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総延長約500キロメートルの路線距離を有する近畿日本鉄道など、近畿・東海の2府4県
にまたがり、都市間輸送、観光輸送、地域輸送など、通勤、通学、観光の足の役割を担って
います。安全かつ快適な輸送サービスを提供するために、運転保安度の向上や、バリア
フリーの整備、AIやITなどの先端技術を活用した新しい駅運営など、お客様の多様な
ニーズにお応えできるよう日々 取り組んでいます。

鉄道事業

バス・タクシー事業

近畿、東海、北陸、中国、四国、九州でバス・タクシーの事業を展開。日本各地へ向かう長距離
バス、観光バス、地元の足を担う路線バスをはじめ、タクシーでは駅・ホテル・病院などに専用
乗り場を設けるなど、お客様のニーズにお応えする事業を行っています。

海運事業

海運事業では、四国と九州を最短距離で結ぶ国道九四フェリーを運航。伊勢志摩地域では、
鳥羽湾を巡る遊覧船、あご湾をクルージングする帆船型遊覧船「エスペランサ」、賢島と和具
を結ぶ定期船を運航しています。

物流事業

アジア・アメリカ・ヨーロッパへの貨物輸送から、北海道から沖縄までを縦走するトラック事業
まで、総合的な物流・配送システムを構築しています。

養老鉄道近鉄 大和西大寺駅(中央改札口）

近鉄バス 近鉄タクシー

近鉄エクスプレス

国道九四フェリー エスペランサ

福山通運

充実のネットワークと輸送力で、
街と街、人と人をつなぎます。

しまかぜ

奈良交通（四神シリーズ）

近鉄レンタリース（オリックスレンタカー）

名阪特急ひのとり

別府ロープウェイ

運輸事業
TRANSPORTATION



メガソーラー事業

再生可能エネルギーの普及に貢献すると共
に、地域社会の活性化に寄与することを目
指してメガソーラー事業を展開しています。

賃貸事業
大阪阿部野橋、名古屋、奈良、四日市の各ターミナルビル
や沿線駅前の商業ビルを運営し、駅を中心とした豊かな街
づくりを実施。関西
圏を中心としてきた
オフィスビルは首都
圏、東海圏にも拡
大。また、ファミリーや
単身など、それぞれ
のニーズに合わせた
賃貸マンション経営
も展開しています。

分譲事業

上本町YUFURA

永く受け継がれた知恵と新しい発想で、安心に裏付
けられた上質な住まいを目指しています。品質はもち
ろん、外観にも力をいれ、スタイリッシュなマンションで
はグッドデザイン賞の受賞実績があります。また、省
エネや創エネをかなえる先進設備を積極的に採用す
るなど、家族と環境にやさしい新築分譲住宅を展開し
ています。

リコラス登美ヶ丘

農業事業

保有している遊休地に完全人工光型植
物工場とビニールハウスを建設し、安全・
安心な野菜を食
卓へと提供して
います。

リフォーム事業
「健康、快適、安全・安心、ECO」をテーマ
に、沿線を中心に住まいのリフォーム提案を
行っています。自然素材をふんだんに使い、
ユニバーサルデザインやエコデザインを取り
入れるなど、これまでの経験と実績から快適
空間を実現します。

登美ヶ丘住宅地

ローレルタワー名古屋栄

不動産事業
REAL ESTATE

「てんしば」から見る「あべのハルカス」

より楽しく、より心地よく、
心が動く新しい暮らしづくり。

あやめ池住宅地

てんしばｉ：ｎａローレルタワー ルネ浜松町

ローレルスクエア健都ザ・レジデンス



ごちぶらナンバ

ストア事業
お客様に大きな満足をお届けでき
るよう、魅力あふれる商品とサービ
スを提供しています。新鮮で安心
できる「食」の提供を第一に、日々
の暮らしをサポート。地域に根ざし
た様々な店舗活動を行い、街と人
の活性化に貢献しています。

駅ナカ事業

百貨店事業

ターミナル駅を中心に、コンビニエンスストア、カフェ、ドラッグストア、雑貨専門店、高品質
スーパーマーケットなどを展開し、駅そのものの高付加価値化を推進します。

あべのハルカス近鉄本店（ウエルカムガレリア）あべのハルカス近鉄本店（ウエルカムガレリア）

スーパーマーケット KINSHO 泉大津店

「お客様に新しい価値を提供しつづける
こと」をテーマに、あべのハルカス近鉄
本店をはじめ、上本町･西大寺・八木など
に百貨店を展開しています。モノ・コト・ヒト
との出会いをつくり、一日を楽しく過ごし
ていただける新たな商業施設の確立を
目指します。

近鉄百貨店奈良店「大和路」

近畿・中部・北陸の各高速道路
のサービスエリア・パーキング
エリアでレストランなどを運営。
魅力ある店舗や商品を取り揃
えて、快適な空間をお届けいた
します。

刈谷パーキングエリア下り

サービスエリア事業

移動スーパー「とくし丸」

Time’s Place Kyoto

お客様のニーズに合った多彩なサービスで、
新しい価値と満足を提供します。

流通事業
MERCHANDISE SALES

ファミリーマート近鉄阿部野橋駅西改札内店 Harves LINKS UMEDA店

Hoop

お客様のニーズに合った多彩なサービスで、
新しい価値と満足を提供します。

江戸川 台北中山店



都ハイブリッドホテルトーランス・カリフォルニア

ホテル・旅館事業
国内外にホテルブランド「都ホテルズ＆リゾーツ」を展開。都市型シティホテルから高級リゾート
ホテルまで魅力あるサービスを提供し、全23施設でブランド力を高めています。ほかにも四季
折々の日本の風情を味わっていただける趣ある旅館施設があり、皆さまを最上のおもてなし
でお迎えします。

都ホテルズ＆リゾーツ ブランドの再編について
2019年4月1日から、都ホテルズ＆リゾーツの各ホテルを「都ホテル」「都シティ」
「都リゾート」の3つに分け、サービススタイルの違いをお客様に分かりやすくお伝え
するとともに、今後の新規展開やリニューアルの基準とします。

●都ホテル ロサンゼルス
●都ハイブリッドホテル
トーランス・カリフォルニア

海外

●都ホテル 岐阜長良川
●都ホテル 四日市
●志摩観光ホテル
　ザ クラシック／ザ ベイスイート
●都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
●都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
●ホテル志摩スペイン村
●（旅館）賢島宝生苑
　青蓮寺レークホテル

東海

●都ホテル 博多
九州

●ウェスティン都ホテル京都
●都ホテル 京都八条
●都シティ 近鉄京都駅
●シェラトン都ホテル大阪
●大阪マリオット都ホテル
●都シティ 大阪天王寺
●ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
●都ホテル 尼崎
●神戸北野ホテル
　橿原観光ホテル
●（旅館）奈良 万葉若草の宿　三笠
　（旅館）奈良・春日奥山　月日亭
●都シティ 大阪本町

●：都ホテルズ＆リゾーツ加盟施設

近畿

伝統を受け継ぎ、その先へ

　萩観光ホテル
中国

●シェラトン都ホテル東京
●都シティ 東京高輪
　奥日光高原ホテル
　箱根高原ホテル

関東・甲信越

奈良 万葉若草の宿　三笠

いつでも最上のおもてなしで、
心から癒されるひとときを。

ホテル・レジャー事業
HOTEL and LEISURE

都ホテル 博多

いつでも最上のおもてなしで、
心から癒されるひとときを。

都シティ 大阪本町

幾多の賓客をお迎えしてきた都
ホテルの伝統と品位を継承する
都市型フルサービスホテル

都市の滞在を、スマートに 寛ぎの時間を、至高の時間に
都ホテルのおもてなしを、宿泊
主体に機能的にご提供する都
市型カジュアルサービスホテル

リゾート地の魅力に溢れ、心と
体がリセットされるリゾート型
フルサービスホテル

ウェスティン都ホテル京都都シティ 大阪本町都ホテル 博多

G7伊勢志摩サミット2016会場／志摩観光ホテル



旅行事業
「世界中の人 と々出会い感動を創造する」ことを
テーマに、安全・安心な旅を提供。お客様が心か
ら楽しめる旅を提案し、感動・笑顔・夢の物語を創
造しています。
若い世代からシニア層まで幅広いお客様の自己
実現や仲間づくりを、旅を通じてお手伝いします。
「次も利用したい」と思ってもらえるような旅づくり
に努めます。

レジャー事業
アトラクションやショーなどを通してスペインの魅力を紹介するテーマパーク 志摩スペイン村「パル
ケエスパーニャ」を中心に、「ホテル志摩スペイン村」「伊勢志摩温泉 ひまわりの湯」を併せ持つ
複合型リゾート施設を運営。そのほか、世界最大級の水族館「海遊館」、生きているミュージアム
「ニフレル」、生駒山上で80年以上の歴史を誇る「生駒山上遊園地」や、映画館「あべの
アポロシネマ」も沿線地域からの人気を博しています。

あべのアポロシネマ 生駒山上遊園地

近鉄賢島カンツリークラブ

ホテル・レジャー事業
HOTEL and LEISURE

志摩スペイン村

心はずむ時間の中へ、
笑顔と思い出づくりをお手伝いします。
心はずむ時間の中へ、
笑顔と思い出づくりをお手伝いします。

海遊館 ニフレル



近鉄第5代社長種田虎雄の「当社は
大和という文化地区・美術地区を包
摂して営業しており、文化的責任を
果たすため永く後世に残る事業を起
こしたい」という趣意に基づき設立。
収蔵品は、国宝・重要文化財を含む
約2,000点に上り、絵画・書蹟・彫刻・
漆工・金工・染織・硝子など、東洋美
術の新たな感動に出会う喜びを多く
の方 に々提供しています。

奈良市学園前の閑静な住宅街にあ
る松伯美術館は、上村松篁･淳之画
伯からの作品の寄贈と近鉄からの
基金により1994年3月に開館しまし
た。上村松園・松篁・淳之の三代に
わたる作品、草稿、写生等の美術資
料の収集と保管、展示を通じ、上村
三代の日本画を紹介しています。

誰もが気軽に芸術･文化を楽しめる
「都市型美術館」として、あべのハル
カス内に誕生。国宝や重要文化財も
展示できる本格的美術館です。駅
下車すぐの便利な立地で、百貨店、
オフィス、ホテルを擁する複合ビル内
にあるメリットを活かし、日本美術から
西洋美術、現代アートまで、幅広い
ジャンルの展覧会を開催しています。

大和文華館

松伯美術館

あべのハルカス美術館

近鉄ライナーズ
スポーツ文化、スポーツ事業発展の
担い手として、多くのファンの人達に
「感動」を与えたい。そのことに自覚を
持ち責任を果たす「勝つための闘う
集団」として挑戦しつづけています。
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