉 社会福祉法人あすみ福祉会 ２００９.	４.	1 認可保育園 1２０ 名

２４ ひびき保育園 大口 社会福祉法人そだちの杜 ２００９.	４.	1 認可保育園 6０名

２5 みんなのとっぽ保育園 橋本 社会福祉法人菊清会 ２００９.	４.	1
※ ２０1３.	４ 本園化 認可保育園 8０名

２6 戸田駅前さくら草保育園 戸田 社会福祉法人さきたま会 ２００９.	４.	1 認可保育園 1２０ 名

２7 本八幡ほっとステーション親子 本八幡 学校法人千葉明徳学園 ２００９.	6.	1 地域子育て支援センター・ひろば ー

２8 ぽっぽランドしいの木 新宿 ピジョンハーツ株式会社に委託 ２０1０.	２.	1 事業所内保育所 1２名

２９ にじいろ保育園武蔵小金井 武蔵小金井 株式会社サクセスアカデミー ２０1０.	４.	1 東京都認証保育所 ２４名

３０ サン・キッズ平塚ステーション 平塚 社会福祉法人惠伸会 ２０1０.	４.	1 認可保育園 ９０名

３1 スターチャイルド《みなみ保育園》 武蔵浦和 株式会社みつば ２０1０.	４.	1 認可保育園 ９０名

３２ 明徳浜野駅保育園 浜野 学校法人千葉明徳学園 ２０1０.	４.	1 認可保育園 ３6名

３３ 市川大野ナーサリースクール 市川大野 社会福祉法人高砂福祉会 ２０1０.	４.	1 認可保育園 ９０名

３４ にじいろ保育園登戸 登戸 株式会社サクセスアカデミー ２０1０.	7.	1 認可保育園 6０名

３5 ぽっぽランドせんだい 仙台 ピジョンハーツ株式会社に委託 ２０1０.1０.	1 事業所内保育所 ３０名

３6 小岩駅前桜華保育園 小岩 株式会社みつばちカンパニー ２０1０.1２.	1 東京都認証保育所 ２5名

３7 小岩駅前みつばち保育園 小岩 株式会社みつばちカンパニー ２００４.1２.	1	
※ ２０1０.1２.	1繰入 東京都認証保育所 ４０名

３8 ココファン・ナーサリー八王子南館 八王子 株式会社学研ココファン・ナーサリー ２０1０.1２.	1 東京都認証保育所 ４０名

３９ 学研キャンパス 八王子 株式会社学研エデュケーショナル ２０1０.1２.	1 民間学童保育施設 15名

４０ おやこの駅ひろば 大船 横浜市（運営：社会福祉法人地域サポート虹） ２０11.	1.	３1 地域子育て支援センター・ひろば ー

４1 キズナ ９３7 籠原 ー ２０11.	３.	２０ 親子コミュニティカフェ ー

４２ 小学館アカデミーアトレ大井町保育園 大井町 株式会社小学館集英社プロダクション ２０11.	４.		1 東京都認証保育所 ４０名

４３ 南千住駅前保育所おひさま保育園 南千住 公益財団法人鉄道弘済会 ２０11.	４.		1 認可保育園 ４8名

４４ キッズタウン東十条保育園 東十条 社会福祉法人こうほうえん ２０11.	４.		1 認可保育園 ９０名

○施設一覧 （２０15年7月1日現在）
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NRE大森弥生ハイツ

　急速に進む高齢社会に対応した施設や介護の社会的ニーズ
が高まるなか、JR東日本グループも介護サービス事業に取り
組んでいます。
　2000年4月より東北総合サービス㈱が、きめ細やかなケア
プラン作成と訪問介護サービス・福祉用具貸与サービスを提
供する「JR東日本東北介護サービス」および介護ショップ「JR
ハートステーション仙台」を運営しています。2004年4月より
㈱エヌアールイーサービスが『住み替えた自宅』を理念と
し、温かい家庭的な雰囲気を大切にした介護付有料老人ホー
ム「NRE大森弥生ハイツ」を運営しています。

■介護事業

施設名 最寄駅 保育事業者 開園日 園の形態 定員

４5 おおたみんなの家 西大井（馬込） 社会福祉法人つばさ福祉会 ２０11.	４.		1 認可保育園 75名

４6 そらいろ保育園 北与野 社会福祉法人三樹会 ２０11.	４.		1 認可保育園 ４5名

４7 桑の実戸田公園保育園 戸田公園 社会福祉法人桑の実会 ２０11.	４.		1 認可保育園 1０7 名

４8 ことぶきイーサイト保育園 籠原 社会福祉法人育慈会 ２０11.	４.		1 認可保育園 6０名

４９ 新田東すいせん保育所 小鶴新田 社会福祉法人幸生会 ２０11.	４.		1 認可保育園 6０名

5０ 河原町すいせん保育所 長町（河原町） 社会福祉法人幸生会 ２０11.	４.		1 認可保育園 ９０名

51 新潟えきなか保育園 新潟 学校法人新潟高度情報学園 ２０11.	４.		1 認可保育園 ９０名

5２ ぽっぽランドたばた 田端 ピジョンハーツ株式会社に委託 ２０11.	４.		1 事業所内保育所 1０名

5３ みなみ野学童保育所第二クラブ 八王子みなみ野 八王子市（運営：テンプスタッフ・ウィッシュ㈱） ２０11.	４.		1 公設学童保育施設 5０名

5４ とだ虹保育園 戸田公園 社会福祉法人日の出福祉会 ２０11.	９.		1 認可保育園 1００ 名

55 ゆめの樹保育園 中浦和 社会福祉法人三樹会 ２０1２.	４.		1 認可保育園 1０8 名

56 茶々なかまち保育園 武蔵小杉 社会福祉法人あすみ福祉会 ２０1２.	４.		1 認可保育園 7０名

57 みなと公園のぞみ保育園 千葉みなと テンプスタッフ・ウィッシュ株式会社 ２０1２.	４.		1 認可保育園 ９０名

58 たかし保育園新浦安 新浦安 社会福祉法人茂原高師保育園 ２０1２.	４.		1 認可保育園 6２名

5９ エデュケアセンター・ひがしなかの 東中野 株式会社パソナフォスター ２０1２.1０.		1 東京都認証保育所 ４０名

6０ 「キドキド×ゆめきっず」 八王子 株式会社ボーネルンド（一部八王子市より受託） ２０1２.1０.２5 親子の遊び場 ー

61 グローバルキッズ	コトニア吉祥寺園 西荻窪 株式会社グローバルキッズ ２０1３.	３.		1 東京都認証保育所 ３９名

6２ ココファン・ナーサリー神田万世橋 秋葉原 株式会社学研ココファン・ナーサリー ２０1３.	４.		1 東京都認証保育所 ３４名

6３ メリーポピンズアトレ大森ルーム 大森 社会福祉法人どろんこ会 ２０1３.	４.		1 認可保育園 75名

6４ ココファン・ナーサリー八王子北館 八王子 株式会社学研ココファン・ナーサリー ２０1３.	４.		1 認定こども園 58名

65 Ｐ’sスマイル保育園 鶴見 社会福祉法人どろんこ会 ２０1３.	４.		1 認可保育園 5４名

66 キディ石川町・横浜 石川町 社会福祉法人伸こう福祉会 ２０1３.	４.		1 認可保育園 6０名

67 ベネッセ本郷台保育園 本郷台 株式会社ベネッセスタイルケア ２０1３.	４.		1 認可保育園 6０名

68 南よの虹保育園 南与野 社会福祉法人日の出福祉会 ２０1３.	４.		1 認可保育園 1２０ 名

6９ 第 ２幕張海浜保育園 海浜幕張 社会福祉法人愛の園福祉会 ２０1３.	４.		1 認可保育園 ３０名

7０ 二チイキッズ仙北町駅保育園 仙北町 株式会社ニチイ学館 ２０1３.	４.		1 認可保育園 6０名

71 キッズハーモニー・新宿 新宿 株式会社パソナフォスター ２０1３.	４.		1 事業所内保育所 ３０名

7２ 大塚りとるぱんぷきんず 大塚 社会福祉法人清香会 ２０1３.	９.		1 認可保育園 61名

7３ 北小金グレース保育園 北小金 社会福祉法人にじの会 ２０1４.	４.		1 認可保育園 ９０名

7４ にじいろ保育園武蔵新城 武蔵新城 株式会社サクセスアカデミー ２０1４.	４.		1 認可保育園 7０名

75 にじの星保育園 宮原 社会福祉法人三樹会 ２０1４.	４.		1 認可保育園 6０名

76 グローバルキッズ武蔵境園 武蔵境 株式会社グローバルキッズ ２０1４.	４.		1 東京都認証保育所 ４０名

77 ココファン・ナーサリー東小金井 東小金井 株式会社学研ココファン・ナーサリー ２０1４.	４.		1 東京都認証保育所 6０名

78 市川どろんこ保育園 本八幡 社会福祉法人どろんこ会 ２０1４.	４.		1 認可保育園 1２０ 名

7９ 太子堂すいせん保育所 太子堂 社会福祉法人幸生会 ２０1４.	４.		1 認可保育園 15２ 名

8０ けやきホームズ学童クラブⅡ 武蔵浦和 社会福祉法人弘優尽会
２０1４.	7.	２２
※ ２０1４.1０.	1繰入

民間学童保育施設 7０名

81 グローバルキッズコトニア赤羽園 赤羽 株式会社グローバルキッズ ２０15.	４.		1 認可保育園 ９０名

8２ グローバルキッズ亀戸園 亀戸 株式会社グローバルキッズ ２０15.	４.		1 認可保育園 1００ 名

○施設一覧 （２０15年7月1日現在）

　また、2013年10月より㈱ジェイアール東日本スポーツが運動特
化型の通所介護施設「ジェクサー・プラチナジム南浦和」を運営
しており、南浦和店、武蔵境店に続き2015年4月に3箇所目となる
赤羽店を開所いたしました。
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　2005年より、従来からの映像制作ニーズにお応えするため
に、映画やTVドラマ、CM等の撮影のロケ地として、駅や
鉄道等の施設を提供するロケーションサービスを開始しまし
た。㈱ジェイアール東日本企画が運営会社となり、企画内容
や撮影の方法などについて検討したうえでロケ地の提供を行

い、その対価を得ています。メディア等を通じて、当社の施
設がより多面的・魅力的に紹介されることにより、営業エリ
ア内のイメージアップがはかられ、地域の活性化や旅客増が
期待できると考えています。

商品ジャンル 主な商品

鉄道関連商品 鉄道グッズ、DVD、模型等

地方特産品・お土産 東京土産等、各地の銘菓・名産品

その他 Suica ペンギングッズ

企画名 撮影場所 主な出演者（敬称略） 撮影日

日本テレビ「メレンゲの気持ち」
甲府駅・中央本線車内（甲府駅〜日野春駅）・日野春駅

中央本線車内（日野春駅〜小淵沢駅）・小淵沢駅
中央本線車内（小淵沢駅〜韮崎駅）・韮崎駅

前川泰之、政井マヤ ２０1４ 年 ４ 月 11 日

東宝系映画「クローバー ｣ 東京駅新幹線ホーム　２０ 番線・２３ 番線 武井咲、大倉忠義 ２０1４ 年 6 月 18 日

DVD｢E7 系新幹線 ｣ 長野新幹線車両センター　留置きE7系 ２０1４ 年 6 月 1９ 日

日本テレビ	２４ 時間テレビ
｢はなちゃんのみそ汁 ｣ 久里浜駅改札〜駅前広場 大倉忠義、尾野真千子 ２０1４ 年 8 月 7 日

NHK	BSプレミアム
「ニッポンぶらり鉄道旅」

中央線快速車内（東京駅〜中野駅）
中央線快速車内（中野駅〜阿佐ケ谷駅）

中央線快速車内（阿佐ケ谷駅〜国分寺駅）、国分寺駅
中央線特快車内（国分寺駅〜日野駅）

中央線快速車内（日野駅〜高尾駅）、高尾駅ホーム
中野駅 6番線ホーム、阿佐ケ谷駅 ３番線ホーム

高橋光臣 ２０1４ 年 ９ 月 1９ 日

テレビ朝日	土曜ワイド劇場
｢西村京太郎トラベルミステリー 6３　

飯山線・湯けむり殺人ルート ｣

あさま 51３ 号車内（東京駅〜長野駅）
東京駅丸の内駅舎前、東京駅 ２０.２1.２２ 番線ホーム 高橋英樹、 高田純次 ２０1４ 年 11 月 ２5 日

映画 ｢流れ星が消えないうちに ｣ 三鷹	跨線橋 波瑠、入江甚儀 ２０1４ 年 1２ 月 1０ 日

フジテレビ特番 ｢正直　女子さんぽ ｣ 内房線車内（浜金谷駅〜館山駅）、浜金谷駅、
館山駅、安房鴨川駅

関根麻里、柳原可奈子、
松岡茉優、飯尾和樹 ２０1４ 年 1２ 月 16 日

スカイパーフェクTV・
フジテレビONE「新・みんなの鉄道」 上野駅、 尾久車両センター、 北斗星車内 （上野〜大宮） ２０15 年 1 月 1９ 日・２０ 日・２7 日

テレビ東京「ブラマリのいただきっ！」 郡山駅、 仙台駅、
東北新幹線車内 （上野〜郡山） （郡山〜仙台）

関根麻里、
ブラックマヨネーズ ２０15 年 ２ 月 ３ 日

テレビ東京「美の巨人たち」 日光駅ホーム ･駅舎 ･改札 ･待合室 ･貴賓室 ２０15 年 ２ 月 1０ 日

劇場用映画「ビリギャル」 上越新幹線車内 （東京〜長岡） 有村架純 ２０15 年 ２ 月 ２1 日

テレビ朝日　土曜ワイド劇場
「検事・朝日奈耀子 16」 品川駅前ロータリー 内藤剛志、石川梨華 ２０15 年 ２ 月 ２３ 日

音楽館「寝台列車　北斗星」
ハイレゾ音声収録 上野駅 1３ 番線 ２０15 年 ３ 月 1３ 日・1４ 日

商品化許諾している商品一例

■えきねっとショッピング

　「えきねっとショッピング」は、鉄道や旅に関するJR東日
本グループならではの特徴ある商品を取り扱っています。
「Train Shop」など、グループ各社の通販事業との連携を深
め、より魅力あるショッピングサイトを展開しています。　
http://www.eki-net.biz

●概要

■ロケーションサービス

○ロケーションサービス　２０1４ 年度の代表的な作品

　当社の車両や建造物などをモチーフに制作された模型や玩
具、運転台から撮影した展望映像などを第三者が商品化する
際に、第三者との間で商品化許諾基本契約を締結し、ロイヤ
リティ（使用許諾料）を収受するという事業「プロパティライセ
ンス事業」を、㈱ジェイアール東日本企画と共同で展開してい
ます。
　また、ロイヤリティ収入のみならず、これらの商品を通じ
てお子さまや鉄道ファンなど幅広い層に鉄道の魅力をアピー
ルすることで、鉄道利用促進や当社のブランド価値向上に寄
与しています。

■プロパティライセンス事業
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（２０1４年度） （２０15年7月1日現在）

雑誌名 発行頻度 発行部数 雑誌内容

オレンジページ 月２回 ３４.8万
創刊３０周年を迎えた料理
と暮らしの情報誌

オレンジページ	Cooking 季　刊 ２5万
より食を楽しみたい料理
上級者向け専門誌

からだの本 季　刊 1０万
内から外から…女性向け
健康＆美容情報誌

開発件名 開業日 最寄駅 概要

駅の定食屋
｢ちゃぶぜん｣

２００２.０３.０1
南浦和、

亀戸、新潟
｢健康｣｢定食｣をテーマと
した駅構内の定食屋

STUDIO	PLAT'S ２００３.０３.1２ 両国
高架下を有効に活用した
音楽スタジオ事業

えきあど ２００6.1０.16 東京
Suicaシステムを活用した
私書箱サービス

缶’S		Bar ２０1２.０1.２３ 秋葉原
｢見て楽しむ、食べて楽し
む｣をコンセプトにした缶
詰Bar

■その他の事業
●㈱オレンジページの主な刊行物一覧 ●社内ベンチャー制度「J-Tomorrow」事業化案件

東京駅八重洲口に、上質で先進的な機能をもつハイグレードな2棟の超高層オフィスビル
「グラントウキョウノースタワー（Ⅰ期）／サウスタワー」が2007年10月に完成しまし
た。2012年8月にノースタワー（Ⅱ期）が竣工、2013年9月には2つのビルを結ぶ歩行デ
ッキ・大屋根からなる「グランルーフ」、2014年9月には駅前広場が完成しました。

○丸の内駅舎保存・復原、
　東京ステーションホテル
歴史と風格を感じさせる丸の内地区の中心として、東京駅丸
の内駅舎を創建当初の姿に保存・復原し、2012年10月駅、ホテ
ル、ギャラリーなどとして完成しました。

○グラントウキョウノースタワー／サウスタワー、グランルーフ

東京駅

グラントウキョウ
ノースタワー

グランルーフ

グラントウキョウ
サウスタワー

サピアタワー
グラントウキョウ
ノースタワー

グラントウキョウ
サウスタワー

サピアタワー

　JR東日本グループでは、個人のお客さま向けに旅行傷害保
険（海外旅行保険、国内旅行保険など）を、企業向けに工事保
険などを取り扱っています。
　また、グループ各社の社員とその家族向けには一般で加入
するより割安な保険料で加入できる自動車保険、火災保険、
傷害保険などを扱っており、グループ企業向けには各社で

個々に契約していた火災保険、賠償責任保険、個人情報漏え
い保険をひとまとめにして加入することで保険事務の効率化
と保険料の低廉化をはかっています。
　保険代理業を通じて、企業の経営上のリスクや個人の生活
設計を考慮した的確な契約のアドバイスを行うことで、お客
さまや社員、家族の「安心」をサポートしています。

　首都東京の「顔」にふさわしい多彩な魅力と先進の機能を
もった駅＝街として、東京駅周辺地区の都市空間整備を進め
ています。

●損害保険代理業

■東京ステーションシティ
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全体完成パース




