a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

3 月 17 日（土）ダイヤ改正
3 月 17 日（土）、東横線を除く東急各線でダイヤ改正を実
施します。 各線で増発し、 混雑緩和を図るとともに、 土休
日のお出掛けもますます便利になります。
田園都市線・大井町線 ……………………………………………
平日朝ラッシュピーク時間帯前の増発
・中央林間始発（6 時10 分）の押上行き上り急行１本を増発
します。
・長津田始発（6 時 09 分）の大井町行き上り急行１本を増発
します。
田園都市線・大井町線直通急行列車の増発
土休日 10 〜 16 時台に、長津田〜大井町間の直通急行を
毎時2本増発します。
田園都市線…………………………………………………………
渋谷始発の急行を新設
土休日の渋谷始発（17時26分、18時26分）下り急行2本
を新設します。
「準急」の運行時間帯を拡大
準急の運行時間帯を渋谷着7時42分〜9時05分に拡大します。
朝・夜間の増発
・土休日の渋谷着6時台に上り急行1本、渋谷発8時台に下
り各駅停車1本を増発します。
・土休日の渋谷着 19 時台に上り急行 1 本、渋谷発 21 時台
に下り急行1本を増発します。
・平日の渋谷発着19〜22時台で、上り急行1本と各駅停車
2本、下り急行2本と各駅停車1本を増発します。
目黒線………………………………………………………………
夜間の増発
・平日22時台に上下急行1本と下り各駅停車1本、目黒始発
（24時26分）の下り各駅停車1本を増発します。
・土休日19時台に下り各駅停車1本、20時台に上り急行1本
を増発します。
池上線………………………………………………………………
夕刻の増発
土休日17〜18時台に上下2本を増発します。
東急多摩川線………………………………………………………
夜間の増発
平日23〜24時台に上下1本を増発します。
世田谷線……………………………………………………………
夕刻の増発
平日17〜19時台前半で運転間隔を 5分に短縮します。
朝・夜間の増発
土休日7〜8時台に上下1本、22〜23時台に上下2本を増
発します。
日中時間帯の運転間隔の見直し
土休日9〜18時台の運転間隔を 6分に変更します。
こどもの国線 ………………………………………………………
田園都市線のダイヤ改正に伴い、長津田駅での接続を考
慮して一部列車の発着時刻を変更します。

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

大地震を想定した全列車の一斉停止
訓練を実施します

東急線全駅で駅ナンバリングを
導入します

3月11日（日）
、東急線の全列車を一斉に停止する訓
練を実施します。 これは昨年、 東日本大震災が発生し
たことを受けて、地震発生時の被害を最小限に食い止
める初期対応処置の訓練として行うものです。ご利用の
お客さまに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。

すべてのお客さまに便利に分かりやすく東急線をご利
用いただくために、東急線全駅で駅ナンバリングを導入
します。

■実施日時

■導入時期
■種
類
■表示方法

3月11日（日）14時46分から約1分間

東横線……………TY
田園都市線………DT
目黒線……………MG
大井町線…………OM
池上線……………IK
東急多摩川線……TM
こどもの国線……KD
世田谷線…………SG

安全運行を支える車両

新しい総合検測車『TOQ i』が
デビュー！ 記念きっぷを発売します
新しい総合検測車『TOQ ⅰ
（トークアイ）』が 4 月にデビュー
します。
これに合わせて、3月4日
（日）
から記念きっぷを発売します。
記念きっぷに同封しているはがきで応募すると、抽選
で「TOQ ⅰデビュー記念セレモニー＆体験乗車」または
「TOQ i 撮影会 in 長津田車庫」のいずれかに参加でき
ます。
記念きっぷ（イベントの応募はがき付き）
TOQi 記念きっぷ縦位置案

表面

オリジナル記念台紙にセットした特別な乗車
さよなら
デヤ7200・デヤ7290
券です。
•価
格
•発 売 日
• 販売枚数
•販 売 駅

天

7550Mc

特典内容

•日
時
•場
所
• 募集人数

五 反 田 から
円区間
東急線
下車前途無効

目
黒 から
円区間
東急線

蒲
田 から
円区間
東急線

下車前途無効

下車前途無効

4月14日（土）11時ごろ〜
東横線渋谷駅
20名

4月15日（日）11時ごろ〜、13時ごろ〜
田園都市線・長津田車庫
各回50名

■お問い合わせ

東急お客さまセンター

詳細は、駅のポスターまたは東急電鉄ホームページ
をご覧ください。

電車は事故防止のため、急停車することがあります。 お立ちのお客さまは、つり革・手すりにおつかまりください。

【例】大井町線・二子玉川駅

定期券購入10％キャンペーン

7500Mc

下車前途無効

★ TOQ ⅰ撮影会 in 長津田車庫
普段立ち入ることのできない車庫内で、TOQ ⅰの写真撮
影ができます。
•日
時
•場
所
• 募集人数

TOQi記念券台紙 588×210

長 津 田 から
円区間
東急線

★ TOQ ⅰデビュー記念セレモニー＆体験乗車
セレモニーに参加後、 普段は乗ることのできない TOQ i
に体験乗車できます（渋谷〜菊名間の１往復）。

多摩田園都市 緑道ウオーキング（約11km）
◆開催日
◆受 付

◆開催日
◆受 付

東急カードからのお知らせ
12.02.00

下車前途無効

※応募締め切り 3月19日（月）消印有効

都筑区の緑道『ささぶねのみち』

3月10日（土）
スタート: 江田駅
9:30〜11:30
ゴール : たまプラーザ駅（たまプラーザ テラス）12:00〜15:30
3月17日（土）
スタート: 西武池袋線 小手指駅
ゴール : 西武狭山線 西武球場前駅

10:00〜11:30
〜15:00

※各コースとも参加費無料、雨天決行・荒天中止
◆お問い合わせ 東急お客さまセンター

「みど＊リンク」アクション始まります

1972 年から40 年間続いている「東 を キッカ ケ りよ い 街 へ
緑
急沿線グリーニングキャンペーン」は、
苗木の配布による緑化活動「緑のプレゼ
ント」から第2 ステージへ。
今年からは「みど＊リンク」アクション
と名称を変更し、
「みどり」をきっかけとしたまちづくり・
コミュニティづくりを応援する活動が始まります。ぜひ、
ご応募ください。
に 、よ

大 井 町 から
円区間
東急線

150

3月10日
（土）
・17日
（土）
、東急電鉄
と西武鉄道合同でウオーキングイベン
トを開催します。各コースごとに、ゴー
ルした参加者全員に記念品をプレゼン
トします。

春の狭山湖周辺を歩く（約10km）

【例】駅名標（東横線・自由が丘駅）

下車前途無効

150

自然と調和した街・多摩田園都市と
春の狭山湖周辺を歩く

「東急沿線グリーニングキャンペーン」は第2 ステージへ

渋
谷 から
円区間
東急線

150

東急 ･ 西武合同ウオーキングイベント

詳細は、駅のポスター、チラシをご覧ください。

新総合検測車 ＴＯＱｉデビュー記念きっぷ

900円（150円×6枚）
3月4日（日）8時〜
限定3,000 セット（売り切れ次第終了）
渋谷（東横線）
、目黒、長津田、大井町、
五反田、蒲田

2月上旬から路線ごとに順次導入
各種案内サイン、路線図、運賃表など
①路線ごとの略式アルファベットと駅番号の組み
合わせ
②路線図で使用している路線カラーで色分け

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

150

150

150

東急カードでは、4 月30 日
（月・休）まで
「定期券購入 10％
キャンペーン」を実施してい
ます。
期間中、対象の TOP＆カー
ドに新規でお申し込みいただ
き、下記の条件を満たした方
に、初回定期券購入金額の最
大10％分の TOKYU ポイントをプレゼントします。
■カードのお申し込み 4 月 3 0 日（月・休）まで
■定 期 券 購 入 12月31日（月）まで
■対 象 カ ー ド TOP＆ClubQ JMB カード
■条
件 ①ご利用代金 Web 明細サービスに登録
② PASMO オートチャージサービスを設定
■お問い合わせ 東急カード A03-3462-7211
9:30〜18:00（土日祝、年末年始は除く）

詳細は駅のポスターまた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/

◆応募の流れ
①企画を考える
東急線沿線のまちづくり・コミュニティづくりにつながる取り組
みで、応募者および地域住民が主体となって行う企画。

・たとえば…街路樹などの緑化、商店街のキャンペーンとの連動など

②応募する

・応募締切
・応募資格

3月9日（金）まで
商店街、 自治会、 学校、NPO 法人など、 東急線
沿線での活動が継続可能なグループ
・当選発表 3月下旬以降順次
③企画の実施
・支援内容 1団体につき年間100万円 を限度に支援を行います。
※

※原則、物品での支援となります。

・個人ではご応募いただけません。 ・採用された企画は、当社の広報媒体
に掲載するなど、広く情報公開させていただきます。

◆お問い合わせ

東急お客さまセンター

応募方法や審査基準など詳細は、駅のポスター、ま
たは東急電鉄ホームページをご覧ください。

ミュージカルをテーマにしたミニライブ

「TOKYU SPRING STAGE」開催！
ミュージカル 劇 場「東 急シ
アターオーブ」
（渋谷ヒカリエ
内）の 7 月オープンに先立ち、
東急グループの施設でミュー
ジカルナンバーのミニライブ
（無料）を開催します。 お気軽
にミュージカルの魅力をお楽しみください。

ミニライブのイメージ

◆ザ・キャピトルホテル 東急（永田町）／3F（LF）ロビー
日時：2月26日（日）13:00〜、17:00〜
出演：竹山 愛（フルート）
、大柴 拓（ギター）
◆二子玉川ライズ・ショッピングセンター／ガレリア
日時：3月3日（土）12:00〜、14:00〜
（ソプラノ）
、仁科 愛
（電子オルガン）
、宮地良幸
（ドラムス）
出演：真園ありす
◆日吉駅／日吉東急アベニュー前
日時：3月18日（日）12:00〜、14:00〜
出演：真園ありす
（ソプラノ）
、仁科 愛
（電子オルガン）
、宮地良幸
（ドラムス）
◆たまプラーザ テラス／ゲートプラザ 1F フェスティバルコート※
日時：3月31日（土）13:00〜 15:00〜
出演：真園ありす
（ソプラノ）
、仁科 愛
（電子オルガン）
、宮地良幸
（ドラムス）

第84回 「ロコモティブシンドロームの話」
ロコモティブシンドローム（通称ロコモ）とは、骨・関節・
筋肉などの運動器の障害によって、 要介護になる危険性が
高い状態を指します。
本人とその家族が、 生き生きとした豊かな人生を築くた
めに、ロコモについて、耳を傾けてみませんか。
◆講師／リハビリテーション科 理学療法士 松本和浩
◆日時／3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。

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/

読

者プ

レゼ ン

ト

※雨天時はゲートプラザ 1F ポケットコートで開催

各ステージは約20分です。
◆お問い合わせ

東急お客さまセンター

詳細は東急グループホームページをご覧ください。
http://tokyugroup.jp/

■ショッピングセンター情報
Shopping Information
････････････････････････ クイーンズスクエア横浜［アット!］

NEW SHOP OPEN
2 月14日、開放的な居心地の良い空
間でおいしい旬の食材を楽しめるレス
トラン『24/7 restaurant（トゥエン
ティーフォーセブン レストラン）』が
OPENしました。
神奈川県三浦産の新鮮な朝どり野菜、
国産小麦粉など、厳選した食材で作
るサラダやパスタ、ピザなど豊富なメニューをご用意。 ランチ
では、焼きたてパンのビュッフェが楽しめます。

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。

締め切り

3 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
※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）

※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）
。
※3 月10 日（土）
・11日（日）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。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2012年3月号（通巻384号）
■発

行

また、クイーンズパークに面した窓側
の席からは、2 月29 日（水）まで点灯
中のイルミネーション「Glitter with
Cherry Pink」を見ることができます
（点灯時間17:00〜24:00）
。
◆お問い合わせ／045-222-6522
トゥエンティーフォーセブン レストラン 営業時間 11:00〜23:00（L.O.22:00）
http://www.at-yokohama.com
（クイーンズスクエア横浜
［アット
！］
）

クイーンズスクエア横浜
［アット !］
お買い物券（1,000円）
を抽選で 10名さまにプレゼント !

東京急行電鉄株式会社
A 03‑3477‑6330

月〜金 9:30〜18: 00 ( 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）
URL http://www.tokyubus.co.jp/

■発

行

日

■デザイン・制作

2012年2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

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/

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。

