


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
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URL

URL

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）。

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines 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　4 月19日（金）（当日消印有効）
〒150-8533 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。

通学6か月定期券購入キャンペーン
　4月1日（月）から14日（日）まで、東急線の各駅で
6か月有効の通学定期券をご購入の方に、抽選で素敵
なプレゼントが当たります！
◆キャンペーン期間　4月1日（月）～14日（日）
◆対　　象　 期間中、東急線の各駅で、東急線区間を含む

6か月有効の通学定期券をご購入された方
◆応募方法　 定期券をご購入の際にお渡しする応募はがきに必要事項

をご記入の上、50円切手を貼って投函してください。
◆締め切り　4月19日（金）消印有効
◆お問い合わせ　 ご不明な点などは、東急線各駅の駅係員におたずね

ください。

　詳細は、駅のポスターをご覧ください。

トライアングルチケット
販売エリア拡大キャンペーン
　3月16日から、渋谷･自由が丘･二子玉川を結ぶ
トライアングルエリアが1日乗り降り自由になる「トライ
アングルチケット」が、東急線各駅の券売機でご購入で
きるようになりました。（世田谷線、こどもの国線を除く）
　販売エリア拡大を記念して、渋谷ヒカリエや二子玉
川ライズ S.C.の商品券など、豪華プレゼントが当たる
キャンペーンを実施しています。専用サイトからご応募
できます。
◆キャンペーン期間　3月16日～4月21日（日）
◆お 問 い 合 わ せ　東急お客さまセンター

　詳細は、トライアングルチケットの専用サイトをご覧
ください。http://www.tokyu.co.jp/triangle/

TOKYU MUSIC LIVE 2013
「武部聡志プロデュース／歌は、未来へ続いている。」
抽選で2,000組4,000名さまを無料でご招待！

　東急グループが、皆さまに日ごろの感
謝を込めて毎年お贈りしている「TOKYU 
MUSIC LIVE」。今回は、日本を代表す
る音楽プロデューサー武部聡志氏が、
日本の名曲の数々を演出します。
◆日時　5月30日（木）･31日（金）開演19:00
◆会場　Bunkamuraオーチャードホール
◆出演　武部聡志、根本 要（スターダスト・レビュー）、前田亘輝（TUBE）、一青 窈
◆応募締切　4月18日（木）必着
　※インターネットまたは郵送でご応募いただけます。
◆お問い合わせ　東急お客さまセンター

　応募方法などの詳細は、東急グループホームページ
をご覧ください。http://tokyugroup.jp/ 

「東急線運行情報メール」がさらに
便利になりました
　東急各線で遅延や運転見合わせなどが
発生した場合に、運行情報を携帯電話・ス
マートフォンにメール配信するサービス
「東急線運行情報メール」は、今まで第一
報のみを配信していましたが、3月13日
からは運転を見合わせた場合に限り、全区間復旧まで
の続報を配信します（登録は無料）。
　詳細は、東急線運行情報メールモバイルサイトをご
覧ください。http://tokyu.jp/train/

　　3/13ツイッターでも運行情報の配信を開始!
フォローしていただくことにより、リアルタイムで東急
線の運行情報をご確認いただけます。

東急線アプリ＆のるレージサービスがスタート！
　3月16日から、スマートフォン向けのアプリ「東急線ア
プリ」を配信しています。のるるんのミニゲームやお得な
クーポン、運行情報などを手軽にご覧いただけます。

・遅延証明書　・運行情報　・のるレージサービス
・ミニゲーム　・ショッピングセンターのクーポン　など

　また、4月1日（月）からは、事前に登録したPASMOま
たはSuicaで東急線各駅の自動改札機をご利用いただく
と、駅で降りるたびにオリジナルポイント「のるる」がたまる
「のるレージ」サービスを開始します。「のるる」をためると
会員ランクが上がり、プレゼントに応募でき
たり、オリジナルグッズに交換できます。
　詳細は、モバイルサイトをご覧ください。
　http://tokyu.jp/

「東急電車時刻表」販売中
　3月16日のダイヤ改正に伴い、東急電車時刻表を
東急線各駅（一部の駅を除く）で販売しています。
　巻頭には、東横線と東京メトロ副都心線との相互直
通運転開始を記念して、新しいターミナルとなる渋谷
駅や、東横線と相互直通運転している沿線のお出掛け
情報を特集しているほか、東急線のご利用案内も掲載
した便利な一冊です。
■販売価格　300円（税込み）　■販売部数　27,000部（予定）
■販売場所　東急線各駅の窓口
※ 世田谷線は三軒茶屋、上町、下高井戸のみ、こどもの国線は長津田のみで販売
■お問い合わせ　東急お客さまセンター

祝　東横線･東京メトロ副都心線 相互直通運転開始!

渋谷駅の観光案内所がリニューアルオープン！
　3月16日、東横線渋谷駅に
設置していた「東急電鉄渋谷駅
外国人観光案内所」は田園都市
線・半蔵門線渋谷駅の地下２階
に移転し、「東急東京メトロ渋谷
駅観光案内所」としてリニュー
アルオープンしました。渋谷
駅を中心とした周辺施設の
紹介やアクセス方法などの
情報を手軽に入手すること
ができ、駅をご利用になる
お客さまをはじめ、国内外のお客さまをご案内します。
　また、宮益坂中央改札からハチ公改札までのコンコース
もリニューアルし、より快適にご利用いただけるようにな
ります。

東横線渋谷駅に発車メロディを導入しました
　新しい東横線渋谷駅では、下りホームに発車メロディを導
入しました。メロディの制作は、日本を代表するフュージョン
バンド「カシオペア」の元キーボーディストで、発車メロディ･
車内BGM制作の第一人者である向谷実氏が作曲。代官山
方面に向かって勾配を登っていく高揚感を表現しています。

「Shibuya Hikarie号」4/26（金）デビュー！
　渋谷ヒカリエの開業1周年を記念して、4月26日（金）、
「Shibuya Hikarie号」が東横線で運行を開始します。
特　徴
・ゴールドの外観
渋谷ヒカリエをイメージしたゴールドを
メインカラーに採用し、建物の外観を
車体にデザインしたラッピングです。

・快適でデザイン性に優れた車内
内装は、渋谷ヒカリエをイメージした
3種類のデザインを採用。背もたれ
を高く、座り心地にこだわったシート
や、環境に配慮したLED車内照明などの機能を備えています。

　「Shibuya Hikarie号」は、特急･急行列車などで通常運
行し、普通運賃のみでご乗車いただけます（運行時刻は毎日
変わります）。また、イベント列車としても活躍する予定です。
　詳細は、渋谷つながるプロジェクトホームページをご覧く
ださい。http://www.shibuya-tsunagaru.com/

渋谷駅観光案内所のイメージ

5社相互直通運転開始記念
5路線“まちめぐり”スタンプラリー

　相互直通運転によってひとつ
につながった5路線で、6つの
まちをめぐるスタンプラリーを
開催します。キーワードを集め
て応募すると、抽選で316名
さまに素敵な賞品が当たりま
す。また、指定施設でスタンプ
を見せると特典が受けられる、
うれしいサービスもあり！
◆スタンプ設置期間／
　 3月23日（土）～5月12日（日） 
設置時間/9:00～20:00

◆応　募　期　間／　
　3月23日（土）～5月20日（月）※5月20日消印有効
◆スタンプ設置駅／
　 東武線川越駅、西武線所沢駅、東京メトロ線新宿三丁目駅、
東急線・東京メトロ線渋谷駅、東急線自由が丘駅、
みなとみらい線元町･中華街駅

　詳細は、駅のリーフレットをご覧ください。

TOYOKO LINE SHIBUYA Station Park 
～「ありがとう」と「さよなら」の3日間～

　相互直通運転開始に伴い、
その役目を終えた旧・東横線
渋谷駅（地上駅舎）が、3日間
だけ緑の公園となって蘇りま
す。いつもは慌しく通り過ぎて
きた想い出の駅で、ひととき、くつろいでみませんか。
◆開催期間／3月22日（金）～24日（日）
◆開催時間／ 22日 12:00～21:00、23日 10:00～21:00、

24日 10:00～18:00
　　　　　　※入場は各閉場時間の30分前まで
◆場　　所／旧・東横線渋谷駅（地上駅舎）　
◆入 場 料／120円（税込み･小学生以下無料）
※混雑時には入場を制限する場合がございます。
※一部のイベントは整理券を配布します。あらかじめご了承ください。
※ やむを得ない都合により、急遽イベントの内容を変更または中止する場合
がございます。
◆お問い合わせ／東急お客さまセンター

　詳細は、渋谷つながるプロジェクトホームページを
ご覧ください。
　http://www.shibuya-tsunagaru.com/

運行情報メールの
ご登録はこちらから

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

･･････････････････････････････････ 武蔵小杉東急スクエア

4/2 武蔵小杉東急スクエア グランドオープン
4月2日（火）、駅直結のショッピングセン
ター「武蔵小杉東急スクエア」がグランド
オープン！ 「私のヨリミチコミュニティ」をコ
ンセプトに、武蔵小杉駅をご利用のお客
さまが毎日「寄り道」したくなる施設を目指します。食料品･ファッ
ション･雑貨･レストランなど、全98店舗が出店。駅ホームの上
部にはレストランフロアに直結した改札口も新設されます。

★ココがおすすめ！
東急フードショースライス
「東急フードショー」の小型業態。店舗の約7割が厨房を併設し、出来
たてのデリ･スイーツを提供します。
線路を眼下に望める屋外展望デッキ
壁面に当社9000系車両側部を取り付
け、鉄道会社ならではの意匠を凝らしま
した。電車の大好きなお子さまの、新
たなお出掛けスポットの誕生です。

◆お問い合わせ/044-722-6109 武蔵小杉東急スクエア

 青葉台駅→桜台上（循環）→青葉台駅 
運行開始

　3月1日から、青葉台駅を起
点とする新路線の運行を開始
しました。日中のお買い物やお
出掛けにぜひご利用ください。
●運行系統
　【青11】 青葉台駅→桜台上（循環）

→青葉台駅 ※矢印方向のみ
●のりば　青葉台駅13番のりば
●運　賃　 横浜市内均一運賃

おとな210円　
こども110円

※定期券（全線・近距離）、敬老乗車証など利用可

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

読者プレゼント

オリジナルプラレール
「東急電鉄5050系 4000番台」販売中
誕生以来、多くのファンを
持つ鉄道玩具「プラレール」。
東横線･副都心線の相互直
通運転を記念して、東横線
の主力車両5050系4000
番台のオリジナルプラレー
ルがついに登場！
◆発 売 日／3月14日　※初回数量 6,000個
◆販売価格／2,501円（税込み）　※単2電池1本使用・別売り
◆販売場所／ 東急百貨店渋谷・本店/吉祥寺店/

たまプラーザ店/さっぽろ店　各玩具売り場
◆商品形態／ 先頭車両･中間車両･後尾車両の3両1パッ

ケージ ※レールは別売り
「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

「東急電鉄5050系 4000番台」
オリジナルプラレールを
抽選で5名さまにプレゼント!
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東急線運行情報の公式アカウント＠tokyu_offi  cialをフォローしてください。
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