グループ事業概要
JR東日本グループ会社一覧
運

輸

ジェイアールバス関東株式会社
東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -5334 -0860
www.jrbuskanto.co.jp

宇都宮ステーション開発株式会社

盛岡ターミナルビル株式会社

パセオ
（宇都宮）/バル
（小山、古河）
栃木県宇都宮市川向町1-23
Tel.028 -627-84 00
www.utsunomiya-s k.com/

ホテルメトロポリタン盛岡・
ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング/
フェザン
（盛岡）
岩手県盛岡市盛岡駅前通1-4 4
Tel.019 -625 -1211
［ホテルメトロポリタン盛岡］www.metro-morioka.co.jp
［フェザン］www.fesan-jp.com

高崎ターミナルビル株式会社
ジェイアールバス東北株式会社

事業概要

宮城県仙台市青葉区五橋1-1-1
Tel.022-266-9642
www.jrbustohoku.co.jp

モントレー（高崎）
/アズ
（熊谷）
/
イーサイト
（上尾、高崎、籠原）
群馬県高崎市八島町222
Tel.027-322-7211
www.m-takasaki.com

東京モノレール株式会社
東京都港区浜松町2-4 -12
Tel.03-5470 -3816
www.tokyo-monorail.co.jp

ショッピングセンター
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水戸ステーション開発株式会社
エクセル・エクセルみなみ
（水戸）/いわき駅ビル
茨城県水戸市宮町1-1-1
Tel.029 -231-7 711 ［エクセル］www.excel-mito.com

秋田ステーションビル株式会社
ホテルメトロポリタン秋田/アルス/トピコ
秋田県秋田市中通7-2-1
Tel.018 -8 31-2 225
［ホテルメトロポリタン秋田］www.metro-akita.jp
［アルス、
トピコ］www.caoca.net

株式会社錦糸町ステーションビル

株式会社ホテルメトロポリタン長野

テルミナ/テルミナ2
東京都墨田区江東橋3 -14 -5
Tel.03 -3633 -1111
［テルミナ］www.termina.info

ホテルメトロポリタン長野
長野県長野市南石堂町134 6
Tel.026 -2 91-700 0
www.metro-n.co.jp

株式会社鉄道会館
グランスタ/グランスタダイニング/グラングルメ/
グランアージュ
東京都中央区八重洲2-2-1 住友生命八重洲ビル7階
Tel.03-5299-2288
www.tokyoinfo.com

株式会社アトレ
アトレ
（恵比寿、
目黒1・2、
四谷、
大森、
大井町1・2、
品川、
上野、
亀戸、
新浦安、
吉祥寺、
秋葉原1・2、
川崎、
松戸）
/
アトレヴィ
（信濃町、
五反田、
田端、
三鷹、
巣鴨、
東中野）
/
ボックスヒル
（取手）
/スキップ
（北小金、南柏）
東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート6階
Tel.03 -5475 -830 0
［アトレ］www.atre.co.jp
［ボックスヒル］www.atre.co.jp/ boxhilltoride/

株式会社千葉ステーションビル
ペリエ
（千葉、
稲毛、西千葉、
津田沼、
検見川浜）
/
いちばん鮮（稲毛海岸）
/アルカード茂原/
四街道駅ビル/Dila津田沼
千葉県千葉市中央区富士見2-3 -1
Tel.0 43 -2 27-3003
［ペリエ］www.perie.co.jp

株式会社JR東日本青森商業開発
A-FACTORY
（青森）/ラビナ
（青森）/
あおもり旬味館
（新青森）
/アプリーズ
（弘前）
青森県青森市柳川1-2-3
Tel.017-73 4 -1211
www.jre -abc.com

株式会社ステーションビルMIDORI
株式会社ルミネ
ルミネ
（大宮1・2、
北千住、新宿1・2、
ルミネエスト、
立川、横浜、町田、荻窪、
藤沢、
川越、
品川、
大船、
池袋、
ルミネマン渋谷、有楽町）
東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -533 4 -0550
www.lumine.ne.jp

株式会社横浜ステーシヨンビル
シァル
（鶴見）/シァルプラット
（東神奈川）/
プチール港南台/エキスト
（鹿島田、保土ヶ谷、鎌倉）
神奈川県横浜市中区本町２丁目２２番地
日本生命横浜本町ビル８階
Tel. 045-680-5900
www.cial.co.jp

湘南ステーションビル株式会社
ラスカ
（茅ケ崎、
平塚、
小田原）
/平塚ラスカ南館
神奈川県平塚市宝町1-1
Tel.0463 -22-0236
［ラスカ］www.lusca.co.jp

株式会社JR中央ラインモール
nonowa
（西国分寺）
東京都国分寺市西恋ヶ窪2-2-1
ビーンズアネックス西国分寺2階
Tel.042-300 -1128

オフィス

株式会社日本レストランエンタプライズ
あじさい茶屋/駅弁屋/さぬきうどん など
東京都港区高輪2 -19 -13 高輪センタービル11階
Tel.03 -5798 -808 0
www.nre.co.jp

ジェイアール東日本フードビジネス株式会社
BECK'S COFFEESHOP/Becker's/ハニーズバー など
東京都北区田端6 -1-1 田端ASUK Aタワー13階
Tel.03 -5832- 4621
www.jef b.co.jp

株式会社JR東日本ステーションリテイリング
ecute大宮・品川・立川・東京 など
東京都港区北青山2-7-9
Tel.03 -3423 -8910
www.ecute.co.jp

ホテル

株式会社JR東日本ウォータービジネス
日本ホテル株式会社
東京ステーションホテル/
ホテルメトロポリタン
（池袋）/
ホテルメトロポリタン エドモント
（飯田橋）
/
ホテルメトロポリタン丸の内/
ホテルメトロポリタン高崎/ホテルメッツ
（渋谷、
目白、
駒込、
田端、
赤羽、
国分寺、
武蔵境、
久米川、
浦和、
川崎、溝ノ口、
かまくら大船、
津田沼、
高円寺、
立川、
水戸、
横浜鶴見）/ホテルドリームゲート舞浜/
ホテルアール・メッツ宇都宮
東京都豊島区西池袋1-6 -1
Tel.03-5954 -1088
www.nihonhotel.com

仙台ターミナルビル株式会社
ホテルメトロポリタン仙台/
ホテルメトロポリタン山形/ホテルメッツ福島/
エスパル
（仙台、福島、
郡山、
山形）
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
Tel.022-268 -2525
［ホテルメトロポリタン仙台］www.s -metro.stbl.co.jp
［ホテルメトロポリタン山形］www.metro-yamagata.jp
［ホテルメッツ福島］www.f-mets. jp
［エスパル］www.s -pal.jp

セレオ
（八王子、
武蔵小金井）
/エル
（国分寺）/
エクラン
（甲府）
/ロンロン
（西八王子）
/ナウ
（相模原）
東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館７階
Tel. 042-686-3100

NEWDAYS/KIOSK/BOOK EXPRESS など
東京都新宿区西新宿2-3 -1 新宿モノリス2 9階
Tel.03 -5324 -6800
www.j-retail.jp

株式会社ジェイアール東日本ビルディング

グランデュオ
（立川、
蒲田）
東京都立川市柴崎町3 -2-1
Tel.042-54 0 -2111

www.granduo.jp

株式会社JR東日本リテールネット

東京都中央区八重洲2-2-1 住友生命八重洲ビル4階
Tel.03 -3231-6600
www.jebl.co.jp

ジェイアール東日本商業開発株式会社

JR 東京西駅ビル開発株式会社
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MIDORI（長野、松本）/ティリア
（長野）
長野県長野市南千歳1-22-6
Tel.026 -2 28 -55 45
www.eki-midori.com

小売・飲食

朝の茶事・FROMAQUA
（フロムアクア）など
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR 恵比寿ビル9階
Tel.03 -6853 -60 01
www.jre -water.com

株式会社紀ノ國屋
KINOKUNIYA
（吉祥寺店・国立店 など）/
/
entrée
（グランスタダイニング店 など）
OMO
（エチカ表参道店 など）
東京都港区北青山3 -15 -7
Tel.03 -3 409 -4 0 61
www.e -kinokuniya.com

商事・物流

株式会社ジェイアール東日本商事
東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -3299 -9167

www.ejrt.co.jp

株式会社ジェイアール東日本物流
東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト6階
Tel.03-3829 -5111 www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp

旅行・レンタカー

広告・出版

建設コンサルタント・設備保守

株式会社びゅうトラベルサービス

株式会社ジェイアール東日本企画

ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社

東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -5334 -0615

東京都渋谷区恵比寿南1-5 -5 J R 恵比寿ビル
Tel.03 -5 4 47-780 0
www.jeki.co.jp

東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザ18・19階
Tel.03 -5396 -72 21
www.jrc.jregroup.ne.jp

www.v -travels.co.jp

株式会社東京メディア・サービス

駅レンタカー
東京都千代田区外神田3 -5 -12
Tel.03 -3251-6 855

東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザ17階
Tel.03 -5 391-1261
www.tms.jregroup.ne.jp

株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所

株式会社オレンジページ

ジェイアール東日本ビルテック株式会社

東京都新宿区西五軒町13 -1
Tel.03 -5227-5814
www.orangepage.net

東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -533 4 -0630

www.jrerl.co.jp

スポーツ・レジャー

株式会社ジェイアール東日本スポーツ
ジェクサー（大宮、戸田公園、赤羽、上野、
四谷、
大井町、
東神奈川、池袋、亀戸、
新宿、
東京）/
リラクゼ
（国分寺、
三鷹、新宿、東京、
上野、西船橋、
大船 など）
東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザ17階
Tel.03 -3980 -8671
www.jrespor ts.co.jp

株式会社ガーラ湯沢
GALA湯沢スキー場
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039 -2
Tel.025 -785 -6421
www.galaresor t.jp

東京都渋谷区代々木2-2-6 JR 新宿ビル
Tel.03 -5371-33 81
www.jred.co.jp

www.jrefm.co.jp

JR東日本メカトロニクス株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー14階
Tel.03 -5365 -38 02
www.jrem.co.jp
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ジェイアール東日本レンタリース株式会社

ユニオン建設株式会社
駅業務・清掃整備・リネンサプライ

東京都目黒区中目黒2-10 -1
Tel.03 -3719 - 0731

www.union-k.co.jp

株式会社JR東日本テクノハートTESSEI
東京都中央区八重洲1-5 -15 田中八重洲ビル
Tel.03 -3278 -9681

車両製造・保全

株式会社総合車両製作所
株式会社JR東日本運輸サービス
東京都中央区日本橋室町4 -3 -16
Tel.03 -354 8 -4511
www.jets .jregroup.ne.jp

神奈川県横浜市金沢区大川3 -1
Tel.0 45 -701-5155
www.j-trec.co.jp

東日本トランスポーテック株式会社
株式会社東日本環境アクセス

不動産管理

株式会社ジェイアール東日本都市開発

東京都台東区東上野3 - 4 -12
Tel.03 -3836 -1551

東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザ21階
Tel.03 -3988 -94 21
www.t tech.co.jp
www.jea.co.jp

東北交通機械株式会社

シャポー/アルカード/ビーンズ など
東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -5334 -10 41

JR高崎鉄道サービス株式会社
www.jr tk.jp

宮城県仙台市青葉区一番町2-2 -13
Tel.022 -26 8 -3020

群馬県高崎市下和田町5 -3 -21
Tel.027-323 -753 4

www.j-tkk.jp

海外鉄道コンサルタント
情報・財務・人材サービス

株式会社ジェイアール東日本情報システム
東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -3299 -1258

www.jeis.co.jp

株式会社JR東日本ネットステーション
えきねっと
東京都渋谷区代々木2-7-8
東京南新宿ビルディング4階
Tel.03 -5333 -1576

JR水戸鉄道サービス株式会社
茨城県水戸市南町3 -4 -57
Tel.029 -226 -8561

日本コンサルタンツ株式会社
www.mito-ts.co.jp

JR千葉鉄道サービス株式会社
千葉県千葉市中央区弁天1-5 -1 白樺ビル10階
Tel.0 4 3 -251-5702

www.jr nets.com

株式会社ジェイアール東日本マネジメントサービス
東京都渋谷区代々木2-2-2
Tel.03 -5334 -1633
www.jems.jregroup.ne.jp

株式会社JR東日本パーソネルサービス
東京都新宿区西新宿1-23 -7 新宿ファーストウエスト13階
Tel.03-6304 -54 00
www.jreps.co.jp

株式会社JR東日本グリーンパートナーズ
埼玉県戸田市新曽8 47-5
Tel.0 48 -4 46 -1856

地域冷暖房

新宿南エネルギーサービス株式会社
株式会社ジェイアールテクノサービス仙台

［インターネットサービスポータルサイト］www.eki-net.com

東京都千代田区丸の内3 - 4 -1 新国際ビル9階
Tel.03 -6269 -9878
www.jictranspor t.co.jp

宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13
Tel.022 -266 -0115

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー16階
Tel.03 -5352-2971
www.sesdhc.co.jp
支社別グループ会社

JR盛岡鉄道サービス株式会社
東北総合サービス株式会社

岩手県盛岡市盛岡駅前通1-41
Tel.019 -653 -916 8

ピボット
（郡山、
古川、会津若松）など
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
Tel.022 -221- 6067
www.jr-tss.co.jp

JR秋田鉄道サービス株式会社
秋田県秋田市東通仲町12-17
Tel.018 -8 33 -452 9

株式会社ジャスター
シーガルタウン
（本八戸）など
岩手県盛岡市盛岡駅前通1- 41
Tel.019 - 651-19 0 0

JR新潟鉄道サービス株式会社
新潟県新潟市中央区花園1-1-5
Tel.025 -24 4 -0590

www.jas ter.co.jp

株式会社ジェイアールアトリス
JR長野鉄道サービス株式会社

生鮮市場（保戸野）など
秋田県秋田市中通7-1-1
Tel.018 - 837-15 4 4

長野県長野市川合新田3458
Tel.026 -221-6 491
クレジットカード

株式会社ビューカード
東京都品川区大崎1-5 -1 大崎センタービル
Tel.03 -6275 -3000
www.viewcard.co.jp

新日本リネン株式会社

株式会社トッキー

東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザ11階
Tel.03 -3989 -692 2

CoCoLo
（本館、
万代、
東、
西、
南、
中央、
長岡、
湯沢）
など
新潟県新潟市中央区花園1-1-1
Tel.025 -247-63 01
www.tokky.jp/

www.jrel.co.jp
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