
Christmas
自分だけの演出で
★特集

23（金・祝）24（土）25（日）
今年のクリスマスは3連休。ホームパーティ

ーを楽しもう！

今年もまた、街がキラキラと輝く季節がやってきました。
いくつになっても心躍る特別な日、クリスマス。
今年は思いっきり自分色に演出してみませんか？

個性的なオーナメントでリビングを飾ったり、アートなアイテムで
食卓をディスプレイしたり、いつもと違うセンスが光る

『おうちクリスマス』楽しみましょう！



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

※本誌は再生紙を使用しています

【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。

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

ま
ず
、
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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

　東急お客さまセンターでは、2011年度上期（4～9月）に
約8万9,300件のお問い合わせやご意見・ご要望をいただ
きました。そのうち約4.5％（約4,000件）がご意見･ご要望
でした。内訳は、以下の円グラフのとおりです。

　なお、お客さまセンターをより活用していただくため、
お客さまの声をもとに改善した事例を紹介するポス
ターを、電車内や駅構内、ホームページなど、さまざま
な媒体を通じて紹介しています。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2011年12月号（通巻381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）
 　http://www.tokyubus.co.jp/
■発　  行  　日 2011年11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

URL

URL

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）。

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

二子玉川ライズからのお知らせ

今年の春に誕生した二子玉川ライズで、初めてのクリスマス
イベントを開催します。
★タマリバーズ「光の川のクリスマス」
　 多摩川の葦（あし）をイメージし
た「光の水草」を、開放的な空
間ガレリアに展示。バルーンを
巻いた照明が夜間に点灯して
幻想的な空間を演出します。
　 また、12月17日と18日は、
光る衣装を身につけた子どもた
ちによる「光の妖精パレード」を行います。二子玉川ライ
ズ内を行進して、パレード終了後に記念撮影を行います。

　「光の水草」
　・展示期間／11月23日（水・祝）～12月25日（日）
　・展示場所／二子玉川ライズ ガレリア
　「光の妖精パレード」
　・日　　時／ 12月17日（土）～18日（日）

各日12:00～、13:30～、15:00～、16:30～（各40分）
　・対　　象／ 3歳～小学校低学年

（小学生未満は保護者の付き添いが必要です）
　・定　　員／各回10名
　・参加方法／ 各回30分前から、ガレリア内の専用カウンター

で先着順に受付（定員になり次第受付終了）。

★RISE X'mas 2011 Our LIVE Our Illumination
　 二子玉川周辺にお住まいの小学
生から募集したクリスマスデコレ
ーションデザインを展示します。
なお、12月25日（日）は、最優
秀作品をベースに制作したクリ
スマスステージで、さまざまな
ライブが行われます。

　・展示期間／12月23日（金・祝）～25日（日）
　・場　　所／二子玉川ライズ ガレリア

◆お問い合わせ／03-3709-9109
　二子玉川ライズ S.C.　インフォメーションセンター
　http://sc.rise.sc/

毎週木曜日の午後、多彩なアー
ティストによる上質な音楽をお届
けします。出演者など、詳細は
二子玉川ライズのホームページ
（http://www.rise.sc/）をご覧く
ださい。
　・場所／ 二子玉川ライズ ガレリア（観覧無料）
　・日時／ 12月1日（木）、8日（木）、15日（木）、22日（木）

12:00～、14:00～（各30分）
◆お問い合わせ／03-3793-6911　サウンドマーケット事務局

第81回  
「身体の不調を来さない・続けないためのヒント」

～活動的な暮らしに潜む落し穴～

　目まいや吐き気などの不調の陰には「草取りを放っておけ
ない」「昨日と同じにやろうとする」などの行動の癖が関与
している場合があるかもしれません。身体の不調を来さな
い・続けないためのヒントについてお話しします。

◆講師／心療内科医長　赤松えり子
◆日時／12月7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。

※11月21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）
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

読者プレゼント

●「2012年カレンダー　五島美術館名品集」発売中
所蔵品の中から選んだ名品6点を掲載した
2012年版のカレンダーを発売していま
す。季節感のある落ち着いた雰囲気でま
とめています。お早めにお求めください。
■価　　格　１部1,000円（税込み）
■サ イ ズ　縦68.5cm×横34cm
■販売期間　12月31日(土)まで
■販売部数　1,000部
■販売場所　 東急線の一部の駅窓口
　　　　　　（ 渋谷、中目黒、自由が丘、田園調布、日吉、菊名、

横浜、目黒、三軒茶屋、二子玉川、溝の口、鷺沼、
あざみ野、長津田、大井町、五反田、蒲田）

●秋の庭園無料公開（期間限定）
現在改修工事中のため、2012年秋まで休館しています
が、秋の紅葉シーズンにあわせて、庭園の一部を期間
限定で無料公開します。
■日　　時　12月2日（金）～4日(日)
　　　　　　11:00～16:00(入場は15:30まで)　※雨天開催
■お問い合わせ　 五島美術館 03-3703-0662(平日10:00～17:00)

http://www.gotoh-museum.or.jp/

2012年カレンダー五島美術館名品集
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　12 月19日（月）（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。世田谷線PASMO定期券の販売開始

「せたまる」2012年秋に取り扱い終了
　2012年3月、世田谷線でPASMO定期券の販売を
開始します。これにより、世田谷線と鉄道線の定期券
を1枚のPASMO定期券でご利用いただくことが可能
となります。また、世田谷線IC乗車券「せたまる（定期
券・回数券）」は2012年秋に取り扱いを終了します。

世田谷線PASMO定期券の販売
　■販売時期　2012年3月中旬（予定）
　■販売場所　 三軒茶屋駅（世田谷線・田園都市線）、

上町駅、下高井戸駅の自動券売機および
田園都市線三軒茶屋駅の定期券うりば

世田谷線IC乗車券「せたまる（定期券・回数券）」の取り扱い終了
　■販売終了時期　2012年3月中旬（予定）
　■入金（チャージ）終了時期　 車内／2012年2月上旬（予定）

駅／2012年3月中旬（予定）
　■取り扱い終了時期　2012年秋（予定）
　※「 せたまる」の払い戻しやポイントの取り扱いなど、詳細は2012年1月

ごろに当社ホームページなどでお知らせする予定です。

詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

～災害・事故に強い東急線を目指します～
運転事故総合訓練を実施しました
　10月21日、長津田の車庫内で「運転事故総合訓練」
を行いました。この訓練は、重大事故の発生に備えて
毎年実施しているもので、今回は「大井町線の列車が
踏切で自動車と接触し、脱線した」という想定のもと行
いました。事故発生の一報から始まり、併発事故の防
止、お客さまの救護･避難誘導、復旧作業、運転再開
までを社内関係部署間で連携をとりながら行いました。
訓練には約180名が参加。緊迫した空気の中、約3時間
の訓練となりました。

「東急安全講演会」を開催しました
　従業員の安全意識向上のために毎年実施している
「東急安全講演会」を、11月1日に開催しました。6回
目となる今回は、長年にわたり人材育成のコンサル
テーションに携わっている、NPO法人キャリア・インディ
ペンデンス代表理事の内藤友子氏を招き、安全確保の
重要性を再認識することを目的として、JR福知山線脱
線事故の体験などについて
ご講演いただきました。講
演会には当社従業員のほ
か、グループ各社、協力会
社などから、約1,100名が
参加しました。

2011年度上期（4～9月）に発生した
事故･障害など
　東急線全線で2011年度上期（4～9月）に発生した
事故･障害などの件数、運転を見合わせた時間の合計
は下記のとおりです。

接触した自動車からけが人を救助

電気係員が電車線を修復 保線係員が線路を修正

■原因別 事故･障害などの件数、運転を見合わせた時間※

■路線別 事故･障害などの件数 ■路線別 事故･障害などにより
　運転を見合わせた時間

自然災害など 3件 6時間08分

設備の故障など 1件 2時間51分

人身事故･列車接触など 18時間58分

合　　　　計 30件 

26件 

27時間57分

東急多摩川線
1件 3.3%

東急多摩川線
57分
3.4%

田園都市線
13件 43.4%

大井町線
1件 3.3%

世田谷線
1件 3.3%

目黒線
1件 3.3%

田園都市線
9時間57分
35.6%

大井町線
32分 1.9% 

世田谷線
2時間51分
10.2% 

目黒線
34分
2.0%30件 27時間

 57分

東横線
7件
23.4%

東横線
4時間23分
15.7%

※「運転を見合わせた時間」とは、事故･障害などの直接の原因となった列車が動き出すまでに
　要した時間です。

※台風 15号の影響による運転見合わせは、「全線」として分類しています。

池上線
4件
13.3%

池上線
3時間12分
11.5%

全線
5時間31分
19.7% 

全線
2件 6.7% 

運行
（輸送障害、ダイヤなど） 

24％

施設･設備
（駅や車両など）

19％

教育･接客
10％

空調 13％

マナー 6％

放送 5％

鉄道関連その他
8％

鉄道以外 11％

制度
4％ お問い合わせ

件数 割合（％）
85,100

200
89,300

95.3

0.2
100.0

お褒め
合　　計

※件数は100件未満で四捨五入

4,000 4.5ご意見・ご要望

2011年4～9月に、お客さまからいただいたご意見･ご要望の内訳（総件数:約4,000件）

終電後の帰宅はミッドナイトアローで
渋谷駅発 深夜急行バスのご案内
　東急バスでは、渋谷駅から深夜急行バスを運行して
います。終電後の帰宅には、安心で便利なミッドナイト
アローをぜひご利用ください。

青葉台駅行き 新横浜駅行き溝の口駅行き

停車停留所
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
2,000

運賃

西口33番のりば

停車停留所
420
420
420
500
600
700
800
900
1,100
1,100

運賃

西口34番のりば

停車停留所
600
700
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,800

1,900

運賃

西口32番のりば

田園都市線方面 東横線方面

1:00
1:20
1:30

（月～金）
（木･金）
（月～金）

1:15
1:30
（月～土）
（金曜と土曜以外の休前日）

1:10
1:20
1:30

（月～金）
（金･祝前日）
（水･木･金･祝前日）

仲町台駅行き

停車停留所
1,600
1,700
1,800
1,800
2,000

運賃

西口31番のりば

港北ニュータウン方面

1:15（月～金）

鷺 沼 駅
た ま プ ラ ー ザ 駅
あ ざ み 野 駅
江 田 駅
市 が 尾 駅
青 葉 台 駅

大 橋
三 宿
三 軒 茶 屋
上 馬
駒 沢
深 沢 八 丁 目
用 賀 一 丁 目
二 子 玉 川 駅
高 津 駅 入 口
溝 の 口 駅

都立大学駅北口
等々力七丁目
新 城 駅 前
中 原 駅 前
東横線小杉駅
元 住 吉
日 吉 駅
綱 島 駅 入 口
大倉山駅入口
新 横 浜 駅

新 羽 営 業 所

す み れ が 丘
北山田交差点
センター北駅
センター南駅
仲 町 台 駅

（この間フリー降車区間）

※ご乗車は渋谷駅のみです。途中停留所からはご乗
車になれません。

※お支払いは現金のみです。PASMO･Suica･定期
券･1日乗車券はご利用いただけません。

※予約不要ですが、満席の場合は乗車できない場
合があります。

※土曜･休日･年末年始（12月30日～1月3日）は運
休します（溝の口駅行きは年末年始を除く土曜
も運行）。

※溝の口駅行きを除き、高速道路を経由するため座
席定員制です（一部女性優先席があります）。立ち
席でのご乗車はできません。

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

年内にお届けします。

2011年度上期にいただいたご意見･ご要望
～これからも、お客さまの声とともに～

ご報告

五島美術館からのお知らせ

東横線・みなとみらい線・目黒線・田園都市線
年末の夜間に臨時列車を運転します
　年末の夜間混雑緩和策として、下記の路線で23時
以降に臨時列車の運転や行き先の延長を行います。
■運 転 日　 12月2日（金）･9日（金）･15日（木）･16日（金）･

21日（水）･22日（木）
■実施路線　 東横線・みなとみらい線、目黒線、田園都市線

世田谷線
ボロ市開催に伴う増発運転
　世田谷線では、12月15日（木）･16日（金）世田谷線
世田谷～上町駅間のボロ市通り周辺で開催される
「世田谷ボロ市」に合わせて、9時ごろから20時30分
ごろまで臨時ダイヤで運転します。
　430年以上の歴史を持つ伝統
行事、世田谷ボロ市は、骨董品、
農機具、古着、植木、食料品など
約740店舗が出店し、多くの人で
にぎわいます。

　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

臨時ダイヤのお知らせ
2011 WINTER RISE X'mas Show　

サウンドマーケット2011冬

車内のお客さまを避難誘導

ご報告

■東急電鉄へ寄せられたお客さまの声
Customer's Voice




