


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

【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。

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
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運行情報
メール

東急線運行情報メールは、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するサービスです。ご登録はこちらから→http://tokyu.jp/4月下旬から、スマートフォンにも対応します

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2011年5月号（通巻373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）
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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）。

東急線×「ケータイ国盗り合戦」
東急線沿線を巡るスタンプラリー
「国盗りおにごっこ」を開催します
　東急線と（株）マピオンが運営する
「ケータイ国盗り合戦」がコラボレー
ション！「国盗りおにごっこ」は、携帯電
話を使った東急線沿線を巡るスタンプ
ラリーゲームです。参加料は無料で
す。まずは携帯電話からアクセス！
◆期間　 4月26日（火）12:00から

6月 7日（火）12:00まで
◆ 参加方法
① 携帯電話で右記QRコードからアクセス
してゲームに登録

　② 駅にある専用ポスターのQRコードに
アクセスして、スタンプラリーに参加

◆専用ポスター設置場所
　東横線、田園都市線など東急線沿線19カ所
◆参加料　無料（一部有料、パケット通信料はお客さま負担）

東急線1日乗車券を販売します
「国盗りおにごっこ」実施期間中は、東急線内を1日中何度でも乗
り降りできる1日乗車券「東急ワンデーオープンチケット」を販売し
ます。ぜひご利用ください。

　詳細は、ケータイ国盗り合戦のモバイルサイトをご覧
ください。
　http://kntr.jp/

鉄道フェスティバル2011 in SHIBUYA
　東急百貨店　渋谷駅・東横店では、
ゴールデンウイークの特別イベント
「鉄道フェスティバル2011」を開催
します。
　会場では、運転シミュレーター体験やジオラマコー
ナーのほか、鉄道車両パーツなどの実物を展示します。
◆日時　 4月29日（金・祝）～5月4日（水・祝）10:00～20:00

（ 4月30日（土）、5月2日（月）は21:00まで。
5月4日（水・祝）は17:00まで。入場は、閉場の30分前まで）
今後の電力供給状況によっては、営業時間を変更する場合があります。

◆場所　東急百貨店　渋谷駅・東横店 西館8階催物会場
◆入場料　500円（税込み、小学生以下無料）
※ 混雑時には入場を制限する場合があります。また、一部の催物で整理券を配
布する場合があります。あらかじめご了承ください。

　詳細は、東急百貨店ホームページをご覧ください。
　http://www.tokyu-dept.co.jp/

◆お問い合わせ　東急百貨店　渋谷駅・東横店　A03-3477-3111

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

第74回  「自覚症状から疑われる心臓の病気」
　　　　　　　　～不整脈、狭心症から心不全まで～

　胸痛・動悸・息切れは、心臓疾患の症状とは限らず、消化器
疾患や整形外科疾患の場合もあります。今回は心臓の病気に
ついて、注意すべき自覚症状を説明します。
◆講師／診療副部長　循環器内科医師　宇都宮正範
◆日時／5月25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／下記の電話番号からお申し込みください。

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）　月～金　8:45～17:00（祝日、年末年始を除く）
http://www.tokyu.co.jp/hospital/

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

小曽根真プロデュース　「井上ひさしに捧ぐ」
　生前の井上氏と深い繋がりがあった小曽根真プロ
デュースによる、一夜限りのトリビュートコンサート。
　第一部では音楽面から井上氏の功績を振り返り、第
二部では井上氏の委嘱によるピアノ協奏曲
「もがみ」（小曽根真/作曲）をオーケストラ
とともにお届けします。
◆日時　5月11日（水）19:00開演
◆会場　Bunkamuraオーチャードホール 
◆出演　 小曽根真と仲間たち

（ 井上芳雄、大竹しのぶ、神野三鈴、木場勝己、辻萬長、剣幸）
　　　　管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
◆料金　S席：8,000円　A席：6,500円
◆お問い合わせ　Bunkamura A 03-3477-9999（10:00～17:30）

C大井町線
上野毛駅の新駅舎が完成しました
　3月31日、上野毛駅の駅舎は、建築家の安藤忠雄氏
デザインによる自然光を取り入れた明るく環境にやさし
い駅に生まれ変わりました。バス停のある駅前広場を中
心にして、駅の改札やバス停、駐輪場、テナントを一体
化し、全長約１２０ｍの細長
い大屋根で覆う印象的な
デザインとなっています。
※ バス停は５月中旬から使用
開始予定。

●駐輪場のご案内
■収容台数　一時利用　166台（自転車のみ）
■営業時間　24時間営業（機械式）
■利用料金　最初の1時間無料、以後12時間ごとに100円
　　　　　　※月決め利用は受け付けていません。
■お問い合わせ　045-905-1922
　（株）東急レールウェイサービス　あざみ野エリア事務所

東急線臨時ダイヤのお知らせ
　東急線では、3月17日から「節電ダイヤ」を実施していましたが、新年度に増加する通勤・通学のお客さまのため
の運行を確保しつつ、節電にも貢献できるよう、下記の臨時ダイヤで運行します。また、車内と駅施設でも節電対策
を実施しています。
　お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

C大井町線
下神明駅のバリアフリー化工事を
開始しました
　下神明駅では、お客さまの利便性向上のためのバリア
フリー化工事を進めています。工事中はご迷惑をおかけ
しますが、ご理解、ご協力をお願いします。
　下神明駅の工事が完了すると、東急線の全98駅でバ
リアフリールートが確保されます。
■工事内容　 エレベーター、エスカレーター、多機能トイレ新設工事　ほか
■工事完了　2014年度（予定）
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二子玉川ライズ・ショッピングセンター
グランドオープン
3月19日、二子玉川駅改札を出て東側に「二子玉川ライズ・ショッ
ピングセンター」がオープンしました。二子玉川地区最大級の食
料品フロアや、日常生活に彩りを提供するファッション・雑貨・飲
食店など、全157店舗で構成されています。

●タウンフロント（B1～8F）
『二子玉川における上質なカジュアル』をテーマとしたファッ
ション・雑貨の話題店が多数出店。メンズ・キッズも充実し、
カップルやファミリーでもご利用いただけます。

●リバーフロント（B1～5F）
大型専門店中心で、ファッションや雑貨のほか、ライフスタイ
ルショップやサービスショップなど人気店が多数出店。

●ステーションマーケット（B1～1F）
駅をご利用のお客さまの生活
利便性を高める店舗構成。

●食料品フロア（B1F）
上記3館が一体となった、東
急フードショーと東急ストアに
よる、二子玉川地区最大級
の食料品フロア。

「自分らしさが広がる場所～My style My place」をコンセプト
に、都市と自然が融和した心地よい空間の中で、それぞれの
ライフスタイルにあわせて、気軽に利用していただけるショッ
ピングセンターを目指します。

◆お問い合わせ／03-3709-9109
　二子玉川ライズ・ショッピングセンター　インフォメーション
　http://sc.rise.sc/

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

みんなで作ろう！ジョイキャンドル
グラスに砂や貝殻、ガラス細工などを入れて
世界にたったひとつだけのオリジナル・ジェ
ル・キャンドルを作ろう！

◆日　時／ 4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）
11:00～17:00（最終受付）

◆場　所／ ゲートプラザ2F　中央エレベーター前広場（エーグル前）
◆参加費／基本セット1,200円～
◆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
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グランベリーモール
NEW SHOP OPEN！
☆ Sylvanian Families
（シルバニアファミリー 森のお家）
かわいい人形とドールハウスのシ
リーズ「シルバニアファミリー」の
逆輸入商品や雑貨などが充実。
プレイコーナーもあります。親子
でお楽しみください。

☆BABYLONE STOCK（バビロンストック）
ヨーロッパのレディスファッションを中心とし
たセレクトショップ。数々の雑誌などに取り
上げられた人気ブランド、「デンドロビューム」
「パンセ」も取り扱います。

ほかにも、ニューショップやリニューアルショップが続々登場！
◆お問い合わせ／042-795-0109  グランベリーモール
　http://www.grandberrymall.com/

グランベリーモール
お買物・ご飲食割引券
1,000円分を
抽選で10名さまに
プレゼント!

※ 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　5 月19日（木）（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。

©2011 EPOCH CO.,LTD.

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

武蔵小杉駅⇔羽田空港
直行バス運行開始!
　3月16日、武蔵小杉駅（横須賀線口）と羽田空港を
結ぶ直行バスの運行を開始しました。途中、田園調布
本町でも乗り降りできます。
■片道運賃　武 蔵 小 杉 駅⇔羽田空港　大人 900円　小児 450円
　　　　　　田園調布本町⇔羽田空港　大人 800円　小児 400円
　　　　　　※PASMO（Suica）もご利用いただけます
■所要時分　約60～70分　※ 道路事情により、時刻表どおりに運行できない場合が

ありますので、余裕を持ってお出掛けください。

　時刻表、のりばなどの詳細は、東急バスホームページ
をご覧ください。

車内・駅施設での節電対策

・一部の車内照明を終日消灯します。
・下りエスカレーターを終日停止します（一部の駅と時間帯を除く）。
・駅構内の照明・案内看板類を終日消灯します（一部の駅と時間帯を除く）。
・券売機・精算機・改札機は台数を制限します（一部の駅と時間帯を除く）。
・すべてのホーム待合室の照明・空調を停止します。

小曽根真
©Kiyotaka Saito

■土・休日のダイヤ
路　　線 時　　間 運行方法 運転区間
東 横 線
みなとみらい線

初電～終電

約8割の本数で運行（特急、急行あり） 全　　　　線
（渋谷～元町・中華街）

目 黒 線 ・約8割の本数で運行
・全列車各駅停車

全　　　　線
（地下鉄～目黒～日吉）

田園都市線 約8割の本数で運行（急行あり）
全　　　　線

（地下鉄～渋谷～
中央林間）

大 井 町 線 ・約7～8割の本数で運行
・全列車各駅停車

大井町～二子玉川
のみ運行

池 上 線 約8割の本数で運行 全　　　　線
（五反田～蒲田）

東急多摩川線 約8割の本数で運行 全　　　　線
（多摩川～蒲田）

こどもの国線 通常通り運行 全　　　　線
（長津田～こどもの国）

世 田 谷 線 約8割の本数で運行 全　　　　線
（三軒茶屋～下高井戸）

■平日のダイヤ
路　　線 時　　間 運行方法 運転区間

東 横 線
みなとみらい線

朝・夕の
ラッシュ時間帯

通常通り運行
（特急、通勤特急、急行あり） 全　　　　線

（渋谷～元町・中華街）日　　中
（9時頃～17時頃）

約8割の本数で運行
（特急、通勤特急、急行あり）

目 黒 線

朝・夕の
ラッシュ時間帯

通常通り運行
（急行あり） 全　　　　線

（地下鉄～目黒～日吉）日　　中
（11時頃～17時頃）

・約8割の本数で運行
・全列車各駅停車

田園都市線

朝・夕の
ラッシュ時間帯

通常通り運行
（急行、準急あり） 全　　　　線

（地下鉄～渋谷～
中央林間）日　　中

（9時頃～17時頃）
約8割の本数で運行
（急行あり）

大 井 町 線

朝・夕の
ラッシュ時間帯

通常通り運行
（急行あり）

全　　　　線
（大井町～溝の口）

日　　中
（11時頃～16時頃）

・約7割の本数で運行
・全列車各駅停車

大井町～二子玉川
のみ運行

池 上 線
朝・夕のラッシュ時間帯 通常通り運行

全　　　　線
（五反田～蒲田）日　　中

（10時頃～17時頃） 約8割の本数で運行

東急多摩川線
朝・夕のラッシュ時間帯 通常通り運行

全　　　　線
（多摩川～蒲田）日　　中

（10時頃～17時頃） 約8割の本数で運行

こどもの国線 初電～終電 通常通り運行 全　　　　線
（長津田～こどもの国）

世 田 谷 線
朝・夕のラッシュ時間帯 通常通り運行

全　　　　線
（三軒茶屋～下高井戸）日　　中

（10時頃～16時頃） 約8割の本数で運行

※ 表記のダイヤは、事前の予告なしに一部の列車が運休または行き先が変更となる場合が
あります。あらかじめご了承ください。
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