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 Chère
「香りの力、色の力」を大切にし、
気持ちが明るくなるギフトを取
りそろえた店内。一歩入ると、ふ
わっと良い香りに包まれる。季
節ごとに工夫をこらした商品ラ
インアップで、オリジナルアクセ
サリーやバッグなど、ここでしか
出会えない一点ものが多数。

長く使って、なめらかな肌触りに
  　 　 リ ネ ン バ ー ド

 the linen bird
「使い込むほどに味わいがでる」という上質なリ
ネン生地と、素材の特性を生かしたタオルやエ
プロン、キッチンタオル、パジャマなどの製品も
豊富。新品のリネンを長く使い込むとどうなって
いくのか、お店でサンプルを触って体感してみて。



※本誌は再生紙を使用しています

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/スマートフォンにも対応しています

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2011年7月号（通巻375号）

■発  　　　　行 東京急行電鉄株式会社
 A03-3477-6330
 月～金 8:00～16:30 (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6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
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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）
※6月6日（月）～９月30日（金）の平日は8:00～18:00

※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77回  「今年も猛暑だ！夏バテを防ごう!!」
　暑さによる体力消耗を少なくするためにはどうしたらよいか、
夏バテを防ぐためにはどのような食事がよいかなど、暑さを乗
り切るための工夫についてお話しします。
◆講師／看護師　宗村文江、管理栄養士　山中けい子
◆日時／7月26日（火）　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）
A03-3717-7867（医療連携室）　月～金　8:45～17:00（祝日、年末年始などを除く）
http://www.tokyu.co.jp/hospital/

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

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

読者プレゼント

東急オリジナル扇子を発売します
夏の「涼」を演出する、東急オリジナル扇子を発売
します。従来の車両に比べて消費電力を約40％
削減した環境に優しい車両、5000系・6000系・
7000系をあしらった扇子です。日本の風流を感
じられるエコアイテムを、この夏のお供に！
2,000本の限定販売です。お早めにお求めください。

◆販売期間　7月2日（土）～
　※限定2,000本。
　　売り切れ次第、販売終了します。

◆販売場所　 ・東急線の定期券うりば
・中目黒駅、田園調布駅、
　菊名駅　など

◆価　　格　800円（消費税込み）

東急オリジナル扇子を抽選で
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　7 月19日（火）（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。

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

東急バスは
今年で20周年を迎えました

　皆さまのおかげで、東急バスは今年20周年を迎えました。こ
れを記念して、グッズなどの発売を予定しています。また、「もっと
東急バスに乗っていただきたい」という思いを込めたマスコット
キャラクター『ノッテちゃん』が誕生しました。東急
バスともども、どうぞよろしくお願いします。
　これからも安全快適な輸送サービスの提供
を通じて、愛されるバス会社を目指します。

グランドオープンを迎えて初めての
夏のセール！各店舗（一部店舗を除く）
の商品が10～70%OFFに！

◆期間／ 6月23日（木）～7月3日（日）
◆お問い合わせ／045-903-2109　たまプラーザ テラス
　http://www.tamaplaza-terrace.com/

この春オープンしたばかりの『二子玉川ライ
ズ S.C.』初めてのセール！まだお出掛けにな
ったことのない方も、この機会にぜひ！夏物商
品が10～80％OFFとお買い得です。
（一部除外店舗、除外品あり）

◆期間／ 6月23日（木）～7月3日（日）
◆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/

沿線
でお得にショッピング！

●●●●●●●●●●●夏のセールに出 掛 け よ う夏のセールに出 掛 け よ う

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

安全運行を支える車両
新しくなる総合検測車の
愛称を募集しています
　2012年3月（予定）に新型に更新される総合検測車
の愛称を募集しています。東急線の安全を守る大切な
役割を担う車にふさわしい名前を考えて、ぜひご応募
ください。※ロゴデザインも受け付けます（はがき応募のみ）
◆応募方法　 東急電鉄ホームページの専用応募サイトから、

または通常はがきでご応募ください。
◆応募締切　インターネット：7月19日（火） 17:00
　　　　　　はがき：7月19日（火）必着
◆発　　表　2012年3月（予定）
◆賞　　品　★特賞… 愛称が採用された方に、東急ホテルズ　ギフ

トカード（5万円分）をプレゼントします。
　　　　　　　※同じ愛称が多数の場合は抽選で1名さま。
　　　　　　★副賞… ご応募いただいた方全員の中から抽選で

50名さまに、東急線オリジナルグッズを
プレゼントします。

◆お問い合わせ　東急お客さまセンター

　必要事項や選考方法など詳細は、駅のポスター、また
は東急電鉄ホームページをご覧ください。

たまプラーザ テラス　TERRACE the sale

二子玉川ライズ S.C.　RISE SALE

青葉台東急スクエア　SQUARE BARGAIN
昨年の大規模リニューアル後、初めての夏の
セール！ファッションから生活雑貨、グルメまで
最大80％OFF！2月に新たにオープンした飲食
店も含め約70店舗が参加します。

◆期間／ 6月24日（金）～7月10日（日）
◆お問い合わせ／045-985-8109
　青葉台東急スクエア
　http://www.aobadai-square.com/

グランベリーモール　Very Berry Sale
参加各店舗（アウトレットショップスを除く）の
商品が10～70％OFFに（一部除外品あり）。
また、期間中はイベント・キャンペーンも盛り
だくさん！

◆期間／ 6月24日（金）～7月3日（日）
◆お問い合わせ／042-795-0109　グランベリーモール
　http://www.grandberrymall.com/

レミィ五反田　remy's summer SALE
サンダルやバッグ、ワンピースなど、この夏
にぴったりのアイテムが大幅プライスダウン！
ぜひこのチャンスをお見逃しなく！（一部除外
店舗、除外品あり）

◆期間／ 6月24日（金）～7月10日（日）
◆お問い合わせ／03-6422-0315
　レミィ五反田マネージメントオフィス
　http://remy-remy.com/

ノッテちゃん

■特集
Focus

2011年度 設備投資計画 2011年度 設備投資計画　

a東急電鉄 鉄軌道事業

東急電鉄では、2011年度に鉄軌道事業で総額367億円の設備投資を行います。
鉄道事業者の最重要の責務である安全対策をはじめ、鉄道ネットワーク拡充のための
大規模改良工事やサービス向上などに、引き続き積極的に取り組んでいきます。

安全対策とサービス向上
鉄道事業者の最大かつ最重要の責務である安全対策に継
続して取り組み、また、すべてのお客さまに安心して快適に
ご利用いただける鉄道を目指して、232億円を投資します。

災害・事故に強い東急線を目指し、
安全対策と鉄道ネットワーク拡充に
３６７億円の設備投資を行います

c東急バス

安全輸送と環境対策に
8億円を投資します
　東急バスでは、安全で快適な輸送と“人と環境にやさしい
バス”を目指して、2011年度に8億円の設備投資を行い、
バリアフリー対応車両などを導入していきます。
　2011年度に導入する新車は、ノンステップバス8両、
ハイブリッドノンステップバス2両、ワンステップバス24両で
す。これにより、東急バス車両のバリアフリー対応車の割合
は、93％になります。
◆導入車両の特徴
1. ポスト新長期排出ガス規制をクリアした、地球環境に優しい車両です。
2. ハイブリッドノンステップバスは、発進や加速にモーターを使うことに
より排出ガスを低減できます。
3. 紫外線透過率を下げるUVカットガラスを全車に採用します。
4. 緊急時の安全対策として、車両の屋根に車両識別番号を明記します。

◆既存車両も含めた取り組み
　優先席の前のつり革･握り棒は黄色にし、交通バリアフリー法に適合
させていきます。

ます。2011年3月に着工した下神明駅改良工事は、
2013年度のバリアフリー化完了と、2014年度の完成を
目指して工事を進めています。これにより、東急線98駅
全駅でバリアフリールートが確保されます。そのほか、
菊名駅西口、五反田駅のJR山手線との乗り換え口の
昇降機の増設も行います。
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鉄道ネットワーク拡充
鉄道ネットワークの拡充により利便性を向上するため、
大規模改良工事を推進し、135億円を投資します。

　2002年5月に工事着手した渋谷駅は、2008年6月
の東京メトロ副都心線開業により一部の使用を開始しま
した。現在、渋谷駅では残る躯体の構築工事を、渋谷
駅からJR線交差部付近まで
のシールドトンネル区間では
レール敷設工事を、JR線交
差部付近から代官山駅にか
けては掘削工事と躯体の構
築工事を行っています。

渋谷～代官山間地下化工事

　中目黒駅、学芸大学駅、自由が丘駅などの特急・通勤
特急・急行列車停車駅では、10両編成運転に対応する
ためのホーム延伸工事を進めています。また、中目黒
駅ではエスカレーターの新設、横浜側の改札口新設、
高架橋の耐震補強などの工事も行います。

ホーム延伸工事

◆東横線と東京メトロ副都心線との相互直通運転
　東横線と東京メトロ副都心線との2012年度の相互直
通運転開始に向けて「東横線渋谷～横浜間改良工事」を

進めています。相互直通運転により、横浜～渋谷～新宿
～池袋が1本の路線でつながり、鉄道ネットワークがさら
に充実します。また、相互直通運転開始に合わせて、
特急・通勤特急・急行列車を10両編成（現在は8両編
成）で運転します。

◆鉄道構造物の耐震補強工事
　地震などの自然災害や事
故に強い東急線を目指し、
駅、高架橋、トンネルなどで
耐震補強工事を引き続き進
めています。2011年度は、
学芸大学駅・大井町駅・五反田
駅付近高架橋と用賀駅、長津田駅などで実施します。

◆新型車両への更新
　東横線68両、池上線・東急多摩川線3両の計71両を、
新型車両5000系と7000系（5000系をベースにした車

両）に更新します。従来の主力
車両だった8000系に比べ使
用電力を約40％削減するなど
「人と環境に優しい車両」です。
2011年度の更新により東急
線全車両の約48％が環境配
慮型車両になる予定です。

◆駐輪場の新設
　駅周辺の環境整備として、元住吉駅、白楽駅などで、
駐輪場の新設を進めています。

◆駅施設のバリアフリー化
　2011年3月にエレベーターなどを設置した緑が丘駅
は、引き続き2011年度中の完成を目指して工事を進め

東横線と東京メトロ副都心線の乗り入れ
車両として更新する5050系車両

工事が進む渋谷～代官山間のシールドトンネル
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