2020年7月1日現在

沿革一覧

東急リゾートサービス

（2020年 統合前）

TOKYU RESORT SERVICE

1963

東急不動産株式会社にてリゾート観光事業開始

1966

箱根サニーパーク 開業

1975

株式会社大分東急ゴルフコース 設立・大分東急ゴルフクラブ 開業

1976

株式会社阿蘇東急ゴルフコース 設立・阿蘇東急ゴルフクラブ 開業

1977

株式会社勝浦東急ゴルフコース 設立・開業、株式会社筑波東急ゴルフコース 設立・筑波東急ゴルフクラブ 開業

1979

東急不動産興業株式会社 創立（後の株式会社東急リゾートサービス）
株式会社東急リゾートサービス蓼科 設立、蓼科東急ゴルフコース 開業

1980

浜名湖サニーパーク 開業、株式会社勝浦東急ゴルフコースを株式会社東急リゾートサービス勝浦に社名変更

1982

蓼科東急スキー場 開業

1985

ニセコ国際ひらふ ワイススキー場が東急不動産傘下入り

1987

玉原東急リゾート株式会社 設立

1988

株式会社札幌東急ゴルフクラブ 設立、東急ハーヴェストクラブ蓼科 開業
株式会社望月東急ゴルフクラブ 設立、蓼科東急スポーツセンター 開業
玉原スキーパーク 開業

1989

斑尾東急リゾート株式会社 設立、望月東急ゴルフクラブ 開業
株式会社東急リゾートサービス浜名湖 設立、札幌東急ゴルフクラブ 開業
東急ハーヴェストクラブ勝浦 開業
会員制リゾートクラブ タングラム 開業（ホテルタングラム・タングラムスキーサーカス）

1990

東急ハーヴェストクラブ浜名湖 開業、斑尾東急ゴルフクラブ 開業

1991

東急ハーヴェストクラブ天城高原 開業
株式会社東急リゾートサービス鬼怒川 設立、東急リゾートプラザ蓼科 開業
株式会社小見川東急ゴルフクラブ 設立

1992

株式会社東急リゾートサービス南紀田辺 設立、東急ハーヴェストクラブ鬼怒川 開業
株式会社東急ハーヴェストサービス 設立、ニセコ東急ゴルフコース 開業
小見川東急ゴルフクラブ 開業、ニセコひらふ花園スキー場 開業

1993

勝山東急リゾート株式会社 設立、東急ハーヴェストクラブ南紀田辺 開業
東急ハーヴェストクラブ伊東 開業、東急ハーヴェストクラブ箱根明神平 開業
季美の森ゴルフ倶楽部 開業、スキージャム勝山 開業

1994

株式会社有田東急ゴルフクラブ 設立・開業
株式会社東急リゾートサービス 設立
株式会社東急ハーヴェストサービス、株式会社東急リゾートサービス浜名湖、
株式会社東急リゾートサービス鬼怒川を合併

1995

東急ハーヴェストクラブ京都アーバンステージ 開業
株式会社東急リゾートサービス長野 設立

1996

株式会社東急リゾートサービス蓼科、株式会社望月東急ゴルフクラブを合併
株式会社東急リゾートサービス関東 設立
株式会社小見川東急ゴルフクラブ、株式会社筑波東急ゴルフコースを合併
株式会社東急リゾートサービス九州 設立

1997

株式会社大分東急ゴルフコース、株式会社阿蘇東急ゴルフコースを合併

1999

東急ハーヴェストクラブ斑尾 開業
東急ハーヴェストクラブ蓼科アネックス 開業
東急ハーヴェストクラブスキージャム勝山 開業
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2000

株式会社札幌東急ゴルフクラブを北海道東急リゾート株式会社に社名変更

2001

東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢 開業
株式会社東急リゾートサービス 設立

2002

栃木の森ゴルフコース 運営受託
東急ハーヴェストクラブ蓼科リゾート 運営受託

2003

伊豆天城高原 運営受託
吉川カントリー倶楽部 運営受託
東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園 開業・運営受託
グランデコリゾート 運営受託

2004

東急ハーヴェストクラブ裏磐梯グランデコ 運営受託
サミットゴルフクラブ 運営受託
ニセコひらふアルペンスキー場、ホテルニセコアルペン 運営受託

2005

那須国際カントリークラブ 運営受託
大多喜城ゴルフ倶楽部 運営受託
栃木の森ゴルフコース 運営受託終了
ハンターマウンテン塩原、マウントジーンズ・スキーリゾート那須 運営マネジメント受託
猿島カントリー倶楽部 運営マネジメント受託
鶴舞カントリー倶楽部 運営マネジメント受託

2006

嘉穂カントリー倶楽部 運営マネジメント受託
板倉ゴルフ場 運営受託
リフレッツ倶楽部 事業開始（草津、箱根強羅、大山 運営受託）
芝山ゴルフ倶楽部 運営マネジメント受託
東急ハーヴェストクラブ那須 開業･運営受託

2007

リフレッツ伊豆高原 運営受託
関西カントリークラブ 運営マネジメント受託
太陽カントリークラブ 運営マネジメント受託
富士見パノラマリゾート 運営マネジメント受託
東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢アネックス 開業･運営受託
三木よかわカントリークラブ 運営マネジメント受託
リフレッツ伊豆城ヶ崎 運営受託

2008

太陽カントリークラブ 運営マネジメント受託終了
リフレッツ箱根仙石原 運営受託
リフレッツ軽井沢高原 運営受託
東急ハーヴェストクラブVIALA箱根翡翠 開業･運営受託
東急ハーヴェストクラブ会員サロン、日本橋 織音 開業・運営受託
麻倉ゴルフ倶楽部 開業・運営受託

2009

リフレッツ箱根早雲 運営受託
リフレッツ京都 運営受託
戸隠スキー場 運営マネジメント受託
Ｄグランデ蓼科 運営受託終了
リフレッツ伊豆城ヶ崎 運営受託終了

2010

東急ハーヴェストクラブVIALA annex有馬六彩、東急ハーヴェストクラブ有馬六彩 開業・運営受託
リフレッツ事業 受託終了
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2011

嘉穂カントリー倶楽部 運営マネジメント受託終了

2012

ニセコ高原ホテル 運営受託終了
東急ハーヴェストクラブ会員サロン、日本橋 織音 運営受託終了
SHIKI niseko（コンドミニアム型ホテル） 運営管理業務受託

2013

戸隠スキー場 運営マネジメント受託終了
川崎国際生田緑地ゴルフ場 指定管理者制度に基づく運営受託
福井県立恐竜博物館内レストラン 指定管理者制度に基づく運営受託
東急ハーヴェストクラブVIALA annex熱海伊豆山、東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山 開業・運営受託

2014

ハンターマウンテン塩原、マウントジーンズ･スキーリゾート那須 運営マネジメント受託終了
ハンターマウンテン塩原、マウントジーンズ･スキーリゾート那須 運営受託
福井県立恐竜博物館 ミュージアムショップ 指定管理者制度に基づく運営受託
東急ハーヴェストクラブVIALA annex京都鷹峯、東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯 開業・運営受託

2015

東急ハーヴェストクラブ京都アーバンステージ 存続期間満了
ホームクレール用賀内カフェ 運営受託
東急不動産（南青山） 従業員食堂 運営受託

2016

ニセコ東急ゴルフコース 運営受託終了
勝山ニューホテル 指定管理制度に基づく運営受託
勝山温泉センター水芭蕉 指定管理制度に基づく運営受託
沼田市玉原野外活動施設（センターハウス、ロッジ玉原、テニスコートおよびキャンプ場の3施設）
指定管理制度に基づく運営受託
東急不動産（南青山）従業員食堂 運営受託終了
SHIKI niseko（コンドミニアム型ホテル）運営管理業務受託終了
デンソーグローバル研修所・保養所 運営受託
北関東エリアゴルフ場 マネジメント受託
関西エリアゴルフ場 マネジメント受託
綾ニセコ（コンドミニアム型ホテル） 運営管理業務受託

2017

ホームクレール用賀内カフェ 運営受託終了
ホテルニセコリゾート保養所 運営受託
東急ハーヴェストクラブ那須Retreat 開業・運営受託
上田東急REIホテル内料飲事業 運営受託

2018

東急ハーヴェストクラブ軽井沢、東急ハーヴェストクラブVIALA annex軽井沢 開業・運営受託

2019

関西エリアゴルフ場 マネジメント受託終了
泉パークタウンゴルフ倶楽部 運営受託
ニセコ花園スキー場 運営受託終了

