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a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

東急線

早起き応 援 キャンペーン
朝7:00までに改札 を入場するとおトク！

参加メンバー
募集期間

3 月 8日〜 12 月 31日（月）

キャンペーン
実施期間

3 月 17 日〜 12 月 31 日（月）

12月31日（月）まで、東急線全線（※１）で「早 起き応援キャンペーン」を実施しています。
事前に登録した PASMO で、朝7:00 まで（※２）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。 モバイルサイトから、ぜひご登録ください。
※１ 東横線菊名駅 JR 連絡口改札、世田谷線、恩田、こどもの国 を除く
※２ 田園都市線 用賀〜池尻大橋間のみ朝7:20 まで

■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、こどもの国は除く）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。
事前にモバイル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 7:00 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。
早起き乗車１日あたり、TOKYU ポイントを５
ポイント獲得できます（TOP& カード会員の方
のみ）。
1 カ月（毎月1日〜末日）に 10日以上（3月は 5日
以上）早起き乗車した方は、 Ｗチャンスの応募
権利を獲得できます。

※翌月の上旬に、達成した方のみにメールでお知らせします。

■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・スマートフォン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。

早起き応援キャンペーン
モバイルサイト
http://tokyu.jp/hayaoki/

毎日
ト！
プレゼン

『早起き乗車』するともれなく
プレゼント！
！

３月３日、 大井町駅にホーム
ドアを設置・運用開始しました。
これは、 国と東京都、 品川区
からの補助金により設置が実
現したものです。

全駅の時刻表に QR バーコードが
付きました

ＴＯＫＹＵポイントを５ポイントプレゼント
（１日あたり）
ス
W チャン

携帯電話・スマートフォンで
読み込むと、 駅時刻表が見
られます（中目黒駅の例）
。

……………… １名さま
5月

パソコンや携帯電話などの普及により、時刻表の需要が減少傾向にあること
から、東急電車時刻表の発行は見送らせていただきます。

下田東急ホテル
6月
ペア宿泊券
（1泊朝食付き）
3〜6
4 月月
……………… １名さま
5月

下田東急ホテル

6月

ホテル伊豆急

3〜6 月

東急グループ商品券1,000円分
………………………………… 毎月50名さま

定期券うりば

3 月 26 日（月）〜 4 月 13 日（金）の間、定期券うりばの営業時
間を延長します。

営業時間 7:30 〜 20:00（通常 10:00 〜 20:00）

東急線各駅の券売機

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。

東急線
運行情報

メール

スマートフォンにも対応しています

3 月 31 日（土）
、大倉山駅は駅名改称 80 周年を迎え
ます。これを記念して、記念ストラップの発売と写真展
を開催します。
★記念ストラップ
昭和初期の駅名標と、昭和後期か
ら平成初期にかけて使われていた
駅名標をイメージした両面デザイ
ンのストラップです。
・発売日 /3月31日（土）〜 売り切れ次第終了
・価 格 /500円（税込み） 限定1,000個
・販売駅 / 東横線・大倉山駅

・日
・会

時 /3月31日（土）〜5月6日（日）
場 / 東横線・大倉山駅コンコース

◆お問い合わせ
蛍光灯より明かるく消費電力が少ない
「LED 照明」

鉄道業界で初めて導入する次世代照明
「有機 EL 照明」

〜渋谷の魅力を再発見〜

ハチ公前広場

渋谷の発展を見守ってきたハチ公像
広場のシンボルであるハチ公像は、1934
年に建てられ、除幕式にはハチ公自身も出席
した記 録 が 残っています。 現 在 の 銅 像は
1948 年に再建されたものです。 待ち合わせ
場所の「定番」として、
ハチ公像 MEMO
今も変わらず地元の人や 亡くなった飼い主を駅前で
渋谷の街を訪れる人に愛 待ち続けた、忠犬ハチ公を
モデルに建てられた銅像。
され続けています。

渋谷−桜木町間を走った旧5000系
2006年10月、ハチ公前広場
に電車モニュメントとして、
東横線の渋谷−桜木町間を運
行した旧5000 系が設置されま
した。 このモニュメントは、
青少年育成活動や ､ 地元商店会
の振興行事などの拠点として
利用されています。車内には、 旧5000系 MEMO
渋谷駅や街の写真集があり、 愛嬌のある形とライトグリーンの塗
昔の渋谷の様子を見ることも 装で、多くの方に親しまれた通称「青
ガエル」
。1986年に引退。
できます。
次回は『東横線並木橋駅跡地』を紹介します。

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/

高津駅に岡本太郎の作品が
設置されました
世界的な芸術
家・岡本太郎の
作品「高津」の原
画を基に高津区
奉仕五団体が制
作した作品が、
太郎の 101歳の誕生日にあたる2月26日に高津駅
コンコースに設置されました。
「高津」
は、1988 年
に高津区民祭 15 周年記念事業として開催された
岡本太郎展に合わせて描かれたものです。作品に
は、岡本太郎が生誕した高津の地に永く親しんで
いただけるようにとの願いが込められています。
読者プレゼント

東急お客さまセンター

＜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

■ショッピングセンター情報
Shopping Information
元住吉駅に地域密着型の商業施設がオープン ！
元住吉駅西口に、 駅直結の
商 業 施 設 がオープンしまし
た。デイリーユースに最適な
飲食テナントのほか、リラク
ゼーションサロンやヘアカット
専門店など、バラエティー豊
かな店舗が出店します。

駐輪場

④
②
3F

三菱東京
UFJ 銀行

③
①
2F 入口

入口

約 縦40cm×横110cm

駅売店「toks」などで好評発売中の

東急線路線図スポーツタオルを

･････････････････････････････････････ 元住吉駅 商業施設

入口

エレベーター

⑥ ⑤

元住吉駅

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。

締め切り
1F
エスカレーター
駅入口

◆営業時間
①タリーズコーヒー（コーヒーショップ）
･････････ 7:30〜22:00
②フットセラピー（リラクゼーション）･･･ 平日11:00〜21:00/土日祝11:00〜20:00
③大戸屋（定食）･･･････････････････････････11:00〜23:00
④ラ・パウザ（パスタ専門店）
･････････････････11:00〜23:00
⑤イッツ！（ヘアカット専門店）
････････････････10:00〜20:00
⑥ゆうちょ銀行 ATM ････････････････････････ 8:00〜21:00

駅を利用するお客さまはもちろん、近隣にお住まいの方にも、
いつでも気軽にお立ち寄りいただけるような商業施設です。
････････････････････････････････････ グランベリーモール

ワンワンとあそぼうショー

※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）
。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2012年4月号（通巻385号）
■発

行

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

※当日は大変混雑が予想されます。予めご了承ください。

◆日時 /3月31日
（土）①11:30〜②15:30〜
（各回30分）
◆会場 / サウスコート
（観覧無料、荒天中止）
◆お問い合わせ／042-795-0109 グランベリーモール
http://www.grandberrymall.com/

4 月19 日（木）（当日消印有効）

〒150-8511 渋谷区桜丘町 31-2 東急桜丘町ビル 3F
東京急行電鉄株式会社『HOT ほっと TOKYU』編集係

Eテレ「いないいないばぁっ！」のワンワンや体操
のお姉さんたちと一緒に、 歌ったり踊ったりする
楽しいショーです。

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

■発

行

日

■デザイン・制作

2012年3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

まず︑
ボ タン

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。

定期券のお求めはお早めに
4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。

ペア宿泊券
（1泊朝食付き）
5月
……………… １名さま
6月

３月１７日ダイヤ改正
東急電車時刻表（冊子タイプ）の発行見送りについて

大倉山駅80周年記念イベントを開催

★大倉山駅メモリアル写真展
80年間の駅と街の変遷を写真で辿ります。

第１回

月期 間
実6施

伊豆今井浜東急リゾート

自由が丘駅では、3月2日にホームやコンコース、一
部店舗の照明をすべて、蛍光灯よりも消費電力が少な
い高機能 LED 照明器具と有機 EL 照明器具に変更しま
した。併せて、照明制御・調光システムを導入しました。
これらの取り組みにより、駅全体の節電に寄与し、使用
電力量の約 25% 削減と、年間約 131トンの CO2 削減
を目指します。

ハチ公前広場は、渋谷のスクランブル交差点に面し、日々
多くの人が行き交う場所です。待ち合わせスポットや渋谷駅
の玄関口として広く知られています。

伊豆今井浜東急リゾート
5月月 7日
3ペア宿泊券
（（1泊朝食付き）
水）〜 2013年 3月17日（土）

3 17 （土）〜 2013年 3月31日（日）

自由が丘駅が明かるくエコに生まれ
変わりました

常に新しい文化を発信し続ける「渋谷」。「ヒカリエ」誕生や今後、東横線
と東京メトロ副都心線との相互直通運転が予定されるなど、ますます期
待と注目を集める「渋谷」のさまざまなスポットを連載でご紹介します。

募4集
月期 間

3〜6
4月月月 日

C 東横線・大井町線

エンターテインメントシティ

１カ月に 10日以上『早起き乗車』すると
抽選でプレゼント！
！

詳細は、早起き応援キャンペー ンモバイルサイトをご覧ください。

車いす、ベビーカーなどを
ご利用のお客さまへ

大井町駅にホームドアを設置しました

3 月17日、東急線の駅に掲出しているすべての駅時
刻表にQR バーコードを付けました。この QR バーコード
を携帯電話で読み込むと、その駅の時刻表を携帯電話
で簡単に見られるようになり、いつでもどこでも便利に
お使いいただけます。

ホテル伊豆急
3〜6
月
4月

■お問い合わせ
早起き応援キャンペーン事務局
045-270-8869
（10:00〜17:00/ 土曜・日曜・祝日を除く）

C 大井町線

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。

