■東急イベントニュース
Tokyu Event News

二子玉川・新丸子で好評実施中！

東急電鉄のサイクルシェアサービス
自宅から駅までの
通勤に !
駅から学校までの
通学に !
買い物や
サイクリングに !

自転車を必要なときだけ気軽に利用できるサイクル
シェア
（自転車共同利用）
サービスを実施しています。
・定期利用は自宅に乗って帰れて1カ月使い放題 !
ここが
おトク♪ ・駐輪場の料金は不要に!

■利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①定期利用 1カ月3,000円 東急線の定期券をお持ちの方は、
駐輪場料金と同額の
② 1 回利用 1日300円
2,500円に！

日曜・祝日・年末年始は休業

※二子玉川駅、新丸子駅駐輪場で申し込みを受け付けます。
※定期利用は別途、保証金3,000円が必要です（解約時に返金）
。
※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。

■お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
二子玉川駅駐輪場（あざみ野エリア事務所）
A045-905-1922

C 東横線

学芸大学駅の高架下に商業施設が
オープン
4 月11日、 学芸大学駅の高架下
に商業施設「Gakudai-Ichiba 学大
市場」
「Gakudai-Komichi 学大小
路 ｣ がオープンしました。 これによ
り、2010 年春に先行オープンした
｢Gakudai-Yokocho 学大横丁 ｣と「東急ストア」を含
めた総称 ｢GAKUDAI KOUKASHITA」がグランドオー
プンとなります。
①
←至 渋谷

②

学芸大学駅
西口

③

■東急〜京急コース（約11km）
・開催日
・コース
・受

付

5月20日（日）
元住吉駅〜鶴見川河川敷〜森永工場〜つくの商店街〜
魚河岸通り〜キリン横浜ビアビレッジ（最寄り: 生麦駅）
スタート▶元住吉駅 9:00〜11:00
ゴ ー ル▶キリン横浜ビアビレッジ 〜14:30

■京急〜東急コース（約11km）
・開催日
・コース
・受

付

6月9日（土）
平和島駅〜梅屋敷商店街〜池上本門寺〜六郷用水遊
歩道〜田園調布駅
スタート▶平和島駅 9:00〜11:00
ゴ ー ル▶田園調布駅 〜15:00

※各コースとも参加費無料・事前申し込み不要、雨天決行・荒天中止
■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。

エンターテインメントシティ 〜渋谷の魅力を再発見〜
第２回

東横線並木橋駅跡地

「ヒカリエ」開業を間近に控えて、 にぎわう渋谷駅東口。
ここからわずか 500m ほど代官山側へ歩いた場所に、 かつ
て東横線の並木橋駅がありました。

新丸子駅駐輪場（日吉エリア事務所）
A03-5483-8871

東口

5月20日
（日）
・6月9日
（土）
、東急電鉄と京急電鉄合同
でウオーキングイベントを開催します。コースごとに、
ゴールした参加者に記念品をプレゼントします。

④
至 横浜→

①「学 大 横 丁」多彩なメニューを揃えた飲食ゾーン
②「東急ストア」暮らしの便利を追求したスーパーマーケット
③「学 大 市 場」生鮮食品や惣菜などの食品ゾーン
④「学 大 小 路」生活を便利にするサービス・雑貨ゾーン

多くの学生が利用した
並木橋駅
並木橋駅は、 渋谷駅と代官
山駅の間に開業した高架駅。
当時この地域には学校が多く
存在し、 それまで学生は渋谷 渋谷駅
明
治
通
東横
り
線
駅から歩いて通学していまし
並木橋駅
跡地
たが、並木橋駅の開業により、
通学の利便性が大幅に向上し
代官山駅
ました。並木橋駅は、その後
並木橋駅 MEMO
戦争中に空襲で被災したこと 1927 年8 月、渋谷−田園調布間の開通
により廃止されました。
と同時に開業され、1946年5月に廃止。
右奥の建物は今の東急百貨店東横店。

渋谷川にかかる歴史ある
並木橋
駅名の「並木橋」は、現在も渋谷川に
かかっている橋の名前が由来です。並
木橋駅のあった高架橋は、東横線の地
下化工事完了後に撤去される予定です
が、多くの学生が通った並木橋には、
今も当時の面影が残っています。

並木橋 MEMO

橋と周辺の道は、 鎌倉
へ続く古道としても知ら
れています。

次回は『玉川線渋谷駅』を紹介します。

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。

鉄道フェスティバル 2012 in SHIBUYA

携帯電話スタンプラリー

国盗りおにごっこ第２弾！

東急百貨店 渋谷駅・東横店で
は、ゴールデンウイークの特別イ
ベント「鉄道フェスティバル 2012
in SHIBUYA」を開催します。
会場では、 運転シミュレーター
体験やジオラマコーナーのほか、
電車をモチーフにした塗り絵やペーパークラフトなどの
工作コーナーも充実。

昨年ご好評いただいたケータイ
スタンプラリー
「国盗りおにごっこ」
の
第2 弾を開催します！今回は、コース
を都営地下鉄の駅にも拡大。
◆期間
4月24日（火）15:00〜6月11日（月）15:00
◆参加方法
①スマ ートフォン・携 帯 電 話 で 右 記 QR
バーコードにアクセスしてゲームに登録

◆日

②駅などにある専用ポスターの QR バー
コードを読み込み、スタンプを集める

◆場

◆参加料
無料（パケット通信料はお客さま負担、
一部有料のコンテンツあり）

所

東急百貨店

渋谷駅・東横店 西館8階催物場

500円（税込、小学生以下無料）

※混雑時には入場を制限する場合があります。 また、 一部の催
物で整理券を配布する場合があります。 あらかじめご了承く
ださい。

「国盗りおにごっこ」開催期間中は、 東急線内を何度でも乗り
降りできる 1 日乗車券「東急ワンデーオープンチケット（おとな
640円、こども 320円）」を販売します。ぜひご利用ください。
東急お客さまセンター

専用ポスターの設置場所など詳細は、ケータイ国盗り
合戦のモバイルサイトをご覧ください。http://kntr.jp/

◆お問い合わせ

東急百貨店

渋谷駅・東横店

03-3477-3111

詳細は、東急百貨店ホームページをご覧ください。
http://www.tokyu-dept.co.jp/

西小山ミステリーツアーで謎解き
西小山駅周辺の商店街を謎解
きをしながら歩くイベント
「西小山
ミステリーツアー」
。毎回ご好評を
いただき、今年で 4 回目の開催で
す。オリジナルミステリーマップを
手に、 隠されたヒントを集めなが
ら街歩きをお楽しみください。ゴールした方には、抽選
で賞品をプレゼントします。

TOKYU MUSIC LIVE 2012

抽選で 2,000組4,000名さまを無料でご招待！

東急グループが、皆さまに日ごろ
の 感 謝を込 めて 毎 年 お 贈りして い
る「TOKYU MUSIC LIVE」。 今 回
は、 多くのアーティストやテレビ番
組、映画などの作曲・編曲を手掛ける
服部隆之氏をプロデューサーに迎え、
「ポップスもミュージカル曲も、 服部
流」をテーマに開催します。

5月3日（木・祝）〜8日（火）10:00〜20:00
（5月7日（月）は 21:00 まで、最終日5月8日（火）は
17:00 まで。ご入場は閉場の 30分前まで）

◆入場料

東急線1日乗車券を販売します

■お問い合わせ

時

◆日
◆場
服部隆之

時
所

5月26日（土）
・27日（日）11:00〜16:00
（雨天決行）
西小山駅周辺

◆参 加 費

無料（飲食代などは各自でご負担ください）

◆募集人数

先着3,000名

◆日時

6月14日（木）
・15日（金）開演19:00

◆会場

渋谷・Bunkamura オーチャードホール

◆応募方法

◆出演

服部隆之、山崎まさよし、奥村 愛（バイオリン）、
東京フィルハーモニー交響楽団、東京混声合唱団

東急沿線情報サイト『とくらく』の専用応募サイト、
または往復はがきでご応募ください。

◆募集期間

〜5月18日（金）
（定員になり次第締め切り）

◆応募締切 5月10日（木）必着
※インターネットまたは郵送でご応募いただけます。
■お問い合わせ

東急お客さまセンター

応募方法など詳細は、駅のチラシまたは東急グループ
ホームページをご覧ください。http://tokyugroup.jp/
田園都市線
分散乗車のお願い

◆お問い合わせ

西小山ミステリーツアー事務局
A045-904-1319
月〜金 10:00〜17:00（祝日を除く）

応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト
『とくらく』
ホームページをご覧ください。
http://www.tokyuensen.com/

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/

･････････････････････････クイーンズスクエア横浜 [ アット!]

「クイーンモールマーケット」開催
クイーンズスクエア2F のメインストリート
『クイーンモール』に、18 台の個性豊かな
ワゴンショップが期間限定で出店します。
◆期間／４月20日（金）〜5月6日（日）
◆場所／クイーンズスクエア 2F
◆お問い合わせ／045-682-0109［アット！］マネージメントオフィス
http://www.at-yokohama.com

･･････････････････････････ グランベリーモール（南町田駅）

「ともだち 8 にん」キャラクターショー
Eテレ（NHK 教育）
「おかあさんといっしょ」
の人気コーナー「ともだち 8にん」のキャラ
クターショーを開催します。
ニコのなぞなぞや、ユルリのことば遊び、
ワックンのリズム遊びでみんな一緒に楽し
もう！
◆日時／4月30日（月・祝）
11:30〜、15:30〜（各回約30分）
◆場所／サウスコート
（観覧無料、荒天時は中止）

たまプラーザ テラスからのお知らせ
5月4日（金・祝）は、フェスティバルコートに集まれ！
ドラムストラック

ピーターパン

①13:15〜 / ②15:15〜

人気ミュージカル「ピーターパン」の
出演者によるミニコンサートを開催
します。また、クイズやじゃんけん
大会、記念撮影会もあり、家族みん
なで楽しめるイベントです。
◆場所／ゲートプラザ 1F フェスティバルコート
※荒天時は中止

◆お問い合わせ／045‑903‑2109 たまプラーザ テラス
http://www.tamaplaza-terrace.com/

者

プ レゼン

たまプラーザ テラス
お買い物・お食事券
1 セット（500円×2枚）
を抽選で 10名さまにプレゼント !

ふわふわ＆ボールプール 2日間無料開放
飛んで跳ねて、楽しく遊べる人気の
「ふわふわ」
と、たくさんのボールに囲まれて遊べる
「ボー
ルプール」
を、期間限定で無料開放します。
◆日時／5月1日（火）
・2日（水）
10：00〜17：00（1回約5分間）
◆場所／サウスコート（荒天時は中止）
◆対象年齢／3〜10歳
◆お問い合わせ／042-795-0109 グランベリーモール
http://www.grandberrymall.com/

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

第85回 「慢性腎臓病」〜あなたの腎臓大丈夫〜
腎臓病は病状がかなり進行してからでないと自覚症状が
現れません。そのため、早期の発見と治療だけでなく、日々
の生活習慣の改善が大切です。 腎臓病について分かりやす
くお話しします。
◆講師／内科医師 上田仁美
◆日時／5月30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/

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

①13:00〜 / ②15:00〜

客席にアフリカンドラムを配り、
舞台・客席全員でドラムを一緒に叩
くエンターテインメント ！ 家族や
カップルをはじめみんなで楽しめ
る体感型のイベントです。

ト

■営業時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平日・土曜 6:30〜22:00（1回利用は 7:00〜19:30）

東急・京急 合同ウオーキングイベント

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

読

a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

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

5 月19 日（土）（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
※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）
。
※ 4 月 21 日（土）・22 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5月号（通巻386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

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

■発
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■デザイン・制作

2012年4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

【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。

