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Focus

2012年度 鉄軌道事業設備投資計画

耐震補強工事などの 安全対策をはじめ、
総額483億円の設 備投資を行います
東急電鉄では、鉄道事業者の最 重要の責務である安全対策をはじめ、
鉄道ネットワーク拡充のための大規模改良工事やサービス向上などに、引き続き積極的に取り組んでいきます。

安全対策とサービス向上

342億円

鉄道事業者の最大かつ最重要の責務 である安全対策に継続して取り組み、
すべてのお客さまに安心して快適にご利用いた だける鉄道を目指して、342億円を投資します。

◆耐震補強計画をスピードアップ！

◆全車両の約50％が環境配慮型車両に！

大規模な地震に備えた駅・
高架橋・トンネルの耐震補強
工事など、現在進めている施
設 面 の 減 災 対 策をさらにス
ピードアップします。2012 年
度は戸越銀座駅・矢口渡駅や
目黒・大井町・下神明付近高架
橋、田園都市線渋谷駅付近のトンネルなどで実施します。

東横線の 30両を新型車両5000系
に更新します。5000 系車両は、床面
とホームとの段差を小さくするなどバ
リアフリー対策を施すとともに、従来
の主力車両 8000 系に比べ使用電力
を約 40％削減した｢ 人と環境に優し
東横線と東京メトロ副都心線の乗り入
い車両 ｣です。2012 年度の更新によ れ車両として更新する5000系車両
り東急全車両の約半数が環境配慮型車両になる予定です。

◆全駅バリアフリールート確保に向けて！

◆さらに使いやすい駅へ！

2011年3 月に着工した下神明駅改良工事は、2013 年度
のバリアフリー化完了、2014年度の完成を目指して工事を
進めています。これにより東急線 98 駅全駅でバリアフリー
ルートが確保されます。

戸越公園駅では、ホーム延伸工事を進めています。2013
年3月
（予定）
の工事完了をもって、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。
高津駅では、駐輪場の新設を進めます。

鉄道ネットワークの拡充による利便性向上のための 大規模改良工事推進に、141億円を投資します。

◆東横線と副都心線との相互直通運転に向けた
工事がいよいよ大詰めに！
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c 東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

震災時安全ハンドブックを発行します

2012年度 設備投資計画

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

大規模な地震が
発 生した際に落 ち
着いて行動いただ
けるように、お客さ
まにご 協 力いただ
きたいこと、東急線
が 取り組 んでいる
震災対策、 東急線
沿線の一時避難・帰
宅 支 援マップを一
冊にまとめた冊子を
発行します。東急線各駅と沿線の東急ストアで無料配布
します。万が一に備えて、ぜひお持ち歩きください。
◆発 行 日 6月21日（木）
◆設置場所

①東急線各駅のインフォメーションポケット（ラック）
②東急ストアのサービスカウンター（沿線の 60店舗）

◆発行部数 １５万部（カラー、全８８ページ）

※各駅・東急ストアともに、無くなり次第配布終了

◆掲載内容

①東急線の震災対策
②東急線沿線の一時避難・帰宅支援マップ
・東急線沿線を３７エリアに区分けした地図
・一時滞在施設や広域避難場所、帰宅支援ルートや
危険箇所などを表記

エンターテインメントシティ 〜渋谷の魅力を再発見〜
第4回

鉄道ネットワーク拡充

141億円

a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

しぶちか（渋谷地下街）

雨の日でも、外に出ることなく買い物が楽しめる便利な地
下街。
「しぶちか」は、新しい人の流れを生み出し、街の整備
にも大きく貢献しました。

①渋谷〜代官山間地下化工事

街を整備する一大プロジェクト

2002 年 5 月に工事着手した渋
谷駅は、2008年6月の東京メトロ
副都心線開業により一部の使用を
開始しました。 現在は 2012 年度
中の相互直通運転開始に向けて、
一部の区間でレール敷設工事や
電気工事などを行っています。

しぶちかの建設は、駅前の露天商
を移転して商店街をつくり、渋谷駅
周辺の区画整理を進めるために計画
されました。東急電鉄は、東京都か
ら委託を受けて、1953 年に渋谷地
下街株式会社を設立し、地下街の建
設と管理運営に着手しました。
工事が進む地下のトンネル区間

②ホーム延伸工事
中目黒駅、学芸大学駅、自由が丘駅などの特急・通勤特
急・急行列車停車駅では、10 両編成運転に対応するための
ホーム延伸工事を進めています。また、中目黒駅ではエス
カレーターの新設、 横浜側の改札口新設、 高架橋の耐震
補強などの工事も行います。

田園都市線
分散乗車のお願い

・期
間／6月20日（水）〜9月2日（日）
・営業時間／17:00〜22:30（L.O.22:00）

※土日祝は 15:00〜 ※悪天候などにより予定が変更・中止とな
る場合があります。あらかじめご了承ください。

◆ 導入車両の特徴

・会

①ポスト新長期排出ガス規制をクリアした、地球環境に優しい
車両です。

TERRACE the sale 開催！

②ハイブリッドノンステップバスは、発進や加速にモーターを
使うことにより排出ガスを低減できます。
③紫外線透過率を下げる UV カットガラスを全車に採用します。
④緊急時の安全対策として、車両の屋根に車両識別番号を明記
します。
◆ 既存車両も含めた安全輸送への取り組み
①空港線車両の車内に 22 インチの液晶画面を設置し、画像による
車内事故防止とわかりやすいお客さま案内を実施します。
②右左折時の安全対策として「右左折アラーム」を設置していき
ます。

空港直行バスのご案内
夏の行楽に便利な空港直行バスを以下のルートで運
行しています。お出掛けの際にはぜひご利用ください。
時刻表、乗り場などの詳細は、東急バスホームページ
をご覧ください。
○成田空港系統
新百合ヶ丘駅

たまプラーザ駅

中山駅

センター南駅

場／ゲートプラザ 3Fテラスダイニング内特設会場

100 店舗以上の商品が 10 〜 70%OFFになるチャンス！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／6月28日（木）〜7月8日（日）

※一部除外店舗、除外品あり

◆期間／6月28日（木）〜7月16日（月・祝）
◆お問い合わせ／03‑6422‑0315
レミィ五反田マネージメントオフィス
http://remy-remy.com/

読者プレゼント

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

レミィ五反田
お買物・ご飲食割引券

参加店舗でシーズンアイテムなどがお手頃価格に。夏のアイテ
ムを最大70%OFFで手に入れるチャンスです。また、アウトレット
店舗によるお得なフェア
「アウトレットサマーフェスタ」
も同時開催！

抽選で 10名さまに
プレゼント !

1セット
（500円×2枚）
を

Very Berry Sale

ベリーベリージャムプレゼントキャンペーン
セール期間中に、当日のお買い上げ・ご利用
3,000円（税込）以上のレシートをお持ちいた
だくと、
『ボンヌママン：ミニストロベリージャ
ム＆ミニブルーベリージャム』をプレゼント！
※平日は先着100名さま、土日は先着150名さま
※お一人さま1日1セットまで

・期間／6月29日（金）〜7月8日（日）
・場所／フレッシュベリーマーケット内インフォメーションセンター

成田空港

五反田駅直結、アクセスのよさが自慢
のショッピングセンター
「レミィ五反田」
では、夏のセール
「remy's summer
SALE」を今年も開催します。夏本番
が目前に迫ったこの時期、サンダル
やバッグ、ワンピースなど、この夏に
ぜひ手に入れたいアイテムが最大
50％OFF！お得なこのチャンスをお見逃しなく！

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

・期間／6月29日（金）〜7月8日（日）

○羽田空港系統
渋谷マークシティ
しぶちか MEMO ①

1957年の開業時から、今
も変わらずハチ公近くにあ
る入り口。

行き・帰り
快 適

渋谷駅

◆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

セルリアンタワー
東急ホテル

第87回 「人間ドック（総合検診）で何がわかるか？ 」

バス停が駅近
武蔵小杉駅 田園調布 久が原駅 武蔵
(横須賀線口)
本町
入口 新田駅

二子玉川駅

羽田空港

たまプラーザ駅
しぶちか MEMO ②

横浜駅西口や東京駅八重
洲口などの地下街のモデル
ケースにもなった。

次回は『渋谷センター街』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。

安全で快適な輸送と
「人と環境にやさしいバス」を目指し
て、2012 年度に17 億円の設備投資を行い、バリアフリー
対応車両 75 両を導入していきます。これにより、東急バス
車両のバリアフリー対応車の割合は、94％になります。

夏の風物詩「たまビア」を今年も開催します。
「家族で楽しめるビアガーデン」をテーマに、
テラスダイニング各店舗でファミリー向けの
クイックメニューやビールを販売します。

remy s summer SALE 開催！

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

7 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
※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

人の流れを変えた地下街
しぶちかは、 東光ストア（現在の
東急ストア）の食品売場と 3 本の地
下道に面した 63 店舗で 1957 年 12
月に開業。買い物に訪れる人が増え
るとともに、地下街を通って駅や街
へ向かう新たな人の流れが生まれま
した。

たまビア

安全輸送と環境対策に
17億円を投資します

レミィ五反田

センター南駅

センター北駅

新百合ヶ丘駅
■お問い合わせ

「人間ドック」は、体の健康状態の総合的な評価と診断、
そして早期治療へ導くことが主な目的です。 検査の内容
や発見可能な病気などについて、 消化器系の検査を中心
に、分かりやすくお話しします。

東急病院（目黒線･大井町線「大岡山駅」直結）

東急バスお客さまセンター

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/

月〜金 8：00〜20：00 土日祝 9：30〜17：30（年末年始などを除く）
※6月1日（金）〜９月28日（金）の平日は 8:00〜18:00
※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7月号（通巻388号）
■発

行

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

東京急行電鉄株式会社
A 03‑3477‑6330

月〜金 8:30〜17: 00 ( 祝日、年末年始を除く）

◆講師／内科医長 儘田幸貢
◆日時／7月24日（火） 15:00〜16:30（開場 14:30）
◆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。

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）

東急お客さまセンター

A 03‑3477‑0109 B 03‑3477‑6109

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6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。

