


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
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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
 2012年2月号（通巻383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 2012年1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）
※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

第83回  「介護保険の話」

　高齢になると、今までできていたことが少しずつおっくうに
なったり、自分でやろうと頑張りすぎて逆に体調を崩してし
まったりすることがありませんか？ 介護サービスの上手な
利用方法や、介護保険の基礎知識について、分かりやすく
お話しします。

◆講師／ソーシャルワーカー・社会福祉士　杉田寿美子
◆日時／2月22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。

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

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

C大井町線
戸越公園駅のホーム延伸工事を開始しました
　戸越公園駅では、
駅のホームを延伸す
る工事を進めていま
す。これにより、現
在2両分のドアが開
かない構造の同駅で、５両すべてのドアが開くようになり
ます。あわせて、隣接する区道を大井町側に移設します。 
　工事中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
■工事完了　2013年３月（予定）

C田園都市線
「早春の伊豆号」を運行しています
　４月1日（日）まで、田園都市線で
「早春の伊豆号」を運行しています
（運転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、早春の伊豆観光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。

※ 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　2 月19日（日）（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

TOKYU E-Liner ダイヤ改正
　2月1日（水）、TOKYU E-Linerのダイヤ改正を実施
します。TOKYU E-Linerは、虹が丘・すすき野・美しが
丘西・犬蔵周辺地区からダイレクトに渋谷駅へアクセス
できる便利な通勤高速バスです。
■時刻表（主要停留所のみ）

■運　　賃　・現　　金　大人 700円　小児 350円
　　　　　　・ICカード　大人 600円　小児 300円

　詳細は、東急バスホームページをご覧ください。

････････････････････････････････････たまプラーザ テラス

Clearance Sale開催中!!
参加各店舗の商品が最大80%OFFになる冬のセールを
開催中。ファッション、インテリア、雑貨、グルメなどバ
ラエティ豊かな商品を取りそろえて、皆さまのお越しを
お待ちしています。
◆期間／～2月15日（水）
◆お問い合わせ／045-903-2109　たまプラーザ テラス
　http://www.tamaplaza-terrace.com/

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

CLEARANCE SALE開催中!!
今期のアイテムをお得に買える最
後のチャンス！欲しかったあの商品
もセールの対象になっているかも。
ぜひお見逃しなく。
◆期間／～2月29日（水）
◆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

OUTRED SALE 開催！
今年も、年2回限定のアウトレット店
舗によるセールを開催します（一部
除外品あり）。人気のアイテムを最
大90%OFFで手に入れるチャンス
です。この機会をお見逃しなく。
◆期間／1月27日（金）～2月5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
アウトレットショップス内の人気店舗
「シルバニアファミリー 森のお家」が
親子で遊べる楽しいイベントを開催
します。大人にも子どもにも大人気
のキャラクターと一緒に歌や体操な
どのショーをお楽しみください！
◆日時／ 1月29日（日）13:00～、15:00～

（各回約30分）
◆場所／ サウスコート（観覧無料、荒天時は店舗で撮影会）

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

戸越公園駅
←至 溝の口

至 大井町→

踏切（新）ホーム延伸

新設道路
踏切（現）

「東急電車モニター」募集中
　東急電鉄では、東急線を利用さ
れるお客さまからご意見やアイデア
を伺い、より良い東急線を目指す
ため、アンケートやグループディス
カッションなどの調査にご協力いた
だける「東急電車モニター」を募集
します。

募集人員　 200名
 東急線を利用されている方で、e-mailアド
レス（携帯電話･PHSは対象外）をお持ちの
満18歳以上の方

任　　期　2012年4月～2014年3月（2年間）
応募方法　 東急電鉄ホームページの「東急電車モニター

募集ページ」から応募してください。なお、
応募者多数の場合は、ご利用の駅・路線、
年代などを考慮したうえで抽選により選考
させていただきます。

応募締切　2月29日（水）
　詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。
■お問い合わせ　東急電車モニター事務局
A 03-3477-6330 月～金　9:30～18:00（祝日を除く）

早春の元町・中華街、満喫！
元町・中華街2012 早春キャンペーン
　1月21日（土）から2月29日（水）まで、
早春の元町・中華街を楽しめる「元町・中華
街2012 早春キャンペーン」を実施します。
駅にある「もとちゅうブック」には、中華街の
春節イベントや元町でのショッピングなど、
この時期ならではの楽しい情報が満載。
協賛施設で割引などが受けられる「元町・
中華街お得クーポン」も付いています。
さらに、4店舗に設置しているスタンプを
2つ集めると抽選ですてきな賞品が当たり
ます。
■実 施 期 間　1月21日（土）～2月29日（水）
■お問い合わせ　東急お客さまセンター

抽選ですてきなプレゼントが当たる！
東急東京メトロパスキャンペーン
　1月21日（土）から2月29日（水）まで、「東急東京メトロ
パス」を購入してアンケートはがきで応募すると、抽選
でホテルの食事券などすてきな賞品が当たります。ま
た、惜しくもはずれてしまった方の中から300名さまに
オリジナルグッズをプレゼントします。
■実 施 期 間　1月21日（土）～2月29日（水）
■応 募 方 法　 東急線各駅の窓口でもらえるアンケートはがき

にご記入の上、ご応募ください。
■お問い合わせ　東急お客さまセンター

　詳細は、駅のポスター、チラシをご覧ください。

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」

■横浜駅、田園都市線渋谷駅、こどもの国線・世田谷線を除く各駅で発売

東急線各駅から横浜駅までの往復乗車券と「みなとみらい線
一日乗車券」を組み合わせたおトクなきっぷです。

東急線各駅から東京都心へのお出掛けは

「東急東京メトロパス」
東急線各駅から東京メトロ線の接続駅までの往復乗車券と、東京
メトロ一日乗車券が1つになった便利でおトクなきっぷです。
また、都内80以上のスポットで割引などの優待が受けられる特
典付きです。

■東横線渋谷駅、田園都市線渋谷駅、中目黒駅、目黒駅、
こどもの国線、世田谷線を除く各駅で発売

東急線各駅 (一部の駅を除く) から
東京メトロ線接続駅までの
往復乗車券

東京メトロ
１日乗車券

駅売店「toks」などで好評発売中の
東急線 方向幕ボールペン
（東横線、田園都市線、
  池上・東急多摩川線の3本セット）
を抽選で10名さまにプレゼント!
＜商品のお問い合わせ先＞
（株）東急ステーションリテールサービス お客様センターA03-5768-7847

ノックすると行先表示が
変わります

渋谷に誕生する
新たなランドマークと鉄道ネットワーク

4月26日（木）「渋谷ヒカリエ」オープン（予定） 2012年度、東横線と東京メトロ副都心線との相互直通運転が開始

　渋谷駅直結の高層複合施設「渋谷
ヒカリエ」が、4月26日（木）にいよいよ
オープンします。
　「渋谷ヒカリエ」は、東急百貨店が手掛
ける新しいコンセプトの商業施設
「ShinQs（シンクス）」や渋谷エリア最大級
の飲食フロア、劇場「東急シアターオー
ブ」をはじめとした文化施設で構成する、
渋谷の新たなランドマークです。
　「ShinQs」は、地下3階から地上5階
に、フード、ビューティー、ファッション
などのコンテンツを提供し、渋谷の街
の魅力向上と新しい需要を創造する、
新しい商業施設です。
　また、「東急シアターオーブ」は、7月18日（水）のブロードウェ
イミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」の初日をもってオー
プンします。渋谷ヒカリエの開業を機に、「渋谷」がさらに進化し
ます！

　2012年度中に予定している東横線と東京メトロ副都心線との相
互直通運転開始に向けて、代官山駅から、副都心線に乗り入れる
「新・渋谷駅」までの間を地下化する工事が進ん
でいます。相互直通運転開始後は、横浜～渋谷
～新宿～池袋を1本の路線でつなぐ新たな鉄道
ネットワークが完成し、お客さまの利便性が大
幅に向上します。

渋谷に新たなランドマークが誕生！ 東横線渋谷～代官山間の地下化工事を進めています

地下1階
地下 2階

渋谷ヒカリエ

東京メトロ副都心線

将来の東横線（地下）

現在の東横線
現・渋谷駅

地下3階新・渋谷駅

代官山駅至 横浜

渋谷川

至 池袋工事の最新状況

東横線が副都心線に乗り入れる渋谷駅部分
は、上下線で4本の線路を敷設するため、
大断面の箱型トンネルとなっています。

読者プレゼント

「なかのぶジャズフェスティバル」開催！
　荏原中延駅･中延駅周辺のさまざま
な場所でジャズステージを展開するイ
ベント「なかのぶジャズフェスティバル」
を今年も開催します。このイベントは、
本ステージとプレイベントで構成されて
いて、約1カ月間、駅前や公園などで
ジャズを楽しむことができます。
◆オープニングセレモニー
　2月 4日（土）　14:00～14:30　なかのぶスキップロード

◆プレイベント（ストリートライブ）
　2月 4日（土）　14:30～16:00　大井町線中延駅前
　2月19日（日）　14:00～16:00　中延一丁目防災広場
　2月26日（日）　14:00～16:00　なかのぶスキップロード
　3月 3日（土）　16:00～17:30　昭和通り

◆本ステージ　 3月18日（日）14:30開場 15:00開演
 会　場：荏原文化センター
出　演：渡辺香津美、森山威男、今田勝 ほか
入場料：5,000円（全席指定）

　※ チケット情報など詳細は、なかのぶジャズフェスティバルホーム
ページ（http://www.nakanobujazz.jp）をご覧ください。

◆お問い合わせ　 なかのぶジャズフェスティバル実行委員会事務局
（ジャズスナック「まつ」内）
A 03-3785-4877（月曜以外17:00～22:00）

東名高速
首都高速

虹が丘営業所から
渋谷駅までの所要時分

池尻大橋駅

渋谷駅

※ 道路事情により、時刻どおりに運行できない場合があります。 　
※ 予約不可。満席の場合はご乗車できません。

約60分 約80分 約70分

虹が丘営業所 6:05 6:45 7:15 7:55 9:10
蓬 谷 戸 6:10 6:50 7:20 8:00 9:15
美 し が 丘 西 6:15 6:55 7:25 8:05 9:20
清 水 台 6:22 7:02 7:32 8:12 9:27
犬 蔵 6:25 7:06 7:36 8:16 9:30
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