2011大田文化の森夏まつり
夜店・縁日ほか、折り紙・千羽鶴作りなど、節電
しながら、暑い夏を家族みんなで 楽しく過ごせ
るプログラムが満載。夕方からは広場で盆踊り
大会が開催され、だれでも飛び入り参加歓迎！

武蔵小杉駅

←至日吉

カジュアルなタイ料理を、
気取らない仲間と

常時90種類以上用意されたメニュ
ーは、地元の人はもちろん、タイ駐
在経験のあるサラリーマンなどに
も人気。料理やアロマなどのカルチ
ャー体験サロンでは、ディープなタ
〔特典〕金曜・土曜以外
イを味わえる。

新高島 みなとみらい

第26回 神奈川新聞花火大会

8月のイベント情報

■日程/〜8月30日
（火）10:00〜16:00（入場は15:30まで）
■セット券（入園料＋プール入場料）/大人･高校生1,100円、小･中学生450円、
幼児（3歳以上）350円 ※その他1シーズン有効のプールメイト、年間パス券などあり

夏休み自由研究「セミのぬけがら調査」
園内でセミのぬけがらを集め、その数や種類を調べて生態を研究しよう。
■日程/8月20日
（土）
・21日
（日）10:00〜13:30ごろ
児童センター視聴覚室集合 雨天中止
※このほかにも
※事前に電話で予約が必要です
イベント多数あり
8月1日
（月）9:00〜受付開始

［入園料］大人･高校生600円、小･中学生200円、幼児（3歳以上）100円、
3歳未満は無料、65歳以上は平日のみ300円（証明できるものをお持ちください）
［開園時間］9:30〜17:00（入園は16:00まで）［休園日］水曜 ※8月17日は開園
［交通］
こどもの国駅 徒歩2分［お問い合わせ］045-961-2111 こどもの国

文

洗足池駅

街
中原

←至蒲田

道

至五反田→

マラサダの
オリジナルメニューをどうぞ

ハイウエー沿いにありそうな、かわ
いいカフェ。人気のマラサダはコー
ヒーやスムージーとともにテイクア
ウトも可能。洗足池に沈む夕日を眺
めながらハワイ・ビールで乾杯!

〔特典〕500円以上ご注文の方に「マラ
サダ1個」
サービス ■03-3728-6700
■洗足池駅 徒歩3分 ■営業/月曜〜
木曜・日曜11:00〜22:00（L.O.21:00）、
金曜・土曜11:00〜24:00（L.O.23:00）
■定休日/火曜
■大田区上池台
2-14-4
ハワイの 伝 統 的 な
お菓子マラサダ。揚
げたてのアツアツを
どうぞ。1個150円

5

DINING CAFE
Tsunami. Komazawa Tokyo

田園都市線

←至中央林間
246

外をご注文の方に
「バリ在住画家のオリ
ジナル絵はがき5枚セット」
をプレゼント
■03-3464-4633 ■渋谷駅 徒歩6分
■営業/11:45〜23:00（L.O.22:00）、
ランチ11:45〜15:30（休憩15:30〜17:45）
■定休日/月曜 ■渋谷区桜丘町10-8 1F

4

ALOHA TABLE 学芸大学

東横線

学芸大学駅

学芸大学駅

至渋谷→

"アロハスピリッツ"に
あふれた南国カフェ

ロハテーブル オリジナル・コースタ
ーセット」プレゼント
■03-3716-2811 ■学芸大学駅 徒
歩3分 ■営業/月曜〜木曜11:30〜
23:00（L.O.22:30）、金曜〜日曜・祝日
11:30〜24:00（L.O.23:30）、ランチ
11:30〜15:00（L.O.14:30） ■定休
日/無休 ■目黒区鷹番3-18-7

6

マライカ
アトレ 大井町店

大井町線

大井町駅

至溝の口
←
大井町駅

7

その品数に圧倒される
エスニック雑貨マーケット

3

フ ル ー ツや 花 を
飾ってもステキな、
蚊 帳 付きのカゴ 。
小 1,680円

ピンクのオリジナル・
エコバッグ 525円

8

9

人 気 の バリの
スタンド型ラン
プ 5,985円

3
5

1

4

トロピカルドリンクでビーチに行った気分。
左：フラパーティ 1,029円、
右：ブルーハワイ 1,260円

9

4

田園都市線

9

Hula Hawaii
たまプラーザ テラス店

4

5
8

たまプラーザ駅

ノースプラザ

至渋
谷
たまプラーザ駅
→
←至
ゲートプラザ
中央林間
たまプラーザテラス

ハワイをキーワードにした
ライフスタイルを提案

トロピカル柄の生地で、フラダン
スのスカートはもちろん、
ドレスや
シャツがオーダーできる。ウクレレ
やハワイアンキルト、
レイメイキン
グなどのワンデーレッスンも人気。

（無くなり次第終了）
■045-905-0866 ■たまプラーザ駅
すぐ ■営業/10:00〜21:00 ■定休日/
無休
（たまプラーザ テラスの休業日に準
ずる）■横浜市青葉区美しが丘1-1-2
たまプラーザ テラス ゲートプラザ

karako

東横線

←至

溝の

大井町線

南

ハワイでポピュラーなモ
チコは日本の"米粉"のこ
と。カリカリの食感！ モチ
コチキンのキッズ唐揚げ
プレート 780円（プラス
200円でミニソフトクリ
ームサンデーが付く）

国

みなとみらい駅、馬車道駅

みなとみらい線

自由が丘駅

至渋谷→
至大井町

洗練された南国のリゾートで
涼やかな夏を

馬車道駅

南太平洋の島々の文化に
触れられるお店

雑貨をはじめ食器やフレグランス、 フラダンスのためのパウスカート
家具など、オリエンタルムードあ
や花の髪飾り、アクセサリーが充
ふれる、デザイン性の高いものが
実。珍しいサモアやタヒチなど南
並ぶ。熱い夏を涼しく過ごすため
太平洋諸国の雑貨をはじめ、イン
のグッズにこだわりたい。
テリアグッズや家具など店内は南
■03-3717-5965 ■自由が丘駅 徒
〔特典〕お買い
国ムードでいっぱい。

歩5分 ■営業/11:00〜20:00 ■定
休日/1月1日、8月17日 ■目黒区自由
が丘1-25-9 1F
オリエ ン タ ル な
香りの ル ー ム フ
レグ ランスも 豊
富。2,100円〜

分

第1回
太平洋文化
芸術祭

←至 みらい駅
渋谷

至元町・中華街→

気
田園都市線
駒沢大学駅

みな
と

口

←
至横浜

自由が丘駅

シェイブ・アイス
ハワイアンかき氷
レインボー 350円

Hula pixy

9

No.377

8

Aug.2011

●今夏は東急線全線で実施！
早起き応援キャンペーン（サマータイム版）
●東急線全駅の券売機で東急バスIC定期券が
購入できるようになりました
●田園都市線
「伊豆のなつ号」
を運行しています

B
E

き！

い特典付
特典 うれし

フラダンス 夜クラス 入門 毎週水曜 20:15〜21:15

幸せを呼ぶ神様、
ウミガメをお皿に描いた
幸せになれるバナナケーキ 756円

左：素 朴 な サ
モアのパレオ
2,625円、
右：華 や か な
バリのパレオ
3,150円

田園都市線

爽やかな口当たり。
レモングラスティージュレの
マンゴーソース掛け 420円

長い黒髪が
魅力的な奥
村先生の丁
寧 な レッ ス
ンに、初心者
も笑顔を忘
れず集中!

お店のいち押しメニュー
オリジナル・ロコモコ
ランチセット 980円
（フリードリンク付き）

もちっとした生
地がやみつき
になる、照焼き!
カルーアピッグ
の ナンP I Z Z A
1,029円

5

街でつけてもおしゃれ。花の髪飾り
ゆり 2,100円、
ピンク1,680円、
ティアレ
（タヒチ）2,415円

7

写 真 は人 気 のタイ焼
きそば・パッタイのラ
ンチセット
（840円）
に
プラス460円でロース
トチキン・パパイヤサ
ラダ・フルーツが付く
グレードアップランチ！
1,300円

7

インドネシアやタイをはじめとした
エスニック雑貨を探したいなら、ぜ
ひ一度のぞいてみたい店。縁起物
からアクセサリー、ファッションま
〔特典〕1,000円以上お買い上げの方
で、どれもお手頃価格がうれしい。 に「ハワイアングッズ」をプレゼント

町駅 徒歩3分 ■営業/10:00〜21:00
■定休日/8月8日 ■品川区大井1-2-1
アトレ大井町4F

タヒチのブランド
Hinanoのオリジナル
バッグ 7,245円

1

新しい食感
マラサダドッグ580円
ハワイアンスムージー
530円

アイスクリームと生クリームをの
せた、マラサダカップ 390円、
ドリ
ンクセットはプラス 200円

アジアの高級ホテル御用達の
ジェンガラの食器。
左から皿小 2,048円、
皿大 2,993円、
湯呑み 1,680円、
急須 4,200円、
カップ＆ソーサー
3,360円

サウスプラザ
JR

2

この夏、クールビズで活躍しそうなアロハシャツ。
ブルー 9,345円、えんじ 8,295円、紺 5,250円

開放的なテラスからは、さまざま
な年代の人が楽しげに語らう様子
が見えて、通りがかりについ引き
込まれてしまいそう。お子さまラン
チや誕生日などのキッズ向けサー
〔特典〕ご注文の方全員に「ア
ビスも。

高い天井と木のインテリア、店内に
流れる水の音が、心地よい南国ム
かも
ードを醸し出す。アットホームなス 〔特典〕2,000円以上お買い上げの方に
タッフの対応に、ついつい長居した 「ノベルティグッズ」をプレゼント（無くなり
くなってしまう都会の中のオアシス。 次第終了）■03-5709-7328 ■大井
■03-3424-0273 ■駒沢大学駅 徒歩
3分 ■営業/11:30〜24:00（L.O.24:00）
■定休日/無休 ■世田谷区駒沢1-3-1

7

住宅街の中の
ハワイアン･レストラン

駒沢大学駅

駒沢大学駅

8

→

プールオープン！

洗足池駅

洗足池

バリのリゾートを思わせる店内は、
けんそう
都会の喧騒も、忙しい時間も忘れ
させてくれる。休憩時間などに不
定期で開催されるライブは、お店
のファンをはじめ多くの人が集まり
〔特典〕ランチメニュー以
盛り上がる。

鮮やかな色のドレスには、シェル・ネックレ
スと、籐のカゴバッグで! ドレス 2,900円、
ネックレス 1,000円、バッグ 6,900円

ミクロネシア、メラネシア、ポリネシア
など太平洋の島々の文化芸術を通して
友好関係を深める伝統文化の交流祭。
フラやタヒチアン、サモア等のダンスス
テージ、
ショップ・飲食店などがある。

Hula

Tahitian

Maori

■日程/公園 :7月23日
（土）
・24日
（日）
10:00〜20:30、体育館: 23日
（土）15:00
上げの方に、合計金額の10%オフ
〜20:00、24日
（日）
12:00〜17:00
駒沢オリン
■045-222-2272 ■みなとみらい駅、 ■場所/駒沢オリンピック公園、
ピック体育館
（駒沢大学駅 徒歩15分）
馬車道駅 各徒歩5分■営業/10:30
■入場料/無料、
体育館内の観覧はチケッ
〜21:00（7月23日〜8月31日は10:00
ト
（有料）
が必要。詳細はお問い合わせを
〜21:00）■定休日/無休
■お問い合わせ/080-5474-2032 太平洋
■横浜市中区新港2-2-1 横浜ワール
文化芸術祭 実行委員会 担当：三山
ドポーターズ 2F デッキストリート

大井町線

二子玉川駅

玉川通り

二子玉川駅

←
至中央
林間
二子玉川
←
至溝の口 ライズＳ.Ｃ

の
みなとみらい線
日本大通り駅

至渋谷
→
井町→

■日程/8月17日
（水）19:00〜20:00 荒天中止
■場所/横浜･みなとみらい21地区 臨港パーク前面海上
（新高島駅、
みなとみらい駅 徒歩10分）
■お問い合わせ/045-227-0744
神奈川新聞花火大会実行委員会

池上線

本格的インドネシア料理を
楽しめる隠れ家カフェ

6

至大

今年は「横浜から元気を！東日本震災復興祈念」を
テーマに、東日本の復 興と鎮 魂の思いをこめた大
会。「大スターマイン」や連 発花火など、横 浜 港を
バックに夏の空を彩る「華」を楽しもう。

ヒヴァヒヴァ オハナ

渋谷駅

カルチャースクール

HIWAHIWA OHANA

←至横浜

東急セミナー
フラダンス 入門講座

の17:30以降ご来店の方に「指定のな
かからお好きなドリンク1杯」
サービス
■044-722-7009 ■武蔵小杉駅 徒
歩4分 ■営業/11:30〜14:00（L.O.13:30）、
17:30〜24:00（L.O.23:15） ■定休日/無
休 ■川崎市中原区新丸子町915-2 1F

JR

ライスに10種類のバリの惣
菜とスープ・ドリンク、パイ
ナップルとバナナの天ぷら
にアイスクリームをのせた
デザート付き モンキース
ペシャルランチ 1,995円

ゆっくりした動きに見えて︑意外に足
腰を使うフラダンス︒手の動きで表現
する歌には︑
ハワイの歴史や神話を伝
えるものが多い︒奥深いからこそ︑面
白 くてはまってしまう︒初めての方も
フラの世界へ飛びこんでみよう︒

■日程/8月7日
（日）9:30〜17:30
■場所/川崎市民プラザ
（梶が谷駅 徒歩15分）
■お問い合わせ/044-777-2355 橘ふるさと祭り実行委員会

至渋谷→
至目黒→

渋谷駅

至渋谷→

地 域の人々による、明るく住みよい郷土･橘の魅
力を伝える祭り。移動動物園、こども広場、橘産
野菜販売などのほか、今 年は震災の被災地を支
援し、東北地方の物産展･観光情報展もある。

246

至横浜←

橘の元気を全国に！
第32回橘ふるさと祭り

田園都市線

セルリアン
タワー

←至横浜

3

梶が谷

東横線

美しい衣装と花の髪飾りで
いつもと違う自分に

■日程/7月29日
（金）
・30日
（土）10:00〜20:30
■場所/大田文化の森（池上駅 東急バス大森方面行き他「大田文化の森」下車 徒歩1分）
■お問い合わせ/03-3772-0770 大田文化の森運営協議会

武蔵小杉駅

JR

2
ヤシのお酒とココナッツ
ミル ク 、パ イ ナップ ル
ジュースを使ったプトゥリ
ケイジャン 840円

イ

■03-5797-5053
（東急セミナーBE二子玉川 受付）
■二子玉川駅 駅前
■受付/月曜〜土曜10:00〜20:00、
日曜10:00〜16:00
■定休日/祝日、年末年始
■世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ S.C. タウンフロント 8F

※自由が丘校、雪が谷校、青葉台校、
たまプラーザ校にも楽しい講座がいっ
ぱい！詳しくはお問い合わせください。

ベ

ン

ト

情

報

!

Aloha YOKOHAMA 2011

1881年
（明治14年）
にハワイ王国最後の国王、カラカ
ウアが横浜港にやってきて以来、ハワイと深いつながり
のある横浜で毎年開催の大イベント。

■日程/7月22日
（金）
〜24日
（日）10:00〜21:00、24日は〜18:00
■場所/横浜港大さん橋国際客船ターミナル他
（日本大通り駅 徒歩7分）
■入場料/無料 ■お問い合わせ/045-664-6633 アロハヨコハマ 実行委員会
みなとみらい線
馬車道駅、日本大通り駅

Ukulele Picnic 2011
YOKOHAMA 2DAYS

今年で12年目を迎える日本最大の野外ハワイアンイベント。
家族と一緒に音楽と夏を満喫しよう！
■日程/8月6日
（土）
・7日
（日） 9:00〜20:00 ■場所/横浜赤レンガ倉庫イベント
広場
（馬車道駅、
日本大通り駅 徒歩6分）■入場料/無料
■お問い合わせ/0467-22-4488 レイランド・グロウ
みなとみらい線
元町・中華街駅

第3回ハワイアンステンシル体験会

ハワイアンステンシルcoco alohaが開催する
年に一度の楽しい体験会。
■日程/8月4日
（木）
〜7日
（日）10:00〜18:00
（最終受付17:00）
■場所/元町クラフトギャラリー
（元町･中華街駅 徒歩2分）
■入場料/無料
（体験商品によりワークショップ代金が異なる）
■お問い合わせ/0467-82-0761 ハワイアンステンシル coco aloha本部

分

池上

目黒線

バリカフェ
モンキーフォレスト

バジル炒め掛けご飯
1,150円

オリジナルの
キッズ・ウェア。
左上：ニット帽
800円、
左：金プリント
ワンピース
980円、
右：花柄キャミ
1,200円

気

■日程/7月23日
（土）
・24日
（日）10:00〜18:00
■場所/目黒区民センター
（目黒駅 徒歩12分）
■お問い合わせ/03-3711-1134 目黒区産業経済課中小企業振興係

東横線

2

1 ちょっと辛めの、

今年の夏は南の国のイベントが盛りだくさん︒
フラの音色︑ココナッツの香り︑鮮やかな南国の花々
やフルーティなドリンク︒沿線のトロピカルな楽し
み方をイベントと共にご紹介します︒大人から子ど
もまで︑南国気分で夏を過ごしてみませんか︒

区内企業の製品展示・販売やイベントを通じて、
区 民と地域の輪を広げる。コンサート・模擬 店
など、親子連れから高齢者まで楽しめる企画を
用意。今回は「目黒から元 気を届けよう〜被 災
地の皆様へ」を合言葉に募金箱も設置。

タイレストラン
コピーピー 小杉店

1

↑ 至中央林間

第48回目黒区商工まつり
目黒リバーサイドフェスティバル2011

6

6

※詳細は各店舗にお問い合わせください。都合により、営業時間・定休日が変わることがあります。

〔特典について〕ご利用の際は、店舗で
「HOTほっとTOKYU」
8月号をご提示ください。
特典
特典実施期間は2011年8月31日まで。他サービスとの併用不可。

目黒

アジアで人気の、幸運を
招くといわれるカエルの
人形 1,500円〜

Shop Information

南国

8

東急
沿線

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

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

今夏は東急線全線で実施！

早起き応援キャンペーン
募集期間

6月27日（月）〜10月30日（日）

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。 携帯サイトから、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

■参加メンバー募集期間：10月30日
（日）まで
■キャンペーン実施期間：10月30日
（日）まで
（期間中毎日）
■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
レゼント！」
に応募することができます。
■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。
※ PHS、一部の携帯電話では登録できません。

もれなく
ト！
プレゼン

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／週
こどもの国親子招待券 …………… 親子10組20名さま／週
109シネマズ映画鑑賞券（平日限定）……… 3組6名さま／週
テコプラザ 旅行券
「ふた旅とらべるクーポン」… 10名さま／週
アトリオドゥーエ 体験券 ……………………… 5名さま／週
たまプラーザ テラス オリジナルタンブラー＆
お買い物 ･ お食事券 …………………………… 3名さま／週
東急ストア 石鍋シェフ たっぷり保存万能スチーマー
………… 5名さま／週
東急セキュリティ 火災警報器 ………………… 4名さま／週
toks オリジナル鉄道グッズ…………………… 1名さま／週
伊豆急行「リゾート21･黒船電車」
グッズセット … 1名さま／週
冊子「東急バス 東急トランセで出かける沿線散歩」… 3名さま／週
東急電鉄オリジナルグッズセット……………… 5名さま／週
たる！
さらに当
ス
ャ
チ
W ン

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
ペア宿泊招待券 …………５名さま

ザ・キャピトルホテル東急

ホテル伊豆急
ペア宿泊券（２食付き）…５名さま

東急お客さまセンター

東急電鉄が発行するフリー情報誌
東急電鉄の取り組みや東急線の情報を掲載した冊子
を 3種類発行しました。それぞれ記載の場所で無料配布
しています。

東急線の安全を守る取り組み

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ポイントを５ポイント付与（１日あたり）
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
で
毎週抽選 ！
ト
プレゼン

このシールが付いている
券売機でお求めください

7月11日（月）〜10月30日（日）

ビッグウィーク
体験宿泊券 ………………５名さま

早起き応援キャンペーン
専用モバイルサイト
http://tokyu.jp/hayaoki/
■お問い合わせ

実施期間

版
タイム
サマー

東急線全駅の券売機で東急バスIC定期券
が購入できるようになりました

「HOTほっとTOKYU 安全特集号 2011年度版」
7 月1日から、東急線全駅（こどもの国線・世田谷線を
除く）の自動券売機で、東急バスＩ
Ｃ定期券（東急バス全
線定期券）
が購入できるようになりました。電車やバスＩ
Ｃ
定期券をお求めの際は、駅の券売機をご利用ください。
C 田園都市線

「伊豆のなつ号」を運行しています
8 月31日
（水）
まで、田園都市線
で「伊豆のなつ号」を運行してい
ます
（運行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、 夏の伊豆半島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。

この夏、もっと知りたい！

「横浜みなとみらいキャンペーン」実施中
8 月 31日（水）まで、 夏の横浜を楽し
める
「横浜みなとみらいキャンペーン」を
実施しています。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？今回は、家族や友人同士で
横浜を満喫できる、おすすめのルートを
シーン別でご紹介しています。また、協
賛施設で割引などが受けられる
「横浜お
得クーポン」やプレゼントキャンペーンな
ど、お得な情報が満載です。
●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」がお得です！

東急百貨店
ちょいす便 ………………５名さま
ビッグウィーク軽井沢

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

････････････････････････････････････ 青葉台東急スクエア

OUTRED SALE 開催！

うちわ de お得キャンペーン

年 2 回限定の『アウトレッド セール』。 夏
のアイテムをアウトレット価格からさらに
最大90%OFF で手に入れるチャンスです !
（一部除外品あり）
◆期間／7月22日（金）
〜31日（日）

ECO&COOL SUMMER 開催 !

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。

7 月23 日（土）
〜8 月21 日（日）の期間中、下記のイベントに参
加するとオリジナルうちわをプレゼントします！

◆設置場所

セールやイベントの詳細は、グランベリーモールのホームペー
ジをご覧ください。

東急線各駅の「HOT ほっとTOKYU」専用ラック

東急線をご利用の際はこの１冊

「東急線駅施設ガイド2011」
東急線全線の駅構内図を
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、主要駅のみ
だった構内図を全駅に拡大し、路線別の沿線ガイドや駅
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。

☆昆虫とふれ合おう！ ‒カブト虫つかみどり‒
……7月23日（土）
・24日（日）
☆シルバニアファミリーとあそぼう！ わくわくステージショー
…………………7月31日（日）
☆マイECO はしを作ろう！
…………………8 月 6 日（土）
☆マイECOうちわを作ろう！
…………………8 月 7 日（日）
☆らんま先生の ECO 実験パフォーマンスショー
…………………8月14日（日）
☆氷彫刻実演ショー＆氷柱オブジェ………………8月21日（日）

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

「Business Report」
当社
（連結子会社を含む）の事
業や財務状況などを、投資家向
けに分かりやすく掲載しています。

■電車とバスの博物館
TOKYU TRANSPORTATION MUSEUM

夏休みイベント
8 月 6 日（土）
・7 日（日）10：00〜16：00

★プラ電運転会 ................. 図書室

電車は貸し出します。持ち込みも歓迎！

★親子工作教室 ........ イベント広場

家族みんなで博物館キャラクターの
お面づくり、ぬり絵などができます。

◆期間／7月25日（月）
〜8月14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/

読者プレゼント

※非売品

東急電鉄オリジナル
タオル（3枚セット）を
抽選で 10名さまに
プレゼント !

通常はがきに、 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
郵便番号・住所 氏名
年齢 電話番号 職業 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。

8 月19 日（金）（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
※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。

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

A 03‑3477‑0109 B 03‑3477‑6109

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）
。

★ヨーヨー釣り ...... イベント館入口

8月6日（土）のみ開催 13：00〜15：00
※受け付けは当日、先着100名さま

夏休みは、たまプラーザ テラスでもイベントを開催 !

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2011年8月号（通巻377号）
■発

行

日時 8 月 19 日（金）
〜23 日（火） 10:00〜18:00
対象 中学生以下
お問い合わせ /045-903-2109 たまプラーザ テラス
http://www.tamaplaza-terrace.com/

東京急行電鉄株式会社
A 03‑3477‑6330

月〜金 8:00〜16: 30 ( 祝日、年末年始を除く）

たまプラーザ テラスを会場に、楽しいイベントを開催します。
東急線運転士の制服を着て写真が撮れる撮影会や、プラ電
運転会、 電車グッズ販売などを行います。 家族や友だちを
誘って、たまプラーザに集まれ !

◆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。

詳細は、早起き応援キャンペーン特設サイトまたは東急線各駅にあ るチラシをご覧ください。http://www.tokyu.co.jp/hayaoki/

※特典の数には限りがあります。

締め切り

◆お問い合わせ／044‑861‑6787 電車とバスの博物館
（宮崎台駅前）

投資家向け事業報告

期間中、対象店舗で提示すると何
度でも特典が受けられるオリジナル
うちわを館内で配布します。店舗や
お買い上げ金額によって、
「プライ
スオフ」
「ショップのポイントアップ」
「ノベルティプレゼント」など、お得
なサービスがいっぱい！

URL http://www.tokyu.co.jp/

東急バス株式会社
A 03‑6412‑0190

月〜金 9 : 00〜19 : 00 ( 祝日、年末年始を除く）
URL http://www.tokyubus.co.jp/

■発

行

日

■デザイン・制作

2011年7月20日（毎月20日発行）
東京急行電鉄株式会社セラン事務局
※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。

田園都市線
分散乗車のお願い

田園都市線の朝ラッシュ時の最混雑車両は 5 号車と8 号車です。 特定の車両への集中乗車により、遅延が生じることがございますので、なるべく
他の車両にご乗車いただきますようご協力をお願いします。
駅ごとの車両位置は、東急電鉄ホームページの「鉄道情報」を ご覧ください。http://www.tokyu.co.jp/

まず︑
ボ タン

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。

