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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

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
 2013年3月号（通巻396号）

■発  　　　　行 東京急行電鉄株式会社
 A03-3477-6330
 月～金 9:30～18:00 (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 2013年2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）
※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）。
※3月2日（土）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。

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

第94回  「胃腸の健康と内視鏡検査」
～胸やけや便秘はありませんか～　　　

　胃腸の病気は、腹痛や吐血・下血などの症状が出ないと、
見過ごされがちです。
　体からのサインを見逃さず、早期診断・早期治療に結び
つけるために、胃腸病の対処法を聞いてみませんか。

◆講師／内科医長　粟井　俊成
◆日時／3月28日（木）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。

※3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）
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

※ 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　3 月19日（火）（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。

エンターテインメントシティ ～渋谷の魅力を再発見～
第12回（最終回） 東横線渋谷駅　

沿線開発の進展にあわせて発展・拡張
　1927年8月、東横線渋谷駅は、
幅8メートルの1面２線のホームで
開業しました。その後、沿線の発展
に伴う乗客増加に対応するため、駅
の改良工事を実施。1964年には、
東京オリンピック開催などに合わせ
て、現在と同じ4面4線のホームに
拡張しました。

新たな鉄道ネットワークの
結節点として生まれ変わります
　東横線渋谷駅は、3月16日（土）
の初電から、すでに副都心線の駅
として営業している地下5階の渋谷
駅に移ります。これにより、田園
都市線、半蔵門線とも改札内でつ
ながり、駅構内で乗り換えができ
るようになります。また、渋谷ヒカ
リエやSHIBUYA109にも地下通路
でつながります。

1年間、渋谷の魅力をご紹介してきた本連載は、今回をもちまして
終了となります。ご愛読ありがとうございました。

エンターテインメントシティ

東横線渋谷駅MEMO① 
1950年8月には、3面3線の
ホームに改良されました。 

読者プレゼント

　3月16日（土）、以下の路線でダイヤ改正を実施しま
す。東横線は副都心線との相互直通運転開始に伴い、
大幅にダイヤを改正しさらに便利になるほか、その他の
路線は列車の増発や接続見直しにより、速達性と利便
性の向上を図ります。

東横線
右記の 【東横線】ダイヤ改正の概要とご利用案内 をご覧
ください。

目黒線
平日・土休日共通
　○東横線との接続見直し
日中時間帯を中心に東横線との複々線区間（日吉～田園
調布）では、東横線と目黒線が交互に発着するように設
定し、乗車機会を増やします。これに伴い、列車の発着
時刻を変更します。

田園都市線
平日
　○下り急行の所要時分を短縮
夕夜間の下り急行の所要時分を約1分短縮します。

　○運転区間の延長
渋谷23時58分発の長津田行き急行を中央林間行きに変
更します。

　○夕刻の各駅停車を増発
鷺沼発長津田行きの各駅停車2本（17時45分発、18時
08分発）を増発します。

平日・土休日共通
 朝ラッシュ時間帯・夕夜間を中心に、各駅の停車時分を
見直します。これに伴い、列車の発着時刻を変更します。

大井町線
平日・土休日共通
 東横線・目黒線のダイヤ改正に伴い、自由が丘・大岡山で
の接続を考慮して列車の発着時刻を変更します。

東急多摩川線
平日・土休日共通
 東横線のダイヤ改正に伴い、多摩川での接続を考慮して、
早朝・夜間を中心に列車の発着時刻を変更します。

こどもの国線
土休日
　○初電時刻の繰上げ
土休日の早朝に上下線ともに各１本を増発し、初電時刻
を30分繰り上げます。
[現　行]長津田発6時20分　こどもの国発6時30分
[改正後]長津田発5時50分　こどもの国発6時00分

平日・土休日共通
田園都市線のダイヤ改正に伴い、長津田での田園都市線
との接続を考慮して一部列車の発着時刻を変更します。

3月16日（土）東急線ダイヤ改正

C大井町線
戸越公園駅のホームが延伸します
　2月24日（日）から、戸越
公園駅のホームが大井町側に
延伸されます。これにより、
現在2両分のドアが開かない
同駅で、5両すべてのドアが
開くようになります。

～東武線・西武線へのお出掛けに便利～
3種類のおトクなキップが新登場！
　東横線と副都心線の相互直通運転開始にあわせ、東急線から東武線・
西武線へのお出掛けに便利なチケットを3月16日（土）から販売します。
★東急 東武東上線 小江戸川越クーポン
蔵造りの町並みへタイムスリップ！ 川越市内のバスも利用
できるお得なクーポン。副都心線の1日乗車券もセットです。

★東急 東武東上線ハイキングきっぷ
自然がいっぱいの埼玉県ハイキングエリアに行ってみよう！
副都心線の1日乗車券もセットです。

★東急 西武線まるごときっぷ
遊園地やレジャー･スポーツ施設が盛りだくさんの西武線が1日中乗り
降り自由！ 副都心線（渋谷～小竹向原間）の1日乗車券もセットです。

■販売場所　東急線各駅の券売機
※ 東横線渋谷駅、田園都市線渋谷駅、こどもの国線・世田谷線の各駅では
販売しません。 ※価格は販売駅により異なります。 ※発行当日限り有効

■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。

『通勤定期券購入キャンペーン』を実施！
　東横線と副都心線の相互直通運転開始を記念して、東急線
各駅で通勤定期券をご購入いただいた方に、抽選で東急グルー
プ商品券（3,000円分）などが当たるキャンペーンを実施します。
■実施期間　3月16日（土）～31日（日）
■対　　象　 期間中に、東急線の「定期券うりば」または「駅券

売機」で通勤定期券をご購入の方
■応募方法　 購入後、特設サイトの専用ページからご応募ください。

http://www.tokyu.co.jp/teiki/
■応募締切　4月5日（金）
■お問い合わせ　 通勤定期券購入キャンペーン事務局

A045-285-1090 10時～17時（土･日･祝日除く）
※3月18日（月）から4月5日（金）まで

　詳細は、駅にあるポスター、チラシをご覧ください。

とごし公園通り

戸越公園駅

←
溝の口方面

→
大井町
方面

ホーム延伸

表面の「イベントカレンダー」で紹介している
『木下大サーカス横浜公演』の
ペアご招待券を抽選で
10組 20名さまにプレゼント!

相互直通運転に伴う乗車券関連のご案内
　3月16日（土）から4月30日（火）まで、下記のとおり定期乗
車券・回数乗車券の変更や払い戻しの手数料が無料になります。
定期乗車券の区間変更をされるお客さまへ
相互直通運転開始によって定期乗車券の区間変更をされるお客
さまには、新たな区間の定期乗車券を発売した上で、旧乗車券
の払い戻しを日割り計算し、手数料無料で払い戻しします。

回数乗車券の払い戻しをされるお客さまへ
相互直通運転開始に伴う運賃変更（注）が理由の払い戻し、また
は買い替えのお申し出があった場合は、お手持ちの回数乗車券
を手数料無料で払い戻しします。

■対応期間: 3月16日（土）～4月30日（火）
■対応窓口: [定期乗車券]東急線定期券うりば、各社払い戻し窓口

 [回数乗車券]東急線各駅窓口
 ※ 当社で払い戻しができない定期券については、発行事業
者をご案内します。

■お問い合わせ： 東急お客さまセンター

●ダイヤ改正
　朝ラッシュ時上り列車の所要時分を短縮

朝ラッシュピーク時間帯における上り横浜～渋谷間の所
要時分を約2分短縮します。

　朝ラッシュピーク前の通勤特急・急行を増発
朝ラッシュピーク前の時間帯（7時30分～8時00分、祐天寺～
中目黒間）に、上り通勤特急1本と、上り急行1本を増発します。

　渋谷始発下り列車を設定
平日・土休日ともに、終日にわたり渋谷始発の下り列車を設定します。
[平　日]急行列車：計6本（22時台～24時台）

各駅停車：4～6本／時（一部時間帯を除く）
[土休日]急行列車：計6本（19時台～21時台）

各駅停車：2～4本／時（一部時間帯を除く）
　東京メトロ日比谷線との直通運転は行わず、
全て渋谷方面行きになります
現在東横線と相互直通運転を実施している東京メトロ日
比谷線との相互直通運転は行わず、東横線の上り全列車
は渋谷方面行きとします。なお、東京メトロ日比谷線は
すべての列車で中目黒駅が始発･終着駅となります。

　菊名始発上り列車を引き続き設定
平日・土休日ともに、終日にわたり従来の日比谷線直通列車と同本
数の菊名始発上り列車を渋谷・副都心線方面行きとして設定します。

　そのほか、目黒線との接続の見直しを図ります。

●3月16日（土）東横線渋谷駅が地下化されます
現在の東横線渋谷駅（地上２階）は、3月15日（金）終電をもっ
て営業を終了し、3月16日（土）の初電からは、すでに副都心
線として営業している地下5階の渋谷駅で営業を開始します。

●女性専用車と弱冷房車の運用を変更
3月18日（月）初電から、全列車の1号車を女性専用車とし
て運転します。実施時間帯・実施区間は、以下のとおりで
す。現行の平日夕方（下り）は実施しません。
[実施時間帯]平日の初電～9時30分（上り・下りとも実施）
[ 実施区間]上り: 横浜高速鉄道みなとみらい線元町・中華街→

 東京メトロ副都心線池袋
　　　　　   下り: 東武東上線森林公園／西武池袋線飯能→

 横浜高速鉄道みなとみらい線元町・中華街
また、1月下旬から順次、8両編成は7号車を弱冷房車とし
て運転しています。なお、3月16日（土）以降に導入される
10両編成は、9号車を弱冷房車として運転します。

3月15日（金）切替工事のご案内
3月15日（金）終電後に、渋谷～代官山間の地下化切替工事を行
います。これに伴い、3月15日（金）の夜間に限り渋谷行きの上
り最終列車を中目黒行きとして運行します（渋谷～中目黒間は
運休）。なお、当日は列車増発とバスによる代行輸送を行います。
　列車増発： 武蔵小杉始発（24時30分）の上り各駅停車渋谷行き
　　　　　　※ 元町・中華街24時05分発の武蔵小杉行き上り急行列車

が、引き続き各駅停車として渋谷まで運転します。
　バス代行輸送（中目黒行き上り最終列車の到着後順次）：
　　　　　　中目黒→代官山→渋谷
ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
と早めのご帰宅にご協力をお願いいたします。

● 渋谷行き（渋谷止まり）の上り列車があります
上り列車には、渋谷止まりの列車が一部ありま
す。副都心線方面までご利用のお客さまは、「渋谷行き」
前後の副都心線直通列車をご利用ください。
※「渋谷行き」は、渋谷駅で下りホーム（4番線）に到着します。渋谷よ
り先、副都心線方面までご利用のお客さまは、上りホーム（5･6番線）
へ移動しての乗り換えが必要となります。

　詳しくは、駅にある「東横線・副都心線ご
利用ハンドブック」をご覧ください。渋谷駅
の地図や目的地別の乗車位置などを掲載し
た、便利な一冊です。
　なお、東急電鉄ホームページでもご覧い
ただけます。

【東横線】ダイヤ改正の概要とご利用案内

渋谷止まり列車

上りホーム

下りホーム

直通列車

4番線
3番線

5番線
6番線

折り返すので
下りホームに
到着します

上りホームに移動して
乗り換えてください

池袋方面に行きたいのに渋谷止まりに乗ってしまったら…

東急線各駅から
渋谷駅までの
往復乗車券

東京メトロ
副都心線の
1日乗車券

和光市駅から
川越駅までの
往復乗車券

川越駅と川越市駅が
1日中乗り降り自由
東武バス川越市内
指定区間が乗車フリー

✚ ✚ ✚

坂戸駅から
寄居駅･越生駅間が
1日中乗り降り自由

東急線各駅から
渋谷駅までの
往復乗車券

東京メトロ
副都心線の
1日乗車券

和光市駅から
坂戸駅までの
往復乗車券

✚ ✚ ✚

東急線各駅から
渋谷駅までの
往復乗車券

東京メトロ
副都心線の
1日乗車券

西武線全線の
1日乗車券✚ ✚

ご注意
ください

（注）運賃計算方法を変更します
相互直通運転開始にあわせて、東急線内の普通旅客運賃
を、2駅間の最短経路で計算する方法に変更します。
これにより、一部区間で運賃が安くなります。なお、定期
券は経路どおりの運賃で計算されます。

大地震を想定した全列車の一斉停止訓練を実施します
　3月11日（月）、東急線の全列車を一斉に停止する訓練を実
施します。これは、2011年に東日本大震災が発生したこと
を受け、地震発生時の被害を最小限に食い止める初期対応処
置の訓練として行うものです。ご利用のお客さまにはご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■実施日時　3月11日（月）14時46分から約1分間

東急電鉄・東京メトロオリジナルグッズがその場で当たる！
東横線･副都心線定期券購入キャンペーン
　東横線と副都心線の区間が含まれるIC定期券を購入し、所
定の駅に設置されたブースにお立ち寄りいただくと、抽選で
のるるんグッズや東急グループ商品券（3,000円分）などが当
たるガラポン抽選に参加できるキャンペーンを実施します。
■実施期間　 3月18日（月）～4月12日（金）
■対　　象　 3月16日（土）から4月12日（金）までの間に、東横線と

副都心線の区間が含まれるIC定期券を購入された方
■ブースの設置駅　 ［東横線］渋谷、自由が丘、武蔵小杉、日吉、横浜

［副都心線］渋谷、新宿三丁目、池袋
■参加方法
　①上記いずれかのブースで購入した定期券をスタッフに提示
　② スタッフが券面を確認させていただき、ガラポンで抽選にチャ

レンジ（定期券１枚につき1回参加できます）
　③当選されたお客さまに、その場で賞品をプレゼント
■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。

東横線渋谷駅MEMO② 
新しい駅は地下に浮遊する宇宙船
をイメージしてデザインされ、『地
宙船』の愛称で親しまれています。 


