


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。

※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。

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

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/

田園都市線
分散乗車のお願い

C東横線
中目黒駅にホームドアを設置します
　中目黒駅の東横線下りホー
ム（１番線）に、2013年中に
ホームドアを設置します。
　ホームドアは、目黒線各駅
と大井町線大井町駅に続いて
の設置です。
　今後も、各駅の状況などを踏まえ、国の補助制度を
活用するなどして、ホームドアの整備を進めます。

C池上線
五反田駅のJR乗り換え口に
エレベーターを設置します
　8月29日（水）、
池上線とJR山手線
との乗り換え口に
エレベーターを新
設します。これに
より新たなバリア
フリールートが確保され、3月に運用を開始したエスカ
レーターと合わせて、乗り換えの利便性が向上します。
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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　9 月19 日（水）（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

････････････････････････････････････････二子玉川ライズ

第４回 サウンドマーケット
9月の毎週木曜日の午後、多彩なアーティス
トによる上質な音楽をお届けします。出演者
など、詳細は二子玉川ライズのホームページ
（http://www.rise.sc/）をご覧ください。
◆場所／ 二子玉川ライズ ガレリア（観覧無料）
◆日時／ 9月6日（木）、13日（木）、20日（木）、27日（木）

15:00～、16:00～、17:00～（各45分）
◆お問い合わせ／03-3793-6911　サウンドマーケット事務局

エンターテインメントシティ ～渋谷の魅力を再発見～
第6回 道玄坂

　道玄坂の名前は、かつてこの地で活躍した山賊の大和田
道玄がその由来と言われています。

渋谷文化の発祥地「百
ひゃっ
軒
けん
店
だな
」

　江戸時代、道玄坂は農村で人通り
も少なかった場所でしたが、明治以
降飲食店などが立ち並び、にぎわう
ようになりました。また、1923年に
誕生した「百軒店」には映画館や喫茶
店などが入り、多くの人が集まり、
文化や娯楽の街として発展しました。

地域一体で魅力を発信
　現在も映画・音楽などの文化を発
信する店が集まり、多くの人でにぎ
わっています。また、街の魅力を伝
えるイベントにも力を入れており、
毎年9月に行われる金王八幡宮大祭
では、道玄坂をみこしが練り歩き、
祭りを盛り上げています。
※大祭のスケジュールを表面で紹介しています。
 次回は『宮益坂』を紹介します。

エンターテインメントシティ

道玄坂MEMO① 
娯楽を提供するさまざまな
店舗が集まり、 渋谷繁華
街の先駆けともなった。 

道玄坂MEMO② 
お祭り当日は、集まった見
物人と担ぎ手の熱気で街
が華やかになる。 

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

「東急線 ファイナルファンタジー
クイズラリー」開催中！
　9月2日（日）まで、「東急線 ファイナルファンタジークイ
ズラリー」を開催しています。
◆開 催 期 間　～9月2日（日）
◆参加記念品　 オリジナルミニポスター

（引き換え駅によってデザインが異なります）
◆参 加 方 法
　① 東急線各駅の券売機で東急ワンデーオープンチケット（おとな
640円、こども320円）を購入し、引き換え駅窓口で参加記念
品とラリーシートを受け取る

　② ポスター掲出駅を回り、クイズに答えてラリーシートを完成させる
　③ 9月1日（土）・2日（日）にイベント会場（渋谷ヒカリエホール:入
場無料）で達成記念品（オリジナルポスター）と引き換える

◆お問い合わせ　東急お客さまセンター

　ポスターの設置場所など詳細は、駅にあるチラシま
たは、特設サイトをご覧ください。
　http://www.tokyu.co.jp/fi nalfantasy/

世田谷区内私鉄沿線商店街めぐり
つまみぐいウオーク
　10月6日（土）、世田谷線、京王線、井の頭線、小
田急線の沿線商店街のお店をつまみ食いしながら歩く
ウオーキングイベントを開催します。地元商店街が、イ
チオシの品を店頭に並べます。ぜひご参加ください。
◆日　　時　10月6日（土） 10:30～16:30
◆定　　員　2,500名
◆募集期間　 9月3日（月）10:00～9月5日（水）17:00

※応募多数の場合は、募集期間終了後に抽選
◆参 加 費　無料
◆お問い合わせ　 NPO法人まちこらぼ　

A03-5426-3737（月～金　10:00～17:00）

　コース、応募方法など詳細は、NPO法人まちこらぼの
ホームページをご覧ください。http://machicollabo.net/

東急線オリジナル 
LED9灯カラビナ付
ライト（非売品）を
抽選で10名さまに
プレゼント!

読者プレゼント

レミィ五反田

池上線五反田駅

JR山手線乗換改札

エレベーター（新設）

エスカレーター

JR五反田駅

階段

第88回  「緑内障のとらえ方」
　緑内障は、白内障と比べて症状や対処方法などが一般
の方にあまり知られていません。正しい知識を身につけ、
適切な治療を受けることが大切です。緑内障の基礎知識
について、分かりやすくお話しします。

◆講師／眼科診療医長　小笠原幹英
◆日時／9月19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）
A03-3717-7867（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/

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

　2013年3月16日（土）から、東横線と東京メトロ副都心 線との相互直通運転を開始します。これにより、東横線・みな
とみらい線から東京メトロ副都心線を経て、東武東上線、西武有楽町線・池袋線までがひとつの路線として結ばれます。
横浜方面から新宿・池袋を経由して埼玉西南部にいたる広域的な鉄道ネットワークが形成され、東横線沿線から新宿・
池袋方面への交通の利便性が大幅に向上します。

 通勤・通学がますます便利に！
　東横線各駅から新宿三丁目や池袋まで乗り換えなし
　　（例）横　浜　駅 ⇔ 新宿三丁目駅  ： 32分、420円（大人片道）
　　（例）武蔵小杉駅 ⇔ 池　袋　駅  ： 25分、380円（　〃　）

 乗り換えなしでショッピングやレジャーにGO！
　・東横線各駅から所沢や川越まで乗り換えなし
　・ 東武線・西武線の沿線から、自由が丘や横浜、みなとみらい
地区まで乗り換えなし

　　（例）自由が丘駅 ⇔ 川越駅  ： 60分、720円（大人片道）
　　（例）自由が丘駅 ⇔ 所沢駅  ： 52分、670円（　〃　）
※東横線は特急、副都心線は急行を利用した場合の日中の標準的な所要時分

　運行計画 
①運転本数（渋谷駅を基準）
【平日】

方　向 本　数

朝 東横線 ⇒ 副都心線方面 24本／時
（うち、渋谷駅行き4本、副都心線方面直通20本）

昼 東横線 ⇔ 副都心線方面 18本／時
（うち、渋谷駅発着4本、副都心線方面直通14本）

夕 副都心線 ⇒ 東横線方面 20本／時
（うち、渋谷駅始発4本、副都心線方面直通16本）

【土休日】
方　向 本　数

終
日 東横線 ⇔ 副都心線方面 18本／時

（うち、渋谷駅始発4本、副都心線方面直通14本）
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■特集
Focus

ホームドアのイメージ

◆ 特設サイト「渋谷つながるプロジェクト」が
オープン
相互直通運転により大きな転機を迎える「東横線
渋谷駅」にフォーカスを当てた特設サイト「渋谷つ
ながるプロジェクト」がオープンしました。相互
直通運転の詳細や関連イベントなど、さまざまな
情報を発信していきます。ぜひご覧ください。
http://www.shibuya-tsunagaru.com/

◆ 「東横線渋谷駅メモリアル写真集プロジェクト」
想い出の写真・エピソード募集中
東横線渋谷駅にまつわるメモリアル写真集を作る
プロジェクトを進めています。みなさまから“東横
線渋谷駅との想い出”の写真・エピソードを募集し、
鉄道写真家の中井精也さんセレクトのもとで編集
します。詳しくは特設サイト「渋谷つながるプロ
ジェクト」をご覧ください。

◆ 8月28日（火）に東横線渋谷駅は開業85周年を
迎えます
東横線渋谷駅が8月28日に開業85周年を迎えるこ
とを記念して、同日から記念入場券の販売と相互
直通運転開始日に向けたカウントダウンモニュメ
ントを設置します。
○東横線渋谷駅開業85周年記念入場券
・ 価　　格／300円
・ 発 売 日／8月28日（火）※売り切れ次第、販売終了
・ 販売部数／3,000部 ※お一人さま5部まで
・ 販売場所／東横線渋谷駅　正面口改札

○カウントダウンモニュメント
相互直通運転開始日に向けたカウ
ントダウンモニュメントを東横線
渋谷駅の正面口改札内に設置しま
す。このモニュメントのモチーフ
には、東急線をより親しんでいた
だくために誕生したマスコット
キャラクターを起用しています。
なお、マスコットキャラクターの愛称を8月28日から
募集します。詳しくは東急電鉄ホームページをご覧くだ
さい。

②東横線と東京メトロ日比谷線との直通運転
東横線・東京メトロ副都心線の相互直通運転にあ
わせ、現在東横線と相互直通運転を実施してい
る日比谷線は中目黒を始発・終着駅とし、東横線
は全列車渋谷・副都心線方面行きとなります。

③菊名駅始発の上り列車
菊名駅始発上り列車は、渋谷・副都心線方面行
きとして以下の本数を設定します。

　（平　日）　朝　：４本／時 、昼：２本／時 、夕：４本／時
　（土休日）終日：２本／時

④車両編成
直通運転開始日から、特急・通勤特急・急行は
１０両編成（一部の列車は８両編成）、各駅停車
は８両編成で運行します。

東急線オリジナルキャラクター　デザインに関する考え方

デザインに当たっての条件

東急線の電車のキャラクターとわかること

・電車とわかるフォルム

（たとえば手足を長くすると人間的な印象になり、電車イメージから遠くなる）

（パンタグラフは多くの人にとって2本のイメージと予想されるため、シングルは？）

・東急線をイメージできる色

（今後の展開として、各路線ごとにラインの色を変えて制作することも可）

・着ぐるみへの展開、また小さいサイズにしてもつぶれず

認識できるよう、シンプルな造詣

デザインイメージ

愛され親しみを持ってもらえる存在であること

・特に子どもたちに愛されるような愛らしさ

　　（子どもが絵で描けるくらいのシンプルさが必要）

・興味を持ってもらうため、どこか気になるポイントをつくる

（たとえば目の印象で、見る人を惹きつけるなど）

・電車キャラとして、大きく頼りがいのある存在感がふさわしい

（繊細なイメージは電車のキャラとしてふさわしくない）

ポッポ キューちゃん（ＴＯＫＹＵより） アンアン（安全安心より） Ｔ坊（ＴＯＫＹＵより） 

ＲＵＮちゃん（走る より） Ｑ太郎（ＴＯＫＹＵより） ゴセン太くん（5000系より）　

出身地：神奈川県元住吉  生年月日：２００２年5月

性格：おちゃめな性格だが、やさしく、もの静か。（人と環境にやさしく、低騒音）

何をやるのも、あまり力を入れずにサラッとやってしまう器用なところも。（使用電力４０％削減）

子どもが大好きで、子どもを見ると、いっしょに遊んでしまうため最近は東急線のイベントで大活躍。

特技はＨｉｐＰｏｐダンス。 東急バスの「ノッテちゃん」は従兄弟。好きな食べ物は豆乳。

その他   ＊家族バリエーションを展開していくことも可 ＊着ぐるみの場合、着ぐるみ用のデザインをおこすため、足の形など若干の変更有り

愛 称： 代案：

東横線と東京メトロ副都心線との相互直通運転開始日が
2013年3月16日（土）に決定！

相互直通運転に向けて、イベントをはじめ
さまざまなプロモーションを展開します！
相互直通運転に向けて、イベントをはじめ
さまざまなプロモーションを展開します！

ダイヤなどの詳細は決まり次第、当社ホームページ等でお知らせします。


