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電車に乗ってトクするキャンペーン 

グランベリーモール 田園都市線 南町田駅　グランベリーモール口すぐ オアシススクエア内

港北 横浜市営地下鉄 センター南駅 駅前　港北TOKYU S.C.6階

MM 横浜 みなとみらい線 新高島駅　4番出口すぐ GENTO YOKOHAMA内

ムービル 東横線・横浜市営地下鉄 横浜駅　相鉄ムービル内
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早起き応援キャンペーン   サマータイム版
メンバー募集期間・キャンペーン期間

１週間に１日でも「早起き乗車」すると
もれなくプレゼント
◎ＴＯＫＹＵポイント1日あたり５ポイント　
◎東急線限定デコメ、待受画面
◎駅そば「しぶそば」生玉子無料サービス
◎東急百貨店 サンプルコスメ

もれなくプレゼント！
１週間に３日以上「早起き乗車」すると
毎週抽選でプレゼント
◎エクセルホテル東急朝食券 5名さま
◎フィットネスクラブ「アトリオドゥーエ 」
　体験券 5名さま
◎たまプラーザ テラス オリジナルタンブラー&
　お買物・お食事券（1,000円） 3名さま など

毎週抽選でプレゼント！
1週間に３日以上「早起き乗車」を達成
した週が、１０週以上の場合
⇒さらに、キャンペーン終了後に抽選！
◎ザ･キャピトルホテル 東急
　　 　　　　　宿泊券 ５名さま
◎ホテル伊豆急
　　 　　　ペア宿泊券 ５名さま など

さらに当たる！Wチャンス

～10月30日（日）

～9月30日（金）

　１０月３０日（日）まで、東急線全線※で「早起き
応援キャンペーン サマータイム版」を実施していま
す。事前に登録したＰＡＳＭＯで、朝6:45までに東急
線各駅の自動改札機にタッチして入場すると、さま
ざまなプレゼントが当たります。モバイルサイトから
ぜひご登録ください。
※東横線菊名駅JR連絡口改札、世田谷線、恩田駅、こどもの国駅
　を除く

■登録方法
早起き応援キャンペーンのモバイルサイトに携帯　
電話からアクセスしてご登録ください。
早起き応援キャンペーンモバイルサイト
http://tokyu.jp/hayaoki/
※スマートフォンにも対応しています。
※PHS、一部のスマートフォン、携帯電話では登録
　できません。

■キャンペーン概要
 ・ 東急線各駅(東横線菊名駅JR連絡口改札､世田谷線､
　 恩田駅､こどもの国駅は除く)から､PASMOで自動改
    札機にタッチして入場される､携帯電話をお持ちのお
    客さまが対象です｡
  ・ 携帯サイトから登録手続きをお願いします｡
 ・ キャンペーン期間中､朝6:45までに東急線各駅の自
　 動改札機にPASMO(事前登録したもの)でタッチして
　 入場してください。※この時点ではメールは配信されません。
 ・ 毎週月～日曜日を１週間とし、週に１日以上の早起き
    乗車をした方に、翌週水曜日にメールで特典をお届
    けします。
 ・ 早起き乗車をした回数に応じて、TOKYUポイントや
   各種クーポンを獲得できます。週に３日以上早起き
　 乗車をすると、配信されたメールから、「毎週抽選でプ
     ゼント！」に応募することができます。

キャンペーン期間

　東急電鉄、横浜高速鉄道、横浜市交通局、東急レクリエーションでは、「ECO得＋節電キャンペーン」を実
施しています。今年の夏は家から飛び出して、環境にやさしい電車に乗って、お得な109シネマズへ!
　キャンペーン中、下記の109シネマズで対象の乗車券を提示すると、エコ得料金で映画がご覧になれます。
●大人（一般/大学・高校生）が1,300円　●小人（小・中学生/幼児）800円
※3D映画は前記料金の+400円
　さらに毎週木曜日にはWチャンスとして、アンケートにお答えいただ
き、スクラッチくじを引いていただくと、抽選で3,000名さまに各社局の
オリジナルグッズなどの景品が当たります。
　詳細は、駅や車内のポスター、または109シネマズホームページをご
覧ください。
http://109cinemas.net/

22の鉄道事業者で、節電への取
り組みを周知する共通デザインの
ポスター・ステッカー
を掲出しています。
※ステッカーの掲出は
　一部の事業者のみ

節電にご協力ありがとうございます

夏季臨時ダイヤでの運行
　今夏へ向けた節電施策として、始業時間を早め
たり休日を変更する企業が増える中、お客さまの
利便性を向上させ、社会のニーズに積極的にこた
えるために、東急線は夏季限定の臨時ダイヤで運
行しています。※9月22日(木）までの予定
■夏季臨時ダイヤ　通常ダイヤからの主な変更点
◆平　日
日　中　東急線全線で通常ダイヤの約８割の本数で運行
　　　 （こどもの国線は通常ダイヤで運行）
その他　東横線、田園都市線、東急多摩川線の早朝
　　　　時間帯で列車を増発 
　　　 （東横線、田園都市線は始発列車を４時台に繰り上げ）
◆土休日
 ・東横線は通常ダイヤの約９割の本数で運行
 （日比谷線直通運転は中止）
 ・大井町線、池上線、東急多摩川線、世田谷線は通常ダイヤの
   約８割の本数で運行
 （大井町線は大井町～二子玉川での運行）
 ・田園都市線の早朝時間帯で列車を増発

駅構内・車内での節電施策
■実施中の節電施策
 ・車内空調の温度設定調整
 ・駅構内･車内照明の一部消灯
 ・駅構内空調の温度設定変更と一部休止
 ・券売機、精算機、改札機の一部休止
 ・駅構内の案内表示類の一部消灯　　

　皆さまのご理解とご協力をいただき、東急線では昼の電力使用ピーク時間帯の消費電力を昨年比15％
削減しています。夏季臨時ダイヤでの運行や、駅・車内での節電対策など、節電への取り組みを継続して
実施します。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

鉄道事業者共通デザイン
駅のポスター

東急電鉄・駅のポスター

　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

いつも安全発行物のご案内

HOTほっとＴＯＫＹＵ 安全特集号 2011年度版
　東急線の安全を守るさまざまな取り組みを掲載していま
す。毎日の安全を守る仕組みや人材育成プログラムなどの
ほか、今年度版では東日本大震災発生時の対応や、大災害
に備えた取り組みなどをＱ＆Ａ方式で分かりやすく説明し
ています。
◆設置場所　
　東急線各駅の「HOTほっとTOKYU」専用ラック

東急線駅施設ガイド2011
　東急線全線の駅構内の施設を構内図でご紹介していま
す。多機能トイレ、エレベーターなどのバリアフリー設備や
車両停車位置など、駅や電車をより便利にご利用いただく
ための情報が満載です。
　今年度版は、路線別の沿線ガイド、駅周辺情報も掲載。
東急線でのお出掛けにご活用いただける一冊です。
◆配布場所　
　東急線各駅の窓口（こどもの国線、世田谷線を除く）。
　ご希望のお客さまは、駅係員にお声掛けください。

タイムリーな情報はモバイルサイトで もっと便利

武蔵小杉駅 利便性向上 さらに快適

渋谷・目黒方面ホーム 
朝ラッシュ時エスカレーター「のぼり」運転開始
―朝の通勤･通学や南武線からのお乗り換えが、もっと便利になります―

　武蔵小杉駅では6月20日（月）から、渋谷･
目黒方面ホームの横浜寄りエスカレーターで、
終日「のぼり」運転を開始しました。これまで
初電～8:45では「くだり」運転をしていました
が、混雑緩和のためのホーム拡幅工事が完了
したため、さらなる利便性向上を目指し、終日
「のぼり」での運転を開始したものです。
　これからも、より快適にご利用いただける駅
を目指していきます。

2012年春、渋谷ヒカリエ誕生

地上70mの宙空に浮か
ぶ本格的ミュージカ
ル劇場「東急シアター
オーブ」をはじめとした
文化施設、商業施設、
オフィスからなる渋谷駅
直結の複合タワーです。
希望あふれる未来を創
造する街へ、ここから
渋谷はさらに進化して
いきます。

　　　　   東急線のお知らせ

　最新のキャンペーン、運行やサービスに関する情報、
東急線のおとくなキップ情報など、役立つ情報がいっぱ
いです。
　右記モバイルサイトから、ぜひご登録ください。
http://tokyu.jp/tokyuinfo/

　　　　   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場合
（１５分以上の遅延が発生している、あるいは見込まれる
場合）、携帯電話に運行情報の第一報をメールでお知ら
せするサービスです。スマートフォンにも対応しています。
　右記モバイルサイトから、ぜひご登録ください。
http://tokyu.jp/train/

2011.7.17発行

夏・特別号

東急電鉄の広報誌「HOTほっとTOKYU」は、毎月20日発行で駅専用ラックに配置し、本誌「HOTほっとTOKYU 夏・特別号」は、新聞折り込み、東急線の各駅などで配布しています。
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この夏、東急線沿線で「夏のエコ おでかけプロジェクト」を実施しています。エコな乗り物・電車での
お出掛けで、“涼”を見つけてエコな夏を過ごしませんか？ 東急線で行ける涼スポットをクーポンを
使っておトクに楽しむ、エコで、クーポンで、みんなニコニコうれしい夏の始まりです！

使えるお店がどんどん増える！
クーポン情報をチェックして、出掛けよう！

この夏のエコ生活を応援する、「夏のエコ おでかけプロジェクト」。期間中、
特典クーポンが使える施設や店舗が増えていく、うれしい楽しいプロジェクト
です。参加施設・店舗の情報は東急沿線情報サイト「とくらく」に掲載、随時更
新されます。「とくらく」をチェックして、さあ出掛けよう！

プロジェクト参加施設･店舗
募集中！
プロジェクトにご参加いただける施設や店舗を募集して
います。クーポンと引き替えにご提供いただける特典
をご用意いただくと、東急沿線情報サイト「とくらく」に、
プロジェクト参加（クーポン特典提供）施設・店舗として
掲載されるだけでなく、メルマガやTｗitterでお知ら
せします。今年の夏、東急線沿線のお客さまと、東急
電鉄と一緒に「夏のエコ おでかけプロジェクト」を盛り
上げませんか？
■募集期間　6月27日（月）～8月31日（水）

　ご応募に関する詳細、お申し込みは「とくらく」 へ
　www.tokyuensen.com
※東急線沿線の施設･店舗に限らせていただきます。
※弊社独自の審査がございます。あらかじめご了承ください。

【ご利用方法】
本誌掲載の　　 　　　のついた施設･店舗と東急
沿線情報サイト「とくらく」プロジェクト特設ページに
掲載されている施設･店舗で、下記の共通クーポンを
切り取ってお出しください。各施設･店舗の設定している
特典が受けられます。「とくらく」に掲載のプロジェクト
参加施設･店舗が期間中にもどんどん増えていく仕組み
です。「とくらく」の「夏のエコ おでかけプロジェクト」
特設ページをチェックしてください。

【実施期間】
7月17日（日）～9月30日（金）

【概 要】
本誌掲載の施設･店舗と、東急沿線情報サイト「とくらく」
のプロジェクト特設ページに掲載されている施設･店舗
で、本誌添付の共通クーポン（下記）と引き換えで割引
などの特典が受けられます。クーポンが使える施設や
店舗が増えていく、電車でのお出掛けがさらに楽しくな
るプロジェクトです。
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東急電鉄は観光庁と連携し、積極的に外出する「ポジティブ･オフ」運動に賛同し、外出による 節電に協力しています。


