


ホーム上に傾斜のある場所があります。ご注意のうえ、ご利用ください。車いす、ベビーカーなどを
ご利用のお客さまへ オフピーク通勤にご協力ください

■通勤の混雑は、朝 8 時台にピークを迎えます
【お断り】本誌に掲載されている施設･店舗･イベントの内容などは、予告なく変更
される場合があります。あらかじめご了承ください。※本誌は再生紙を使用しています東急線

運行情報
メール

東急線各線で遅延や運転見合わせなどが発生したとき、運行情報の
第一報を携帯電話にメールでお知らせします。
ご登録はこちらから→http://tokyu.jp/

早春の横浜、満喫！
横浜みなとみらいキャンペーン
　1月29日（土）から2月28日（月）まで、
早春の横浜を楽しめる「横浜みなとみ
らいキャンペーン」を実施します。駅にあ
る「エンジョイ横浜みなとみらいブック」
を持って出掛けてみませんか？　「エン
ジョイ横浜みなとみらいブック」には、
中華街の春節イベントや元町でのショッ
ピングなど、 この時期の横浜を楽しむ
情報が満載。 協賛施設で割引などが受
けられる「横浜お得クーポン」も付いてい
ます。

「東急電鉄　住まいと暮らしのコンシェルジュ」
鷺沼駅前店オープン
　2月10日（木）、鷺沼
駅前に、 住宅と生活に
関する総合的な新しい
相談サービス「東急電鉄
住まいと暮らしのコン
シェルジュ」鷺沼駅前店
がオープンします。
　建築士などの資格を持つコンシェルジュが土地・マン
ションの購入・売却、一戸建ての新築、リフォームやその
資金計画などさまざまなご相談に無料でお応えします。
住まいについて検討を始める前に、ぜひご相談ください。

　詳細は、「東急電鉄　住まいと暮らしのコンシェルジュ」
ホームページをご覧ください。
　http://www.tokyu-sumaitokurashi.com/

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

････････････････････････････････････たまプラーザ テラス

「テラスタジオ」でみんな笑顔になろう！
季節感あふれる工作教室「テラスタジオ」。 今月のテーマは、
バレンタインとひな祭り！ ぜひご参加ください。
☆キャンドルケーキ作り！　2月5日（土） 13：00〜、15：00〜
キャンドルの上をデコレーションして、かわいいキャンドルケーキ
を作ろう。
☆クレイびな　2月26日（土） 13：00〜、15：00〜
クレイ（粘土）で「おだいりさま」と「おひな
さま」を作ろう。

◆場所／ ゲートプラザ2F 
中央エレベーター前広場

◆定員／各回先着30名
◆参加費／1,000円
◆お問い合わせ／045-903-2109　たまプラーザ テラス
　http://www.tamaplaza-terrace.com/

････････････････････････････････････ グランベリーモール

グルメクーポンフェア開催中！
クーポンでお得にグルメ！ 飲食各店舗がこの冬オススメのメニューを
ご用意。ＨＰやモール内のお得なクーポン付きチラシをご覧ください。
◆期間／〜2月14日（月）

OUTRED SALE 開催！
今年も、年2回限定のアウトレット店舗
によるセールを開催します（一部除外品
あり）。この機会をお見逃しなく。
◆期間／1月28日（金）〜2月6日（日）

◆お問い合わせ／042-795-0109  グランベリーモール
　http://www.grandberrymall.com/

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2011年2月号（通巻370号）

■発  　　　　行 東京急行電鉄株式会社
 A03-3477-6330
 月〜金 9:30〜18:00 (祝日、年末年始は除く）
 東急バス株式会社
 A03-6412-0190
 月〜金 9:00〜19:00 (祝日、年末年始は除く）
■発　  行  　日 2011年1月20日（毎月20日発行）
■デザイン・制作 東京急行電鉄株式会社セラン事務局

※�応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。なお、当選者の発表は、賞品の
発送をもってかえさせていただきます。
※�皆さまのご意見などは、今後の紙面づくりに役立てさせていただきます。個別の回
答はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
※�ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送および個人が特定できない統計資料の作
成にのみ使用させていただくものとし、情報の第三者提供などは一切いたしません。

締め切り　2 月19 日（土）（当日消印有効）

〒150-8533 渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス 5F
東京急行電鉄株式会社『HOTほっとTOKYU』編集係

通常はがきに、1今月号の『HOTほっとTOKYU』のなかで関心・
興味のあった記事を1つ、ご意見･ご感想 2郵便番号・住所 3氏名
4年齢 5電話番号 6職業 7ご自宅の最寄り駅 を明記のうえ、下
記宛先までお送りください。皆さまのご応募をお待ちしています。

駅売店「toks」などで好評発売中の

東急大井町線6000系
でんごんトレイン
を抽選で10名さまにプレゼント!

C田園都市線
「早春の伊豆号」を運行しています

　４月３日（日）まで、田園都市線で
「早春の伊豆号」を運行しています
（運転時刻は毎日変わります）。
車体を伊豆急カラー（ハワイアン
ブルー）にした東急８５００系の
車体側面に、早春の伊豆観光をイメージしたステッカー
を貼付した、ヘッドマーク付きのラッピング列車です。

「東急電車モニター」募集中
　東急電鉄では、東急線を利用さ
れるお客さまからご意見やアイデア
を伺い、より良い東急線を目指すた
め、下記の調査にご協力いただける

「東急電車モニター」を募集します。

【アンケート調査】
　 年2回の定期調査（上期･下期）で

東急線全般のサービスや個別の
テーマについて、Webでお答えいただく調査です。

【グループディスカッション（平日開催）】
　 各種調査にご回答いただいた方の中から、一部の方に

お集まりいただき、テーマごとに議論していただきます。
【電子会議室への参加】
　 インターネット上の「電子会議室」にご参加いただき、

さまざまなアイデアの書き込みやモニター会員どうし
の情報共有の場としてご利用いただけます。

募集人員　 200名 
 東急線を利用されている方で、 
e-mailアドレス（携帯電話･PHSは対象外）
をお持ちの満16歳以上の方

任　　期　2011年4月〜2013年3月（2年間）
応募方法　 東急電鉄ホームページの「東急電車モニター

募集ページ」から応募してください。なお、
応募者多数の場合は、ご利用の駅、年代な
どを考慮したうえで抽選により選考させて
いただきます。

応募締切　2月28日（月）

　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。
　http://www.tokyu.co.jp/
■お問い合わせ　東急電車モニター事務局
A 03-3477-6330 月〜金　9:30〜17:45（祝日を除く）

読

者プレゼント

■東急電鉄へ寄せられたお客さまの声
Customer's Voice

　お客さまの声を受けて、東急電鉄のホームページで発
行しているWeb遅延証明書の表示内容を変更しました。
① これまで「１週間分」だった履歴の掲出期間を、発生日

を含め「1カ月分」表示できるように変更しました。
②「1時間以上の遅延時分」を細分化しました。
　【変更前】　61分以上の遅延　　　　　：「61分以上」の統一表示

　【変更後】　 61分以上120分未満の遅延：10分単位で表示 
120分以上の遅延　　　　 ：「120分以上」の統一表示

ホームページから印刷できる「Web遅延証明書」について
①2週間以上前の遅延証明書が欲しい。
②1時間以上遅れた場合の詳細な遅延時分を知りたい。

東急グループお客さまご案内窓口　東急お客さまセンター
A03︲3477︲0109  B03︲3477︲6109

月〜金 8：00〜20：00　土日祝 9：30〜17：30（年末年始などを除く）
東急電鉄ホームページ http://www.tokyu.co.jp/

※東急線各駅へのお電話は、土日祝を除き東急お客さまセンターへ転送されます（上記営業時間内）。

第72回  「男性の尿トラブル」
　　〜前立腺肥大症・前立腺がん〜
　男性は加齢にともない、特に50 〜 60 歳代から頻
尿や残尿感などが増えます。原因はさまざまですが、
多くは前立腺の病気によるものです。今回は前立腺
肥大症や前立腺がんについて詳しくお話しします。
ご夫婦での参加もお待ちしています。
■講師／泌尿器科医長　山㟢春城
■日時／2月24日（木）　15:00 〜 16:30
■場所／東急病院　5階会議室
■定員／60名（予約制、参加費無料）
■申込方法／下記へお電話をいただくか、東急病院2階総合
　　　　　　 案内でお申し込みください。

■東急病院公開講座のお知らせ
Tokyu Hospital Information

東京急行電鉄株式会社 東急病院
（目黒線･大井町線「大岡山駅」直結） A03-3718-3336（医療連携室）
http://www.tokyu.co.jp/hospital/

＜商品のお問い合わせ先＞
（株）東急ステーションリテールサービス お客様センターA03-5768-7847

東急線各駅から横浜みなとみらいへのお出掛けは

「みなとみらいチケット」

発売当日に限り、何度でも乗り降り自由

東急カードからのお知らせ

定期券でTOKYUポイント　10％バックキャンペーン実施中！

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

「なかのぶジャズフェスティバル」開催！
　荏原中延駅･中延駅周辺のさまざま
な場所でジャズステージを展開するイベ
ント「なかのぶジャズフェスティバル」を
開催します。今年で5回目となる、街と
音楽を楽しむイベントです。
　このイベントは、本ステージとプレイベ
ントで構成されています。本ステージは、
3月21日（月･祝）荏原文化センターで
行います。本ステージに先立って行われるプレイベントは、
2月5日（土）〜３月5日（土）の約1カ月間。駅前や公園など
でジャズを楽しむことができます。ぜひお越しください。
◆ オープニングセレモニー
　2月 5 日（土）13:00〜14:00　なかのぶスキップロード
◆ストリートライブ
　2月 5 日（土）14:00〜16:00　大井町線中延駅前
　2月20日（日）14:00〜16:00　中延一丁目防災広場
　2月27日（日）14:00〜16:00　なかのぶスキップロード
　3月 5 日（土）14:30〜16:30　昭和通り
◆本ステージ
　3月21日（月･祝）14:30開場 15:00開演
  会　場：荏原文化センター 
 出　演：日野皓正、今田勝、中村誠一 ほか
 入場料：4,000円（全席指定）
　※ チケット情報など詳細は、なかのぶジャズフェスティバルホーム

ページ（http://ameblo.jp/nakanobujazz/）をご覧ください。
◆お問い合わせ　 なかのぶジャズフェスティバル実行委員会事務局

（ジャズスナック「まつ」内）　　　　　　　　　 
A 03-3785-4877（月曜以外 17:00〜22:00）

shibuya1000
－アーバン・エキスポ2011－　開催
　今年で3回目を迎える
イベント「shibuya1000」
は、「1000」という数字を
キーワードにして「渋谷
の街に自分が参加する」

「渋谷の街の楽しみ方を
自分で発見する」「少しずつ渋谷の街に参加していく」
ための企画を、たくさん用意しています。
　また、昨年好評をいただいた作品展「渋谷1000人顔」
では、渋谷駅地下コンコースを会場にして、「シブヤビト」
をテーマに1000人のポートレートを展示します。
◆開催期間　2月5日（土）〜13日（日）

◎渋谷1000人顔
　 渋谷に関連する人々のポートレートが地下コンコースを埋め尽く

します。
　場所：渋谷駅地下コンコース
◎渋谷の変遷
　1885年の渋谷駅開業から現在までの変遷を模型で表現します。
　場所： shibuya1000ホール 

（渋谷駅地下3階、11番出口〜13番出口付近）

　詳細は、shibuya1000ホームページをご覧ください。
　http://www.shibuya1000.jp/
◆お問い合わせ　 shibuya1000実行委員会事務局 

A 03-5467-2640

カード発行
※ 申し込みから 

約１カ月で 
お届けします。

初回定期券購入
金額の10％分の
ポイントバック！！

　さらに、「TOP&Webプラス」に
会員登録すると、2年目以降、毎年
初回の定期券購入金額の3%分の
TOKYUポイントが付与されます。
　詳細は、駅のポスターまたは東急
カードのホームページをご覧ください。
　http://www.topcard.co.jp/
◆カードのお申し込み　4月30日（土）まで
◆定 期 券 購 入　12月31日（土）まで

お申し込みの流れ
条件①
Webキャンペーン専用ページから以下
のいずれかのカードを申し込む
　・ TOP＆ClubQ　JMB機能付きカード
　・各種ゴールドカード

　東急カードでは、4月30日（土）まで「新規Web入会
なら定期券でTOKYUポイント10％バックキャンペーン」
を実施しています。
　対象期間中に、東急カードホームページ内のWeb
キャンペーン専用ページから、対象のTOP＆カードに
新規でお申し込みいただき、下記の条件を満たした方
に、初回定期券購入金額の10％分のTOKYUポイン
トを付与します。

定期券購入
※ 新規で入会

した カ ード
での購入が
対象

条件②
「ご利用代金Web明細
サービス」の本登録
条件③
PASMOオートチャージ
サービスの設定・完了

新規Web
入会なら


