


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

ま
ず
、

ボ
タ
ン家のエアコンを止めて、美術館などの公共施設や街の店舗に出掛けることは、家庭や地域の節電につながります。

東急電鉄では、涼しい場所をみんなでシェアする「クールシェア」を応援しています。
エアコンを消して
涼しいところに集まろう

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2012年8月号（通巻389号）

■発  　　　　行 東京急行電鉄株式会社
 A03-3477-6330
 月～金 8:30～17:00 (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7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）
※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）。

※ 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　8 月19 日（日）（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

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。

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

■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!］

10月上旬まで横浜市内各地で開催中の「Dance Dance 
Dance @ YOKOHAMA 2012」。さまざまなジャンルのダンス
で街を盛り上げます。クイーンズスクエア横浜[アット!]では、
関連イベントを以下の日程で開催します（観覧無料）。

◆Aloha YOKOHAMA 2012
横浜の夏の恒例イベント。『アロハスピリッツ』
とともに、ハワイの風を届けるフラのステージ
やライブなどを開催。
・日時／ 7月27日（金）～29日（日）12:00～18:30

（28日のみ11:00～）
・場所／ クイーンズスクエア横浜1F

クイーンズパーク

◆ STREET DANCE FESTIVAL 2012 in 横浜みなとみらい
神奈川県内の園児～高校生によるストリートダンスの発表会
や1on1ダンスバトルを開催。
・日時／ 8月4日（土）・5日（日）11:00～17:00
・場所／クイーンズスクエア横浜1F クイーンズサークル

◆ JAPAN DANCE DELIGHT CHAMPION CARNIVAL
世界最高峰のストリートダンスコンテスト
の歴代優勝チームを一同に集め、夢の
共演を行います。
・日時／ 8月25日（土）16:00～17:30
・場所／ クイーンズスクエア横浜1F 

クイーンズサークル

◆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/

･･･････････････････････････････････二子玉川ライズ S.C.

乗ってタッチクーポンキャンペーン
平日のアフター5にPASMOを使って東急線または東急バスで
二子玉川ライズ S.C.に来場したお客さまに、おトクなクーポン
をプレゼント！対象店舗で割引やワンドリンクサービスが受け
られます。
◆期間／ 7月20日（金）～8月31日（金）の平日17:00～21:00
◆クーポン発行場所／タウンフロント１F インフォメーションセンター
※専用端末にPASMOをタッチしてください。
◆お問い合わせ／03-3709-9109
　二子玉川ライズ S.C.　インフォメーションセンター
　http://sc.rise.sc/

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

OUTRED SALE開催！
年2回開催の『アウトレッドセール』。夏に活躍
する人気のアイテムを最大90%OFFで手に
入れるチャンスです!（一部除外品あり）
◆期間／7月27日（金）～8月5日（日）
◆お問い合わせ／042-795-0109
　グランベリーモール
　http://www.grandberrymall.com/

C田園都市線･大井町線
花火大会開催に伴う臨時運転のお知らせ
　8月18日（土）、「世田谷区たまがわ花火大会」と「川崎
市制記念多摩川花火大会」の開催に伴い、田園都市線と
大井町線は臨時ダイヤで運転します。

● 田園都市線・大井町線ともに、15時台から23時台まで
上下線の列車を増発します。
● 田園都市線は渋谷発16時30分から22時00分まで、
大井町線は大井町発16時20分から20時30分まで
全列車を各駅停車で運転します。

※ 花火大会が8月19日（日）に順延の場合、18日（土）は通常ダイヤ、19日（日）
は臨時ダイヤで運転します。

世田谷区たまがわ花火大会、川崎市制記念多摩川花火大会の概要
　◆開催日時／ 8月18日（土）19:00～20:00

※荒天時8月19日（日）に順延
　◆場　　所／ 多摩川河川敷　

二子橋上流（世田谷区）・下流（川崎市）
　◆最寄り駅／二子玉川、二子新地

詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

C田園都市線
「伊豆のなつ号」を運行しています
　8月31日（金）まで、田園都市
線で「伊豆のなつ号」を運行し
ています（運行時刻は毎日変
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、夏の伊豆半島をイメージ
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。

「東急線駅施設ガイド2012」を
発行しました
　東急線全線の駅構内
図をご紹介しています。
多機能トイレ、エレベー
ターなどのバリアフリー
設備や車両停車位置な
ど、駅や電車をより便利
にご利用いただくための
情報が満載です。今年度
版は、新たに沿線の商業
施設ガイドも掲載しました。東急線でのお出掛けにご活用
いただける一冊です。
■配布場所　東急線各駅の窓口（こどもの国線、世田谷線を除く）
　　　　　　ご希望のお客さまは、駅係員にお声掛けください。

C目黒線
武蔵小山・西小山に商業施設が
オープン
　7月4日、医療系テナントが
中心の「武蔵小山駅前ビル」と
衣料品テナントが入居する「西
小山第2駅ビル」がオープンしま
した。すでに開業している武蔵
小山駅ビル（2010年）、西小山駅ビル（2008年）とともに、
地域のお客さまのさらなる利便性向上を目指します。
●武蔵小山駅前ビル
　 1階 調剤薬局、2階 眼科・内科、3階 整形外科・リハビリテーション科
●西小山第2駅ビル
　1～2階 パシオス（ メンズ・レディス衣料品、生活雑貨など）
　A03-5751-8437 10:00～20:00（年中無休）
■お問い合わせ　東急お客さまセンター

エンターテインメントシティ ～渋谷の魅力を再発見～
第5回 渋谷センター街

　魅力あふれる店が並び、1日に数万人が訪れる渋谷センター街。
その名称は1961年、渋谷センター商店会によって命名されました。

かつて川だった宇田川通り
　渋谷センター街にある宇田川通り
は、渋谷川の支流となる宇田川に由
来するものです。宇田川通りはこの
川を埋め立てた上にできたもので、
1955年ごろから区画整理事業に伴
い街のビル化が進み、宇田川有楽街
と呼ばれていました。

個性的な街づくりを実践
　1961年以降は、街に多くの若者が
訪れるようになり、明るく活気あふれ
る通りへと変わりました。1973年に
は、センター街入口にアーチを建設
し、個性を生かした街づくりを実践。
2005年からは、毎年9月下旬に「渋谷
センター街ねぶた祭り」を開催して、
街の活性化に大きく貢献しています。

 次回は『道玄坂』を紹介します。

エンターテインメントシティ

渋谷センター街MEMO① 
現在は地下を流れているが、
以前は写真奥から手前に向
かって宇田川が流れていた。

渋谷センター街MEMO② 
2011年9月、入口から約150
メートルの区間を新たに「バスケ
ットボールストリート」と命名。 

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

東急電鉄キッズチャレンジ 2012
　昨年ご好評をいただいた「キッズ
チャレンジ」を今年も開催します。シ
ミュレーターを使った車掌体験や、
車両の点検・整備を行う検車係員の作
業など、鉄道業務を本格的に体験で
きるプログラムをご用意しています。

◆日　　時　8月4日（土）、5日（日）、25日（土）、26日（日）
　　　　　　各日とも13:00～16:30
◆会　　場　東急教習所ほか（元住吉駅下車 徒歩5分）
◆参加対象　 小学生とその保護者の方

（小学生1名につき、保護者1名まで参加が可能）
◆募集人数　各日とも、小学生48名＋保護者
◆参 加 費　小学生 3,000円、大人（保護者の方） 1,000円
◆販売開始日　7月24日（火）※定員になり次第販売終了
◆チケット販売
　 7月24日12:00まで、東急旅行センターテコプラザ渋谷駅店
で先行販売し、以降は電話予約センターでのみ販売します。

　①東急旅行センターテコプラザ渋谷駅店 ※7月24日のみ
　　8:00～整理券配布、9:00～12:00チケット販売
　②電話予約センター　
　　03-3477ｰ6230　月～金 10:00～17:00
　　※7月24日のみ12:00～17:00 ※クレジットカード決済にて承ります
◆お問い合わせ　東急お客さまセンター
詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

池上線開業90周年記念キャンペーン
「池上線とまちの記憶
 ̶ 昭和を探してスタンプラリー ̶ 」
　池上線開業90周年記念キャン
ペーンの一環として、「昭和」をテー
マにした池上線沿線のスポットを巡
るスタンプラリーを開催します。
　駅のラックに置いてあるマップ
付きのスタンプ帳を手に、昭和を今に伝えるミュージア
ムや銭湯などを訪れる街巡りをお楽しみください。スタ
ンプを集めると記念品がもらえます。さらに達成度に応
じて、抽選ですてきな賞品をプレゼントします。
◆期　間　7月28日（土）～10月28日（日）
◆参加費　無料
◆お問い合わせ　 東急お客さまセンター

　スタンプの設置場所など詳細は、駅のチラシをご覧
ください。

この夏、もっと知りたい！
横浜みなとみらいキャンペーン
　7月21日（土）から9月2日（日）まで、夏
の横浜を楽しめる「横浜みなとみらいキャン
ペーン」を実施します。駅にある「エンジョイ
横浜みなとみらいブック」を持って出掛けて
みませんか？協賛施設で割引が受けられる
「横浜お得クーポン」も付いています。
　詳細は、駅にあるエンジョイ横浜みなとみらいブック
をご覧ください。

「東急ミュージカルプログラム」開催！
　東急グループが開催するミュージカル鑑賞イベント
「東急ミュージカルプログラム」。13～19歳のお子さま
と保護者のペア900組1,800名さまを、東急シアター
オーブで開催される本場ブロードウェイミュージカル「ミ
リオンダラー・カルテット」に無料でご招待します。
◆日　　時　9月16日（日）14:00～
◆会　　場　 東急シアターオーブ

（渋谷ヒカリエ11階）
◆募集人数　900組1,800名さま
◆応募締切　8月7日（火）必着
　※ インターネットまたははがきでご応募くだ
さい。

　※応募多数の場合は抽選となります。
◆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、東急グループホームページを
ご覧ください。http://tokyugroup.jp/

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

ビジネス力アップを応援！
TOKYU E-Liner
　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
谷へアクセスする便利な高速バス
「TOKYU E-Liner」。7月2日から
は、車内各座席に週刊ダイヤモン
ドを設置し、お客さまのビジネス
力アップを応援します。池尻大橋・
渋谷までゆったり座って、快適な
通勤ライフをお楽しみください。
　詳細は、東急バスホームページをご覧ください。

大人運賃（片道）
現金
700円
IC割引
600円
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＜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

駅売店「toks」などで好評発売中の

東急線シリーズふせん
（2種類１セット）を
抽選で10名さまにプレゼント!

読者プレゼント

東急線路線図が印刷された
リバーシブル折返し台紙つき

写真提供:ハワイ州観光局

節電への取り組みにご協力ください
　東急線では今夏も、お客さまの安全性と利便性を
確保しながら、節電施策を実施しています。

駅構内
　● 一部の照明を終日消灯しています
（一部の駅と時間帯を除く）

　● 省エネルギー型照明への更新を進めており、2011年
度末時点で約83％が更新済みです
（自由が丘駅は、2011年度に全ての照明をLED化）

　※エレベーター・エスカレーターは全て稼動しています

車内・車両
　●一部の車内照明を消灯しています
　● 日中時間帯は電車の加速時間を短縮した「エコ運転」
を行い、電力消費を抑制しています

　● 新型車両（5000系・6000系・7000系）は、日中10～
16時の空調設定温度を27度に変更した「クールビズ
トレイン」として運行しています

　※日中10～16時以外の車内空調の設定温度は26度です

　今後の電力供給状況などを見極めながら、継続的
に節電施策を検討してまいります。
　お客さまのご理解とご協力をお願いします。

The National Tour of Million Dollar Quartet 
(Photo by Jeremy Daniel)

武蔵小山駅前ビル


