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御嶽山

禰宜の舞

毎年 4 月 21 日に行われる厄払いと豊作を祈る
舞。都内では大田区西嶺町の天祖神社だけで行
われている。舞の後に行われるお湯花の儀式で
は、湯で痛いところをさすると治るとも言われている。
■日程 /4 月21日（日）15:00 〜 ■場所 / 天祖神社（御嶽山駅 徒歩 5 分）
■お問い合わせ/03‑3720‑3333 御嶽神社

みなとみらい

休日は自然の中でのんびりと

野毛地区活性化の町おこしから始まった、ボラ
ンティアスタッフによる素人集団の手作りイベ
ント。路上ステージで繰り広げられる、国内外
のトップパフォーマーの演技を楽しもう！

多摩川
等々力

■044‑788‑2311 中原区役所道路公園センター
■武蔵小杉駅から東急バス［溝 02］
［川 31］
［川 33］
［杉 05］系統
「市営等々力グランド入口」下車 ■川崎市中原区等々力 1‑1

釣池

■日程 / 5月3 日
（金･祝）〜 6 日（月･休）
■場所 / 代官山アドレス コミュニティールーム、代官山坂周辺エリア、その他近
隣会場（代官山駅周辺）
■お問い合わせ/080‑3004‑2609 代官山春花祭実行委員会事務局

自由が丘

Jiyugaoka Sweets Festa 2013

ここでは釣りも楽しめる。貸し竿はないが、エ
サ付きの竿が売っているので手ぶらでも OK。

■044‑722‑7722 等々力緑地管理事務所
■営業／ 6:00 〜 17:00（4 月から 10 月の土・日・祝日および 7・8
月の平日、その他の時期は 8：30 〜 17：00）■休業日／月曜（祝日
の場合は翌日）
、祝日の翌日、年末年始 ■個人使用料／ 1 人 1 回
15 歳以上 750 円、6 歳以上 15 歳未満 200 円（中学生を含む。
）

川崎市市民ミュージアム

博物館と美術館の複合文
化施設。常設・企画展や
コンサート、講座などさま
ざまな催し物が楽しめる。

■日程 /5月3 日（金･祝）〜 6 日（月･休）13:00 〜 17:00 雨天一部中止
■場所 /自由が丘駅周辺（自由が丘駅すぐ）
■お問い合わせ /03‑3717‑4541 自由が丘商店街振興組合事務局

あたまにかぶれるほど大きな色紙を使って、
カブトをつくろう。
■日程 /5 月 3 日（金･祝）〜 5 日（日･祝）10:00
〜 15:00 雨天中止 ■場所 / 中央広場

まわしてあそぼう＆大道芸に挑戦しよう
コマやフラフープをまわしてあそぼう。ボー
ルやディアボロなどのジャグリング道具、
けん玉の無料貸し出しあり。
■日程 /5 月 3 日（金･祝）
〜 6 日（月･休）10:00
〜 15:00 雨天中止 ■場所 / 中央広場
［入園料］大人・高校生 600 円、小・中学生 200 円、幼児（3 歳以上）100 円、
3 歳未満は無料、65 歳以上は平日のみ 300 円（証明できるものをお持ちください）
［開園時間］9：30〜16：30（入園は15：30 まで）
［休園日］水曜 ※祝日の場合は開園 ［交通］こどもの国駅 徒歩 2 分
［お問い合わせ］045‑961‑2111 こどもの国

（常楽寺）

常楽寺入口

ふすまなどに弘法大師の絵伝記や、明治元年から昭和まで
の歴史世相を漫画家に描いてもらったことから「まんが寺」
と呼ばれるようになった。400 名を超える作家による作品
は 2,000 点以上にのぼる。庭園には、まんが筆塚や日本漫
画の始祖 北沢楽天、岡本一平の自画像の碑などがある。庭
園は散策自由だが、本堂に入る際は事前に連絡を。

第１部「川崎大師の寺宝と信仰」企画展示室 1 第２部「文化財は語る…」企画展示室２

北口
バス乗り場

2

←至武蔵溝ノ口

JR南武線

→

誰もが知っている政治家や、懐かしいタレン
トの漫画も…見ているだけで楽しい。

川崎市市民
ミュージアム
等々力
緑地

●
文

常楽寺
入口
等々力緑地入口

■044‑766‑5068
■川崎市中原区宮
内4‑12‑14
※本堂内の見学希望
は事前に要連絡

野菜を食べるカレー

特典

味のデパート
5階

camp express

食事をされた方にアイスコーヒーまたはラッ
シー１杯サービス。
本誌1部につき１名さままで。

MARUKAMI

5・6 階：川崎市立中原図書館

回転寿司、ワインバル、食堂が一体と
4階
なった空間。まるで味のデパー
ト。 4 階

May 2013

A

武蔵小杉を
まるごと
楽しもう

約７割の店舗が店内厨房を併設し
ているため、 見て楽しい 食べ
ておいしい 店舗がズラリ。弁当
を買って、等々力緑地でランチな
んていうのもたまにはいいかも。

展望デッキ

ご利用金額から10％ OFF（ただし割り引き額
3階
特典
東急東横線・目黒線 ホーム階
は 1,500 円まで）
。ディナーのみ。

広東炒麺

東横線小杉駅

2階
南国酒家

名物のあんかけやきそばなど、
歴史と
伝統の味をご家族で楽しめる。
■ 044‑819‑5771（L.O.22:00）
特典

食事をされた方に生ビール（小）またはウーロ
ン茶１杯サービス。
本誌1部につき２名さままで。

ぐるチュロ
チュロスをぐるぐるっと巻いた新感覚ス
イーツ。外はサクッ、中はモチッとした食
感。東急線沿線初出店！ ■ 044-328-5200

諸国銘菓
各地の銘菓を食べきれるプチサイズで種
類豊富に取りそろえたショップ。曜日限定
で入荷する銘菓もあるのでお見逃しなく。
（※写真は「鎌倉五郎」の半月）

ラッピング列車

が運行中
「東くんとヨーコさんの物語号」
東急東横線のるるんラリー
●国盗りおにごっこ2013
●東急線オリジナル
「光る！パスケースⅡ」を発売します

武蔵小杉東急スクエアグランドオープン!

■ 044‑455‑4483（L.O.22:00）

ご利用の際は、店舗で「HOT ほっと TOKYU」5月号をご提示ください。武蔵小杉東急スクエア
のみでご利用いただけます。特典期間は 2013 年 5 月 31日まで。他サービスとの併用不可。

■ 044‑733‑5517

1階

■ 044‑322‑0088（L.O.22:30）
住宅

東急フードショースライス

Restaurant 3104

2階

新鮮野菜をお客さまのオーダーごと
に選び、目の前で料理してくれる。

崎

川

至

3階

４F に新設された改札口に直
結するレストランフロアでは、
バラエティ豊かな和洋中の店
舗が並ぶ。
1階（先行開業 6 店舗および南口構内店舗）

新設改札

特典

※
（ ）内は20名以上の団体料金
その他の展覧会情報はホームページをご覧ください。http://www.kawasaki-museum.jp/

ランチタイムメニュー。その日の入荷状況
や季節によって刺身の種類が変わる刺身定
食 1,000 円。日替わりの小鉢も付いてくる。

市営等々力グランド入口
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●相互直通運転開始記念企画

特集

展望デッキ

東急東横線・目黒線 ホーム階

正面口・南口・改札

No.398

4階

レストランフロア

武蔵小杉駅の
発車ベルメロディは
川崎フロンターレの
応援歌（2012 年12月〜）

まんが寺（常楽寺）

観覧料：一般 800 円（640 円）
、高大学生・65 歳以上600円
（480 円）
、中学生以下無料

■044‑752‑3124（L.O.16:30）
■営業/10：00〜17：00
ランチタイム11：00〜14：00
■定休日/ミュージアムに準ずる

道

街

原

中

とどろき
アリーナ

小杉十字路

4 月 20 日（土）
〜 6 月 2 日（日）受け継がれた文化財

中庭に面した明るく開放的な空間
で食事や喫茶が楽しめる。観覧の
休憩や待ち合わせなどにも便利。

等々力陸上 競技場

←至高津
府中街道

壁 面 に 東 急 電 鉄 9000 系 の
住宅
車両側部が取り付けられ、眼
下には武蔵小杉駅に発着する
10 種類以上の電車を望むこ
5・6 階：川崎市立中原図書館
とができる。

新設改札

至日吉↓

カブトをつくろう

※このほかにも
イベント多数あり

まんが寺

ドラッグストア など

4階

至横浜↓

日・祝

■044‑754‑4500 ■開館時間/9：30〜17：00（入館は16：30まで）
、
祝日の翌日
（土・日の場合は開館）
、年末年始
■休館日/月曜（祝日の場合は開館）

川崎市
市民ミュージアム

武蔵小杉駅

春の自由が丘は、お菓子とおもちゃと音楽が
いっぱい！駅前ステージを中心に、お菓子の家
やスイーツスタンプラリーなどで街の魅力を発
信する。おもちゃメーカーのブースも要チェック！

四季園

1F 東急フードショースライス・

5階

ふるさとの森

市民
ミュージアム前

ドコモショップ など

3F 書店・ファッション・雑貨・カフェ など

東横線・目黒線 ホーム階

眼下に電車を望める屋外展望デッキ

等々力緑地

天気の良い日には、自然に囲まれ
ながら外で食べるランチも最高。

4F ユニクロ・ハンズ ビー・

東急スクエア連絡口改札 展望デッキ

正面口・南口改札

新丸子駅

代官山のお店やゆかりの人が、産直野菜やス
イーツ、
雑貨などを出店する「春花祭マルシェ」、
みんなが楽しめる参加型の「ふれあいイベント」
のほか、代官山春花祭サインアート展も同時開催。

4F レストランフロア

釣池

ふるさとの森

代官山春花祭 2013

住宅

5・6F 川崎市立中原図書館

5F 美容院・塾・学童保育 など

1F ファストフード・東急ストア など

多摩沿線道路

市民
ミュージアム

※一部店舗により営業時間が異なります。

■川崎市中原区小杉町 3-472

ファッション・雑貨 など

目黒線

スポーツ施設だけではなく、釣池や四季園、ふるさとの森
など自然とのふれあいを深める施設も充実。

■044‑722‑6109 ■武蔵小杉駅 直結
■営業 /ショッピング・サービス 10：00〜 21：00
レストラン 11：00〜 23：00

2F 東急フードショースライス・

東横線

代官山

東横線・目黒線武蔵小杉駅
直結のショピングセンター
「武蔵小杉東急スクエア」
が 4 月 2 日にグランドオー
プン。屋外展望デッキなど、
癒しの空間が広がる新しい
スタイルのショッピングセ
ンターです。

※詳細は各施設・店舗にお問い合わせください。都合により、営業時間・定休日が変わることがあります。

等々力緑地

■日程 /4 月27日
（土）
･28日
（日）11:00〜16:00 小雨決行
■場所 / 横浜市中区野毛地区一帯13 ステージ（みなとみらい駅 徒歩10分）
■お問い合わせ /045‑262‑1234 野毛大道芸実行委員会事務局

お出掛けの行き帰りに要チェック!

↑至目黒

武蔵小杉を
まるごと楽しもう

中原街道の宿場町として栄えた
由緒ある街「武蔵小杉」。
駅から少し足を伸ばすと緑も広がるこの街に、
休みを利用して遊びに来ませんか？

駅直結で便利 ! 武蔵小杉東 急スクエア

↑至渋谷

第39回野毛大道芸

武蔵小杉東急スクエアグランドオープン!

特集

いちごの樹
地元で人気のフルーツケーキ専門店。フ
レッシュジュースなど、旬のフルーツをさ
まざまな形で味わえる。■ 044‑722‑1555

店舗で使える

特典

付いています

a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

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

相互直通運転開始記念企画
ラッピング列車
「東くんとヨーコさんの物語号」が運行中
９月３０日
（月）
まで、 東横線で
ラッピング 列 車
「東くんとヨーコ
さ ん の 物 語 号」
を運 行していま
す。東横線沿線
での暮らしを楽しむ「東くん」と
「ヨーコさん」のイ
ラストを車体側面に貼付し、自由が丘や横浜など
の魅力あふれるエリアを紹介しています。
◆運 行 期 間 〜 9 月 30 日（月）
◆お問い合わせ 東急お客さまセンター

東急東横線のるるんラリー

PASMO・Suica で 電 車
を利用し、 専用端末が設
置された駅で降車したお客
さまを対象に「東急東横線
のるるんラリー」を実施し
ています。 利用した PASMO・Suica を専用端末
にタッチすると抽選がスタートし、当選するとラッ
キークーポンが発券されます。
◆参加方法
①電車を利用した PASMO・Suica を専用端末にタッチ
②タッチすると抽選がスタート
③当選すると、その駅周辺で使えるクーポンが発券
※各設置駅（施設）で１日１回までです。
※期間中は何日でも抽選に参加できます。

◆期間 〜 5 月 13 日（月）
◆専用端末設置駅・施設 渋谷駅、フレル・ウィズ自由が丘
（自由が丘駅下車）、武蔵小杉駅、
みなとみらい駅
◆専用端末稼動時間 11:00 〜 19:00

うれしい W チャンス！
４カ所すべての専用端末にタッチするとW チャ
ンスの抽選がスタートします。 豪華賞品がもらえ
るラッキークーポンが当たります。
詳細は、東急沿線情報サイト「とくらく」ホーム
ページをご覧ください。
http://www.tokyuensen.com/
東急お客さまセンター

◆期間 4月23日（火）15:00〜6月10日（月）15:00
◆参加方法
①スマートフォン・携帯電話で右記 QR バーコー
ドにアクセスしてゲームに登録
②駅 な ど に あ る 専 用 ポ ス タ ー の QR バ ー http://app.starmp.
com/kntr/r/5uVH4/
コードを読み込み、スタンプを集める
◆参加料 無料（パケット通信料はお客さま負担、一部有料のコンテンツあり）

東急線1日乗車券を販売します

「国盗りおにごっこ」開催期間中は、東急線内を何度でも乗り降り
できる1日乗車券「東急ワンデーオープンチケット」を販売します。

さらに！

4月23日（火）初電 〜 6月10日（月）22:30
おとな 640円 こども 320円 ※販売当日限り有効
東急線全駅の自動券売機 ※世田谷線、こどもの国線を除く

東急ワンデーオープンチケット
（国盗りデザイン券）を販売！

券面に「ケータイ国盗り合戦」のイラストをデザインしたオリジナル
チケットを限定販売します。ご購入の方に限り、
「くにふだ（ゲーム特典
カード）」をプレゼント ！ ※「くにふだ」は選べません。
｢ 殿 ｣｢ 姫 ｣｢じぃ｣の３パターンで各5,000枚限定（売切れ次第終了）です。
◆販売期間
第１期 4月27日（土）〜29日（月・祝）各日初電 〜12:00
第２期 5月25日（土）・ 26日（日） 各日初電 〜12:00
◆販売価格 おとな 640円 ※こども料金の販売はありません。
◆販売場所

C 田園都市線

二子新地〜高津間のプロムナードが開通
４月10 日（水）
、田園都市線複々線化工事に伴う高架
下スペースの活用として、二子新地駅から高津駅まで、
安心して歩きやすいプロムナード
（歩道）
が開通しました。
引き続き、同高架下スペースでのプロムナード整備に
努め、多摩川緑地・大山街道などの自然・歴史資源との
連携を目指してまいります。
プロムナード

←中央林間方面

渋谷方面→

高津駅

二子新地駅
駐輪場

駐輪場

子ども見守りサービス エキッズ
東急セキュリティ（株）では、
PASMO を活用した子ども見守り
（防犯）サービス「エキッズ」を提
供しています。エキッズは、お子
さまが PASMO を利用して東急
線の駅自動改札を通過すると、 保護者の携帯電話に通
過情報をメール配信するサービスです。 世田谷線を除
く東急線全駅でご利用いただけます。
◆お問い合わせ 東急セキュリティお客様センター
0120-109-253（フリーダイヤル）9:00〜18:00（年末年始を除く）

お申し込み方法など詳細は、 東急セキュリティホー
ムページをご覧ください。
http://www.tokyu-security.co.jp/kids/

※6月10日（月）
までの有効期間内の乗車当日1日に限り有効

渋谷駅「ヒカリエ２」改札口付近の特設売場

■お問い合わせ

東急お客さまセンター

専用ポスターの掲出場所など詳細は、ケータイ国盗り
合戦のモバイルサイトをご覧ください。http://kntr.jp/

東急線オリジナル
「光る！パスケースⅡ」
を発売します
昨年発売し、ご好評いただいた
「光る！パ
スケース」
の第2 弾を4 月28日
（日）
から発売
します。自動改札機などの IC 読み取り部分にタッチすると、パ
スケースに組み込まれた5 色の LED が高速回転で光ります。
表面には、東急線キャラクター
「のるるん」
をデザインしました。
■販売価格
■販売個数
■販 売 駅

1個 1,800円
1,500個 ※売り切れ次第終了します。お早めにお求めください。
渋谷 ･中目黒 ･自由が丘･田園調布･武蔵小杉 ･日吉･
菊名･ 横浜 ･目黒 ･三軒茶屋･二子玉川･ 溝の口･
鷺沼･あざみ野･長津田･ 大井町･五反田･蒲田
■お問い合わせ 東急お客さまセンター

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。

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

西小山ミステリーツアー2013
西小山駅周辺の商店街を謎解きをしながら歩くイベン
トです。 オリジナルミステリーマップを手に、隠された
ヒントを集めながら街歩きをお楽しみください。ゴール
した方には、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。
◆日
時 5月25日（土）
・26日（日）11:00〜16:00（雨天決行）
◆場
所 西小山駅周辺
◆参 加 費 無料（飲食代などは各自でご負担ください）
◆募集人数 先着3,000名
◆応募方法 専用応募サイト、または往復はがきでご応募ください。
◆募集期間 〜5月17日（金）
（定員になり次第締め切り）
◆お問い合わせ 西小山ミステリーツアー事務局
A045-904-1319 月〜金 10:00〜17:00（祝日を除く）

応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト『とくらく』ホーム
ページをご覧ください。http://www.tokyuensen.com/

東急線
運行情報

メール

第95回 「夜間頻尿について」〜泌尿器科医の立場から〜
夜間にトイレに行く回数が増えると、睡眠不足により体の
疲労回復を妨げ、日中の生活にも影響が出てきます。「年を
とったら仕方がない…」であきらめていませんか ？ 泌尿器科
医の立場から夜間頻尿についてわかりやすく説明します。
◆講師／泌尿器科診療医長 讃岐 邦太郎
◆日時／5月29日（水）15:00〜16:30（開場14:30）
◆場所／東急病院 5階会議室
◆定員／54名（応募者多数の場合は抽選、参加費無料）
◆申込方法／往復ハガキまたは FAX で、①開催日 ②郵便番号・住所
③氏名 ④電話番号 ⑤FAX 番号を明記のうえ、5月5日
（日・祝）
まで（消印有効）に下記宛先にお送りください。
◆宛先・お問い合わせ／〒145-0062 大田区北千束3-27-2 東急病院
A03-3717-7867 月〜金 8:45〜17:00（祝日、年末年始などを除く）
B03-3717-4138 http://www.tokyu.co.jp/hospital/

■ショッピングセンター情報
Shopping Information
････････････････････････････････････････････ 東急百貨店

G.W. はシブヤでナゾトキ体験 ！

渋谷駅･東横店、渋谷･本店、渋谷ヒカリエ
ShinQs
（シンクス）
の 3店舗で、店内に仕掛け
られた
「ナゾ」を解き明かす体験型『ナゾトキ
ゲーム』
を開催します。
各店それぞれのゲームで、大人も子どもも
楽しめるワクワク体験をお楽しみください。
◆各店のゲーム内容
［渋谷駅 ･ 東横店（10:00〜21:00）］
「名探偵の証」世代を超えてハマル探偵ゲーム
［渋 谷 ･ 本 店（10:00〜19:00）］
「勇者と隠されし3秘宝」キッズもパパもママも楽しめる宝探し
［渋谷ヒカリエShinQs（10:00〜21:00）］
「盗まれた絵画の秘密」大人の好奇心をくすぐるナゾトキゲーム
◆期間／4月25日（木）〜5月1日（水）
◆参加方法（参加費無料）／対象店舗 1 階特設カウンターなどで配
布している「ナゾトキリーフレット」をご覧のうえ、各店の「ナゾ」
を解き明かしてください。
◆お問い合わせ／03-3477-3165 東急百貨店
http://www.tokyu-dept.co.jp/

････････････････････････ クイーンズスクエア横浜［アット!］

横浜に初出店！ アメリカンイーグル アウトフィッターズ
4 月26日（金）
、クイーンズスクエア横浜［アッ
ト！］3rd 1Fに、
『アメリカンイーグル アウト
フィッターズ クイーンズスクエア横浜店』が
オープン！ デニムを中心としたトレンド性の高
いカジュアルファッションを提供し、ファッション
の持つ楽しさや豊かさを提案します。
◆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/

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、運行情報を携帯電話やスマートフォンに
メールでお知らせするサービスです。運転を見合わせた場合は、続報も配信します。ご登録はこちらから→http://tokyu.jp/

････････････････････････････････････たまプラーザ テラス
ゴールデンウイークは、期間限定ショップやエンターテインメント
ショーなど、家族みんなで楽しめるイベントを開催！

「チャオパニック ティピー」×「きかんしゃトーマス」
コラボショップ
素材と着心地にこだわったアイテムを取り
そろえた人気ショップが、
「きかんしゃトー
マス」とコラボレーション！コラボアイテ
ムを購入すると、オリジナルグッズをプレ
ゼント。また、期間中はトーマスのゲーム
もブースに登場します。

館蔵「春の優品展」〜和歌の世界〜開催中
和歌から派生した絵画 ･ 書 ･
茶道具 ･ 古典籍などを中心に重
要文化財 7点を含む名品約 70
点を展示し、
「万葉集」
「古今和
歌集」などの名歌が生み出す雅
な世界をご覧いただけます（期
間中、一部展示替えあり）
。

ⓒ2013 Gullane(Thomas)
Limited.

「ドラムストラック」＆「ピーターパン」イベント
舞台・客席全員でドラムを一緒に叩く、
誰 も が 楽しめる体 験 型 の イ ベントと、
「ピーターパン」のスペシャルライブを
行います。
◆日時／5月4日
（土・祝）
13:00〜 15:00〜
◆場所／ゲートプラザ 1F フェスティバルコート

源氏物語絵巻

夕霧

◆期
間 〜 5 月 6 日（月 ･ 休）
◆休 館 日 毎月曜日（4 月29日･5 月6日は開館）、4 月30日（火）
◆開館時間 10:00 〜 17:00（入館は 16:30 まで）
◆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/

読者プレゼント

五島美術館 次回展示（5月11日〜6月16日）

「近代の日本画展」
のペアご招待券を
抽選で 10組20名さまにプレゼント !

※荒天時は会場変更の可能性あり

◆お問い合わせ／045-903-2109 たまプラーザ テラス
http://www.tamaplaza-terrace.com/

･･････････････････････････････････････････ レミィ五反田

レミィ五反田 5th Happy キャンペーン
〜あなたとのご縁で 5周年〜

4月23日
（火）
に5周年を迎えるレミィ五反田では、5月6日
（月･
休）まで、お客さまへの感謝の気持ちを込めたキャンペーンを
実施しています。楽しい企画が盛りだくさん！

★5th Anniversary 大抽選会

5 月2日
（木）
から6日
（月・休）
まで、旅行やホテル宿泊券などの
豪華賞品が当たる大抽選会を開催！レミィ五反田の各ショップ
からの賞品も多数ご用意。このチャンスをお見逃しなく。
◆期

国宝

※ 4 月27日
（土）
〜 5 月6日
（月･ 休）
は、国宝
「源氏物語絵巻 鈴虫一
･ 鈴虫二 ･夕霧 ･ 御法」
と、
「源氏物語」
の古写本を特別展示予定。

◆期間／4月30日（火）〜5月6日（月 ･ 休）
◆時間／10:00〜21:00（ゲームは 18:00まで）
◆場所／ゲートプラザ 1F ポケットコート

間／5月2日（木）〜6日（月 ･ 休）11:00〜20:00

※6日のみ 21:30まで

◆場
所／レミィ五反田4F 吹抜広場
◆参加条件／抽選券1枚につき 1回の抽選に参加できます。

館蔵の近代日本画コレクションから、横山大観、川合玉堂などの作品約40点を展示

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。

締め切り

★似顔絵イベント

似顔絵のプロがお客さまの笑顔を１枚１枚心を込めてお描きします。
間／5月4日（土・祝）･5日（日・祝）11:00〜18:00
（受付終了17:30）※各日先着80名さま
◆場
所／レミィ五反田8F 特設ブース
◆参加条件／当日のお買い上げレシート（税込 2,000 円以上）を
8F 特設ブースでご提示いただいたお客さま（レシ
ート合算不可）
。

※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

東急お客さまセンター

A 03‑3477‑0109 B 03‑3477‑6109

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）
。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2013年5月号（通巻398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）

◆期

◆お問い合わせ／03‑6422‑0315 レミィ五反田
http://remy-remy.com/

5 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

※4 月15日
（月）〜5 月6日
（月・休）の期間中、レミィ五反田の各ショップで、
ご利用金額2,000円（税込）以上で抽選券を１枚進呈（レシート合算不可）
。

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4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

ツイッターでも配信中！
@tokyu̲oﬃcial をフォロー

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

毎年人気のケータイスタンプラリー
「国盗りおにごっこ」。 今回は、スポット
攻略やクイズ勝負など、頑張るほどにワ
クワク感が増す要素や協力プレイなど
が加わりました。

◆販売期間
◆販売価格
◆販売場所

PASMO・Suica をタッチしてラッキークーポンをゲット！

◆お問い合わせ

国盗りおにごっこ2013

五島美術館からのお知らせ

線路に人が転落したら、

非常停止ボタンを押してください。

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。

【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。

