


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

ホームから線路への転落を目撃したときは
非常停止ボタンを押してください

【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/
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a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

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

NEW SHOP OPEN！
2月18日、新しいショップがオープンしました。
ぜひお出掛けください。

☆フィエル　 ゲートプラザ２F
フォーマルからカジュアルまで、豊富なバリエーショ
ンから選べる、フランドル初のセレクトショップです。

☆サンリオギフトゲート　 ゲートプラザ１Ｆ
ハローキティをはじめたくさんのキャラク
ターグッズが皆さまをお迎えします。

◆お問い合わせ／045-903-2109　たまプラーザ テラス
　http://www.tamaplaza-terrace.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3月号（通巻371号）

■発  　　　　行 東京急行電鉄株式会社
 A03-3477-6330
 月～金 9:30～18:00 (祝日、年末年始を除く）
 　http://www.tokyu.co.jp/
 東急バス株式会社
 A03-6412-0190
 月～金 9:00～19:00 (祝日、年末年始を除く）
 　http://www.tokyubus.co.jp/
■発　  行  　日 2011年2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　3 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

東急バス型ホッチキス
を抽選で10名さまにプレゼント!

C大井町線
緑が丘駅　バリアフリー化工事進行中
　緑が丘駅では、エレベーター･エスカレーター、スロープ
の設置など、バリアフリー化工事を進めています。先行して
3月31日（木）からエレベーターの使用を開始する予定です。
 ・2011年3月31日（木）〈予定〉
　エレベーター使用開始

 ・2012年3月〈予定〉
　 エスカレーター、
多機能トイレ使用開始

「東急電鉄　住まいと暮らしのコンシェルジュ」
５号店　二子玉川ライズ　S.C.店3/17オープン
　建築士やインテリアコーディネーター、宅地建物取引主
任者などの専門家が、中立的な立場でお客さまからのご
相談を受ける、住まいの無料相談窓口がオープンします。
　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/

　3月21日（月･祝）、東急電鉄の車両工場見学イベント
「秘密の列車で行く、長津田車両工場見学会」を実施します。
当日は、普段なかなか見ることができない場所や作業を
見学できます。集合場所から車両工場までは特別貸切列
車を運行し、参加される皆さまにご乗車いただきます。
また、工場内では電車関連グッズの販売も行います。
　参加者全員に限定グッズのおみやげ付き！皆さまの
ご応募、お待ちしています。

■開催日　 3月21日（月･祝）

■場　所　 長津田車両工場
（恩田駅近く）

■内　容　 車両工場の見学、
特別貸切列車の運行、
電車関連グッズの販売

■募集概要
・募集人数　 100名（ 応募者多数の

場合は抽選）
・参加資格　 小学生以上

※小学生は大人1名の
同伴が必要です。

・参 加 費　3,000円/人（大人、子ども同額）
・応募方法　 東急電鉄ホームページから応募
　　　　　　http://www.tokyu.co.jp/
・募集締切　3月4日（金）
・当選発表　 3月10日（木）までに、当選者にのみはがき

でお知らせします。
　見学会当日は、12:00ごろに集合場所へお集まりいただき、
16:30ごろ長津田駅で解散する予定です。集合場所などのご案
内は、当選された方へお知らせします。

　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。
■お問い合わせ　東急お客さまセンター
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＜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
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　秘密の列車で行く、長津田車両工場見学会
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ROGRAM
たくさんの笑顔が輝きました

　東急グループ主催の体験型イベント「とうきゅうKIDS 
PROGRAM」。2010年12月4日から2011年1月16日まで、
全24のプログラムを383組766名の親子に体験していただ
きました。
　ウォールアート体験「駅ホーム
の壁に、おもいっきり絵をかこ
う！」では、14組の親子が都立
大学駅の下りホームの壁に思い
思いの絵を描きました。「わたし
たちのステキな未来都市」を
テーマにした作品は、どれも自
由な発想と明るい色彩にあふれ
ています。ぜひご覧ください。

　電車の運転士・駅係員体験「電車の運
転士さん＆駅員さんになってみよう！」で
は、本格的な訓練設備を使ってさまざま
な業務を体験しました。運転操作やドア
の開閉、車内アナウンスに挑戦する子ど
もたちは真剣そのもの。各種機械の説明
に好奇心に満ちた声や質問も飛び出しま
した。

　今回も多くのご応募、ご参加をいただき、ありがとうござい
ました。

たまプラーザ　テラスを会場に、プラ電運転会や、運転士さんの
制服での撮影会などを開催します。
参加費無料の楽しいイベントに、みんな集まれ！
●日時　2月24日（木）～28日（月）　10:00～18:00
●対象　中学生以下
★走らせよう！　プラ電運転会 .......... ゲートプラザ 1F ポケットコート
自分のプラ電を走らせよう！　貸し出し電車も用意しています。
★親子工作教室 ...........ゲートプラザ 2F 中央エレベーター前広場
親子で「おきあがりこぼし」などを作ってみよう。※最終受付17:00
★ 運転士の制服を着て、記念写真を撮ろう！
　　　　　　　 ...........ゲートプラザ 2F 中央エレベーター前広場
東急線運転士の制服を着て、特大電車パネルをバックに記念の1枚を！
※カメラをお持ちください。

電車とバスの博物館が
たまプラーザ テラスにやってくる！

第73回  「転倒予防の話」
　在宅高齢者のおよそ６人に１人が、転倒を経験して
いるという報告があります。高齢になってからの転倒
は、骨折を招き、寝たきりにつながることもあります。
　ご自身やご家族の生き生きとした豊かな生活のた
めに、転倒予防について考えてみませんか？
■講師／リハビリテーション科　理学療法士　松本和浩
■日時／3月30日（水）　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/

新幹線利用時などに便利！
溝の口駅⇔新横浜駅
直行バス運行中
　東急バスでは、溝の口駅と新横浜駅を約30分で結ぶ
直行バスを運行しています。旅行や出張、溝の口駅周辺
から日産スタジアムをご利用の際にたいへん便利です。
ぜひご利用ください。
運賃（片道）： 全　区　間　大人400円、小児200円

途中区間　大人350円、小児180円
※ICカード（PASMO、Suica）もご利用いただけます。
　 このバスは先着順による座席定員制です。
（高速道路を走行するため立席でのご乗車はできません）
　詳細は、東急バスホームページをご覧ください。

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

緑が丘駅構内図
（エレベーター使用開始後）

運転操作に挑戦中！

都立大学駅のホームの壁をキャンバスに

ミニ

参加者
募集中！
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当日は、車両を吊り上げる迫力
のシーンもあり

車両工場でしか見られないも
のがいっぱい！

各コースの当日の様子は、東急グループホームページで
ご覧いただけます。http://www.tokyu.co.jp/group/

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）。
※2月26日（土）は、システムメンテナンスのため臨時休業とさせていただきます。

東急･西武合同ウォーク
春の多摩田園都市　緑道ウォーキング開催
　3月26日（土）、東急電鉄・西武
鉄道合同企画「自然と調和した街・
春の多摩田園都市 緑道ウォーキン
グ」を開催します。約10.5㎞の緑
豊かなコースです。当日、参加記
念品のプレゼントもあります。
◆ 開催日　3月26日（土）（雨天決行･荒天中止）　当日自由参加
◆受　付　 スタート　江田駅　　　　　　9:30～11:30

ゴ ー ル　たまプラーザ駅 12:00～15:30
◆参加費　無料

　詳細は、駅のポスター、チラシをご覧ください。

第72回　WE DO ECO.
東急沿線グリーニングキャンペーン
「緑のプレゼント」開催！
　東急線沿線の皆さまとともに進
める地域の環境保全活動「東急沿線
グリーニングキャンペーン」を開催
します。今年は昨年までと苗木の
配布方法が変わり、事前の応募が
必要となりました。詳細をご確認
のうえ、ご応募ください。

◆募 集 期 間　2月21日（月）～3月17日（木）必着
◆応募方法（事前応募、抽選形式）
①ホームページから応募
東急沿線情報サイト「とくらく」
http://www.tokyuensen.com/
東急グループホームページ
http://www.tokyu.co.jp/group/
②専用応募はがき、または通常はがきで応募
◆開 催 日 時　 4月17日（日）11:00～14:00※雨天実施
◆会 　 　 場　 中目黒、日吉、大岡山、武蔵小山、

三軒茶屋、二子玉川、たまプラーザ、
南町田、池上

◆苗木の種類　 ブルーベリー、ハナミズキ
（９会場合計4,500本配布）

　詳細は駅のポスター、チラシ、東急沿線情報サイト
「とくらく」、東急グループホームページをご覧ください。

■お問い合わせ　 グリーニングキャンペーン事務局
A045-902-8145　月～金　10:00～17:00（祝日を除く）

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

大田の魅力再発見ウオーク 開催
　3月26日（土）、 池上駅と都立
大学駅を結ぶ約8kmのコースで、
周辺の観光スポットや桜の名所を巡
り大田の魅力を再発見するイベント
を開催します。今年は、クイズを解
きながらウオーキングを楽しむこと
ができます。そのほか、地元商店街
での抽選会や模擬店などもあり！
ぜひご参加ください。

◆開 催 日　3月26日（土）（雨天決行･荒天中止）
◆受付時間　 スタート　11:30～12:30

ゴ ー ル　13:00～16:00
◆コ ー ス　 池上駅↔池上本門寺↔呑川↔石川台駅↔洗足流れ↔

洗足池駅↔大岡山駅↔都立大学駅↔八雲小学校
◆参 加 費　 無料

（交通費･昼食費･各施設入場料などは各自負担）
◆定　　員　3,000名（先着順）
◆応募締切　 3月15日（火）

※定員に達した場合は、期日前に受け付けを終了します。

　応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト「とくらく」
ホームページをご覧ください。
　http://www.tokyuensen.com/
◆お問い合わせ　 大田観光協会　A 03-3734-0202

月～金 10:00～17:00（祝日を除く）

フェルメール《地理学者》と
オランダ・フランドル絵画展
ヨーロッパの珠玉のコレクションが集結！

　17世紀オランダ絵画の巨匠
フェルメールの傑作《地理学者》
を中心に、オランダ・フランドル
絵画の黄金期を振り返る展覧会。
レンブラント、ルーベンス、ヤン・
ブリューゲルなど同時代を代表す
る画家の名作全95点が、一堂に
会します。《地理学者》は、東京
では初公開です。

◆開催期間　3月3日（木）～5月22日（日）
◆会　　場　 Bunkamuraザ･ミュージアム
◆お問い合わせ　 Bunkamuraザ･ミュージアム（期間中無休）

A03-5777-8600
　http://www.bunkamura.co.jp/

ヨハネス・フェルメール
《地理学者》
1669年　油彩・キャンヴァス

都筑中央公園
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