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■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！Suicaでも参加可能！

実施期間： 1 月

7日 〜12月 31日（火）

12月31日（火）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・Suica 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、恩田駅、こどもの国 駅を除く ※２ 田園都市線 用賀駅〜池尻大橋駅間のみ朝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、恩田駅、こどもの国駅は除く）から、PASMO・
Suica で自動改札機にタッチして入場される、携帯
電話・スマートフォン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
の自動改札機に事前登録した PASMO・Suica 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！
！

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

１カ月に 10日以上『早起き乗車』すると
抽選でプレゼント！
！

1月
3月

1月24日（木）〜26日（土）まで、JR 東
日本、伊豆急、東急電鉄の 3社共同で、
早春の伊豆 PRイベントを横浜駅で開催
します。早春の伊豆は水仙や梅、桜など
が咲き誇り、各地で花々や歴史あるお祭りなどが楽しめます。
今回のイベントでは伊豆の魅力を紹介するとともに、横浜駅
をめぐるクイズラリーなどを行います。

2 月9日
（土）
から3 月3日
（日）
まで、早春の元町・
中華街を楽しめる
「元町・中華街 2013 早春キャン
ペーン」
を実施します。駅にある
「もとちゅうBOOK」
には、中華街の春節イベントや元町でのショッピン
グなど、この時期ならではの楽しい情報が満載。
協賛施設で割引などが受けられる「元町・中華街お
得クーポン」も付いています。

200名
東急線を利用されている方で、e-mail アドレス（携
帯電話 ･PHS は対象外）をお持ちの満18歳以上の方
2013年4月〜2015年3月（2年間）
東急電鉄ホームページの「東急電車モニター募集
ページ」から応募してください。なお、応募者多数
の場合は、ご利用の駅・路線、年代などを考慮した
うえで抽選により選考させていただきます。
2月28日（木）

★伊豆産直市
海産物やお茶、わさびなどの伊豆特産品を販売します。

◆実 施 期 間 2月9日（土）〜3月3日（日）
◆お問い合わせ 東急お客さまセンター

■応募締切
■お問い合わせ

東急電車モニター事務局
A03-3477-6330 月〜金
9:30〜18:00（祝日を除く）

★伊豆急
「アルファ・リゾート21」
がやってくる！
展望抜群の先頭車両や、海中散歩を演出
するロイヤルボックス車両を見られます。

詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

エンターテインメントシティ 〜渋谷の魅力を再発見〜
第11回

東急百貨店東横店

お客さまのニーズに応えた店づくり

……………… ３名さま

1 月月
1〜3

東横百貨店（現在の東急百貨店東横店 東館）は、1934 年
11月、渋谷では初めての百貨店として開業しました。9時から
21時までの年中無休
東急百貨店東横店
営 業 や1951年10 月
MEMO ①
には日本初の食品名
東館は日本唯一の橋上
店街「東横のれん街」
百貨店。 地下に渋谷川
を開設するなど、 独
が流れているため、地下
1階に売り場が作られて
自のサービスで注目
いない。
を集めました。

2月

宮古島
3月
2泊3日ツアー（ペア）
1〜3
1 月月
………………
１名さま
2月

3月
1月
1〜3 月
iPad
2 月 mini

今年4月にリニューアルオープン
iPad miniは、Apple Inc.の商標です。

1〜3 月

東急グループ商品券1,000円分
………………………………… 毎月50名さま
※賞品は変更となる場合があります。
※4月以降の賞品は、順次モバイルサイトなどでお知らせします。

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。

・日時

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。

1967 年、商号変更に伴い名称を
東急百貨店東横店に変更。 その後
は売り場を拡張し、東館、西館、南
館の 3 館による営業体制を確立しま
した。4 月には東館のみ営業を終了
し、あわせて西館・南館はリニュー
アルオープンします。 今後もお客
さまへのサービスを充実させて、
駅や街のさらなる発展に貢献して
いきます。

※特典はなくなり次第終了

・日時

東急百貨店東横店 MEMO ②

東横のれん街は 4 月に渋谷
マークシティへ移転し、 東
急フードショーと地下で直結
します。

運行情報

メール

スマートフォンにも対応しています

第93回 「肩の健康」〜肩を痛めないために〜
加齢に伴い、 肩の痛みや腕が上がらないなどの症状に、
お困りではありませんか。 肩のしくみや機能とともに日常
生活で気をつけるポイントや、 肩を若々しく保つ体操など
を分かりやすくお話しします。
◆講師／リハビリテーション科 作業療法士 林 利光
◆日時／2月26日（火）15:00〜16:30（開場14:30）
◆場所／東急病院 5階会議室
◆定員／54名（先着順による予約制、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。
※2月1日（金）から予約受付開始

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）

東急線各駅から横浜みなとみらいへのお出掛けは

★伊豆クイズラリー
駅構内に用意されたクイズを解いて回るクイズラリーを開催
します。参加者には、うれしい特典をプレゼントします。

http://www.tokyu.co.jp/hospital/

「みなとみらいチケット」

東急線各駅から横浜駅までの往復乗車券と
「みなとみらい線一日乗車
券」
を組み合わせたおトクなきっぷです。

読者プレゼント
駅売店「toks」などで好評発売中の

1月26日（土）11:00〜16:00（最終受付）

JR 横浜駅西口イベントスペース、
東横線横浜駅改札内コンコースほか

五島美術館で「時代の美」を開催中
3月31

日まで

田園都市線でヘッドマーク付きラッピング列車「早春の伊豆号」も運行中！

◆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。

第７回「なかのぶ JAZZフェスティバル」開催！
荏原中延駅 ･ 中延駅周辺のさまざまな
場所でジャズステージを展開するイベント
「なかのぶ JAZZフェスティバル」を今年も
開催します。このイベントは、本ステージと
プレイベントで構成されていて、約 2カ月
間、商店会特設ステージなどでジャズを楽しむことができます。
◆プレイベント（ストリートライブ）
2月 2日（土） 14:00〜16:00 なかのぶスキップロード
2月10日（日） 14:00〜15:40 中延駅前通り商店会
2月16日（土） 16:00〜18:00 中延中央振興会特設ステージ
2月24日（日） 14:00〜15:40 中延一丁目商店会防災活動広場
3月 2日（土） 16:00〜17:20 昭和通り商店会特設ステージ
3月24日（日）15:00開場 15:30開演
会 場：荏原文化センター
出 演：渡辺香津美、今田勝、稲葉國光、中村誠一 ほか
入場料：5,000円（指定席）
、4,000円（自由席）

※チケット情報など詳細は、なかのぶジャズフェスティバルホームページを
ご覧ください。http://www.nakanobujazz.jp/

◆お問い合わせ

東急線シリーズ 鉄下

■横浜駅、
田園都市線渋谷駅、
こどもの国線・世田谷線を除く各駅で発売

・日時 1月26日（土）11:00〜14:00（最終入場）

◆本ステージ

次回は『東横線渋谷駅』を紹介します。

東急線

1月24日（木）
・25日（金）11:00〜20:00、
1月26日（土）11:00〜17:00

なかのぶジャズフェスティバル実行委員会事務局
（ジャズスナック
「まつ」
内）
A 03-3785-4877
（月曜以外17:00〜22:00）

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/

五島美術館は、展示スペースの拡張とケー
ス・照明などの鑑賞環境を一新して、昨年 10
月にリニューアルオープンしました。 これを
記念した展覧会「時代の美̶五島美術館・大
東急記念文庫の精華」の第3部「桃山・江戸編」 鼠志野茶碗
を 2月17日（日）
まで開催しています。

（2種類1 セット）
を
東 横 線 / 大 井 町 線 の 車 両をデ ザ
インした子供向けの靴下
（16〜20cm）

銘 峯紅葉

■ショッピングセンター情報
Shopping Information
････････････････････････････････････たまプラーザ テラス

Clearance Sale 開催中 !!

締め切り

2 月19 日（火）（当日消印有効）

※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

◆期間／〜2月20日（水）
◆お問い合わせ／045‑903‑2109 たまプラーザ テラス
http://www.tamaplaza-terrace.com/

係員が駆けつけますので線路には降りないようお願いします。

東急お客さまセンター

A 03‑3477‑0109 B 03‑3477‑6109

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）
。
※1 月 27 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
2013年2月号（通巻395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）

参加各店舗の商品が最大70%OFFになる冬のセールを
開催中。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。

非常停止ボタンを押してください。

＜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

〒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

月〜金 8：00〜20：00

線路に人が転落したら、

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。

◆期
間 〜2月17日（日）
◆開館時間 10:00〜17:00
（入館は16:30 まで、毎月曜日は休館）
◆入 館 料 一般1,000円／高・大学生700円／中学生以下無料
◆最 寄 り 上野毛駅（徒歩5分）
◆お問い合わせ ハローダイヤル（展覧会のご案内）A03-5777-8600
8:00〜22:00（年中無休）
http://www.gotoh-museum.or.jp/

まず︑
ボ タン

車いす、ベビーカーなどを
ご利用のお客さまへ

元町・中華街2013 早春キャンペーン

東急百貨店東横店は、 関東初の私鉄直営ターミナル
デパートとして誕生しました。

アイロボット
2月
ルンバ 760

3月

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）

■任
期
■応募方法

早春の元町・中華街を満喫！

早春の伊豆 PRイベントを開催

東急電鉄では、 東急線を利用さ
れるお客さまからご意見やアイデア
を伺い、 より良い東急線を目指す
ため、アンケートやグループディス
カッションなどの調査にご協力いた
だける「東急電車モニター」を募集
します。
■募集人員

鉄道3社共同企画

◆場所

……………… ５名さま

■お問い合わせ

2013年度「東急電車モニター」募集中

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

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

2013年1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。

