a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

定期券のお求めはお早めに
9月初旬は、定期券うりばが大変混雑しま
す。定期券は、
使用開始日の 14日前
（継続）
、
または 7日前
（新規）からご購入いただけま
す。お早めにお求めください。
●定期券をお求めいただける期間
継続の場合

（購入後すぐに使用可能）

有効の定期券

14日前

使用開始日

7日前

定期券は、駅の券売機でもお求めいただけます。クレ
ジットカード
（TOP&、DC、VISA、MasterCard）
も使え
て便利です。

TOP＆カードで定期券を購入すると、
TOKYU ポイントをプレゼント！
！
新規入会なら

定期券10％ポイントバック
キャンペーン実施中 ！

10 月31日（月）までに、TOP＆ClubQ JMBカードに
新規で入会し、下記の条件を満たした方に、初回定期
券購入金額の 10％分の TOKYU ポイントをプレゼント！
◆カードのお申し込み 10月31日（月）まで
◆定 期 券 購 入 2012年5月31日（木）まで
◆対 象カード ・ＴＯＰ＆Ｃｌ
ｕｂＱ ＪＭＢカード
・各種ゴールドカード
◆条件 ①ご利用代金 Web 明細サービスに本登録
② PASMO オートチャージサービスを設定
すでにTOP&カードを
お持ちの方も

定期券購入金額の３％分の TOKYU
ポイントをプレゼント！

下記の条件を満たした方が、 対象の TOP＆カードで定
期券を購入すると、毎年初回の定期券購入金額の３％分の
ＴＯＫＹＵポイントをプレゼント！

新丸子駅駐輪場で自転車の
貸し出しがスタート！

8 月1日から、新丸子駅駐輪場でサイクルシェアサー
ビス
（自転車共同利用）
を開始しました。
利用方法は、自宅まで乗って帰れて、最長 1カ月間利
用できる
「定期利用」
と、1日300 円で利用できる
「 1回利
用」の 2 種類があります。また、東急線の定期券をお持
ちのお客さまは、定期利用料金が 500 円割引となります。
●自転車の保有
●駅駐輪場の確保
●自転車のメンテナンス
◆利 用 料 金

すべて
不要に！

券

定期

従来の
駐輪場利用料金と
同額の2,500円に！

①定期利用 1カ月3,000 円

※東急線の定期券をお持ちのお客さまは500 円割引
※別途、保証金 3,000 円が必要
（解約時に返却します）

◆営 業 時 間

② 1回利用 1日300 円
平日・土曜 6：30 〜 22：00
（ 1回利用は7：00 〜19：30）

◆利 用 方 法

新丸子駅駐輪場で申し込みを受け付けます。

◆お問い合わせ

東急お客さまセンター

◎小児用 PASMO の有効期限にご注意ください

◆定 期 券 購 入 毎年12月31日まで
◆対 象カード ・
ＴＯＰ＆Ｃ
ｌ
ｕｂＱ ＪＭＢカード
・各種ゴールドカード
◆条件 ①ご利用代金 Web 明細サービスに本登録
②ＴＯＰ＆Ｗｅｂプラスに会員登録

小児用 PASMO の有効期限は、 満 12 歳になった直後の 3 月
31日までです。4月以降に有効期限を迎える定期券をご購入い
ただいても、4 月1日以降は、使用できなくなりますのでご注意
ください。詳しくは駅係員にお尋ねください。

申込方法など、 詳細は東急カードのホームページを
ご覧ください。
http://www.topcard.co.jp/

渋谷−二子玉川−自由が丘間が 1日乗り放題♪

◎東急バス IC 定期券の購入について
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 IC 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。

お客さまへのお願い

駅構内や車内を安全・快適にご利用い ただくために

一人でも多くのお客さまが駅構内や車内を安全・快適に ご利用いただけるよう、駅・車内でのマナー向上にご協力
をお願いします。

※日曜・祝日・年末年始は休業

※ご利用には会員登録が必要です。 申し込み時に身元
を証明できるもの
（運転免許証など）
をご提示ください。

「トライアングルチケット」販売中
8 月 6 日から、 渋谷−二子玉川−自由が丘間の三角
エリア内の各駅が 1日乗り降り自由になる
「トライアング
ルチケット」
を1万枚限定で販売しています。
また、チケットの販売に合わせて、三角エリア内の人気
スポットの紹介や周遊コースを提案する特設サイトを
Yahoo! ロコ内で公開しています。
二子
玉川

用賀

桜新町

三軒茶屋

池尻大橋

190円

上野毛
等々力

駒沢大学

150円
尾山台

1日
乗り降り
自由

九品仏

渋谷

代官山

150円

中目黒
祐天寺

学芸大学
都立大学

自由が丘

●バッグやリュックは
前に抱えて

●キャリーバッグは
体のすぐ脇に

●ヘッドフォンは
もれない音量で

●新聞・雑誌は
広げず小さく

◆販 売 期 間 10月31日（月）まで（売り切れ次第、販売終了）
◆価
格 大人 390円、こども 200円
◆販 売 場 所 利用可能エリア内各駅の窓口と定期券うりば
◆特設サイト Yahoo! JAPAN で「トライアングルチケット！ 」と
検索してください。
◆お問い合わせ 東急お客さまセンター

詳細は、駅にあるチラシをご覧ください。
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

ECO 得 + 節電キャンペーン
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、「鉄道でエコキャンペーン」の一環と
して、「109 シネマズ ECO 得＋節電キャンペーン」を実
施しています。 期間中、下記劇場の最寄り駅までの乗
車 券（ 一 部 の 乗 車 券 を 除く）を 提 示 すると、エコ得
料金で映画がご覧になれます。
◆期間 〜9月30日
（金）
◆料金 大人
（一般 / 大学生・高校生）1,300円
小人
（小・中学生 / 幼児）
800円
※3D 映画は +400円
対象となる劇場

新規の場合

（使用開始日から使用可能）

駐輪場利用と同じ料金で、自転車が借りられます♪

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 オアシススクエア内

MM 横浜

みなとみらい線 新高島駅 GENTO YOKOHAMA内

港北

横浜市営地下鉄 センター南駅 港北 TOKYU S.C.6階

ムービル

東横線・横浜市営地下鉄・みなとみらい線 横浜駅 相鉄ムービル内

対象となる乗車券など詳細は、駅のポスター・チラシ、
または109シネマズホームページをご覧ください。
http://109cinemas.net/
東急電車モニター活動報告

長津田車両工場見学会と
モニター説明会を開催しました
7 月5 日と15 日の両日、こどもの国線
恩田駅近くの長津田車両工場で新規モ
ニターの方を対象に、工場見学会とモニ
ター活動の説明会を行いました。工場見
学会では、 車両の点検作業の様子や保
守設備などを約 1 時間にわたり見学して
いただきました。

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

「世田谷線つまみぐいウオーキング」開催！
10月1日（土）
、世田谷線三軒茶
屋駅から下高井戸駅まで、 商店街
のお店でつまみぐいをしながら歩く
「世 田 谷 線つまみぐいウオーキン
グ」を開催します。 地元の 11 の商
店街が、イチオシの つまみぐい品 を店頭に並べます。
◆定
員
◆募集開始

1,700名（先着順）
9月1日（木）

応募方法など詳細は、ホームページをご覧ください。
http://machicollabo.net/

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/

c 東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

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

夏季限定の臨時ダイヤで
運行中！

「東急車輛の電車市場がやってくる」

9 月30日
（金）
までの平日は、16 路線で、夏季限定の
臨時ダイヤで運行しています。

★
「電車市場」
販売会 ... イベント広場

■始発バスの繰り上げ
通常ダイヤの始発時刻から10〜65分繰り上げて運行しています。

秋の特別イベント

9 月 10 日（土）
・11 日（日）10：00〜16：00

普段はインターネットでしか購入できな
い品物を、実際に見て選べるチャンス！

■早朝時間帯の増発
東京地区は5 〜6 時台、神奈川地区は5 時台の運行本数を増やし
ています。

★プラ電運転会 ................... 図書室

臨時ダイヤの詳細は、東急バスホームページをご覧
ください。

★写真撮影会 ................ イベント館

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

第78回 「寒くなる季節にむけての感染対策」
冬は、インフルエンザやノロウイルスが流行します。ワクチン
接種などの事前対策や、流行中に特に注意していただきたいこと
を中心にお話しします。ぜひ、早めの対策を。
◆講師／感染管理認定看護師 立見竹代
◆日時／9月28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。
※8月22日（月）予約受け付け開始

東急病院（目黒線･大井町線「大岡山駅」直結）

A 03‑3717‑7867（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/

■ショッピングセンター情報
Shopping Information
････････････････････････････････････たまプラーザ テラス

電車の貸し出しをします。 持ち込みも
大歓迎。自分の電車を走らせよう！
大きな 5000系の電車パネルの前で記念撮影をしよう！

◆お問い合わせ／044‑861‑6787

読者プレゼント
※非売品

東急線オリジナルエコ箸

（2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。

9 月19 日（月・祝）（当日消印有効）

締め切り

〒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

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
※ 8 月 27 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）
。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2011年9月号（通巻378号）
■発

行

◆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 (9月2日、祝日、年末年始を除く）
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）

◆期間／8月29日（月）〜9月21日（水）
◆場所／ゲートプラザ 1F ポケットコート

東急お客さまセンター

A 03‑3477‑0109 B 03‑3477‑6109

枕のオーダーショップ「PILLOWY Cafe」が
期間限定で出店！
あなただけのオリジナル枕が、その
場で簡単に作れる新感覚の枕のオー
ダーショップです。お好みの素材や
カラーをセレクトして、 お気に入り
の香りをトッピング。 枕の組み合わ
せはなんと１，
０００種類以上！

電車とバスの博物館
（宮崎台駅前）

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

■発

行

日

■デザイン・制作

2011年8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

オフピーク通勤にご協力ください
■通勤の混雑は、朝8時台にピークを迎えます

【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。

