a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

運輸司令所
〜「安全」
「正確」
「快適」な運行を支えています〜
の運行は、運輸司令所の司令員
東急鉄道線全線（※）
が豊富な知識と経験を生かして管理しています。 初
電から終電まで、すべての列車の運行状況を把握し
迅速・適切な指示を行い、 毎日の安全運行を守って
います。 ※世田谷線（軌道線）は世田谷線管区が運行を管理。
運行管理
刻々と変わる運行状況や相互直
通運転を行う各社の情報など、
さまざまな情報を一元的に管理
し、的確な指示や最適な運転整
理を行うことで、列車の安全 ･ 安定運行に努めています。
自然災害への備え
早期地震警報システムや沿線の気象情報（風速・雨量・
震度など）を集中監視するシステムを導入しており、必要
に応じて警戒態勢を各部門に指示します。
お客さまへの情報発信
東急各線と関係他社線の運行状
況や振 替 輸 送 情 報などを、 駅・
車 内 の 表 示 器やホームページ、
運行情報メール配信などさまざま
な形でお客さまに正確かつ迅速に
発信しています。また、関係部門
や関係機関への連絡・情報提供
を行う役割も担っています。
1 日あたり約 298 万人（２０１２年度実績）のお客さまが利用
される東急線の安全確保と安定運行に、運輸司令所の司
令員は日々努めています。

次世代ステンレス車両
「sustina（サスティナ）」デビュー
当社と
（株）
総合車両製作所が共同開発した次世代ステ
ンレス車両
「sustina（サスティナ）
」
の第 1号車両を、東急
電鉄5050系として5月に東横線へ導入しました。
■ sustina の主な特長

車両構造の変更や骨組の軽量化などにより、アルミ車両と同
等の車体軽量化を実現。
軽量化により省エネルギー性が向上。

外観・内装ともに、
フラットですっき
りしたデザイン。

街の緑を増やそう！
「乗ってタッチ みど＊リンク」
4 月1日から、
「乗ってタッチ みど＊リンク」
を開始しまし
た。環境にやさしい電車やバスで東急線沿線の商業施設
へお出掛けして専用端末にタッチすると、沿線の緑化支
援活動
「みど＊リンク」アクションの活動資金として、1タッ
チにつき5 円を当社が拠出します。お客さまには
「乗って
タッチ TOKYUポイント」
から10ポイントが付与されます。
沿線に緑を増やす活動に、一緒に参加しませんか？
■参加方法

①専用端末で交通 IC カード（PASMO または Suica、
モバイル Suica）と TOP& カードの登録手続きを行う。
②端末設置施設へお出掛けして、端末に交通 IC カードを
タッチ ※お一人さま1日1回まで。
■「乗ってタッチ TOKYU ポイント」専用端末設置施設
渋谷ヒカリエ ShinQs、東急百貨店 渋谷駅・東横店、二子玉川ライズ
S.C.、たまプラーザ テラス、クイーンズスクエア横浜 [ アット!]
■お問い合わせ

東急お客さまセンター

詳細は、 駅にあるチラシ、 または東急電鉄ホーム
ページをご覧ください。

■東急イベントニュース
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ゆるり散策、私鉄沿線

花と寺社めぐりスタンプラリー

私鉄 9 社共同企画「花と寺社めぐり
スタンプラリー」を開催しています。
参加各社の沿線にある花と寺社の名所
を巡り、 最寄り駅に設置されたスタン
プを集めると、抽選ですてきな賞品が
当たります。
東急線では、 奥沢駅と上野毛駅に
スタンプを設置しており、奥澤神社
（奥沢駅）
と五島美術
館・庭園
（上野毛駅）
を紹介しています。五島美術館では、
アジサイとガクアジサイが 6 月上旬〜 7 月上旬に見ごろ
を迎えます。

「花と寺社めぐり×ＯＬＹＭＰＵＳフォトコンテスト」
も同時開催

散策のすてきな思い出写真をどんどん投稿してくだ
さい ! 入賞された方には豪華プレゼントもあります。
◆期間 〜9月1日（日）
◆お問い合わせ 東急お客さまセンター

詳細は、駅にあるパンフレット、またはゆるり散策ホーム
ページをご覧ください。http://www.yururi-sansaku.jp/

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。

〜駅から駅へ。マップを持って、楽しく歩こう!! 〜

第15回 私鉄リレーウォーク

西武 ､ 京王 ､ 小田急 ､ 東急の 4 社
合同で、春から秋にかけて計4回に
わたり、 各社の駅間をリレー形式
で歩くイベントを開催します。各区
間を歩くごとに「参加賞」を、さら
に全 4 区間を完歩すると「完歩賞」
をプレゼントします。
5 月25日（土）に開催される第1 区は、東急線二子玉
川駅から京王線桜上水駅にかけての約 11km で、馬事
公苑や烏山川緑道など、 新緑の季節に気持ちの良い
コースです。
各日ともに参加人数に制限はありませんので、 ぜひ
ご参加ください。
◆開催日とコース
二子玉川駅⇒砧公園⇒馬事公苑⇒烏山川緑道⇒芦花
第1区
5/25（土） 公園⇒京王線 桜上水駅（約11km）
京王線 府中駅⇒大國魂神社⇒府中の森公園⇒浅間山公園
第2区
6/29（土） ⇒小金井公園⇒西武新宿線 花小金井駅（約12.5km）
西武新宿線 東伏見駅⇒武蔵関公園⇒井の頭恩賜公園
第3区
9/28（土） ⇒祖師谷公園⇒小田急線 成城学園前駅（約12.5km）
小田急線 登戸駅⇒生田緑地⇒二ヶ領用水
第4区
10/26（土） ⇒菅生緑地⇒たまプラーザ駅（約10km）
※参加費・事前申し込みは不要
（往復の交通費・昼食代などは、各自の負担）
、
雨天決行。
※当日9:30〜11:00に各スタート駅で受け付けをしてください。
※ゴール受け付けは 15:30までです。
※見どころは変更となる場合があります。

◆お問い合わせ

東急お客さまセンター

詳細は、駅にあるチラシをご覧ください。

五島美術館「館蔵

近代の日本画展」

五島美術館所蔵の近代日本画
コレクションから、 橋本雅邦、 横
山大観、 川合玉堂、 下村観山な
ど、明治から昭和にかけての近代
日本を代表する日本画家の作品
約 40 点を展示します。 宇野雪村
コレクションの文房具も同時公開。

クリーン大作戦

世田谷線沿線 12カ所で、地域や
商店の方などが駅前と商店街を清掃
する
「クリーン大作戦」
を実施します。
この活動の参加者には、12 の商店
街で共通の割引券
「せたがやせん沿
線ポイント券」
をプレゼントします。ぜひ、ご参加ください。
◆日 時 6月2日（日） 9:00〜10:00
◆場 所 世田谷線沿線の駅と12 の商店街
◆お問い合わせ たまでんカフェ山下 A03-5426-3737

詳細は、世田谷線各駅のポスター、または世田谷線
車内広告をご覧ください。

2012年度にいただいたご意見 ･ ご要望
〜これからも、お客さまの声とともに〜

東急お客さまセンターでは、2012 年度に約 17 万
2,300 件のお客さまからの声をいただきました。 その
うち約4.4％（約7,600件）がご意見 ･ ご要望でした。内
訳は、以下の円グラフのとおりです。
運行
（輸送障害、ダイヤなど）
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※件数は 100件未満で四捨五入

教育･接客 11％

日本心神 横山大観筆
昭和15年（1940）作

施設･設備
（駅や車両など）
20％

３月からは、 駅以外の場所にいらっしゃるお客さまへ
の迅速な運行情報の提供を目的に、ツイッターでも東急
線の運行情報を配信しています。また、携帯電話・スマー
トフォンに運行情報をメール配信するサービス「東急線
運行情報メール」
についても、従来は第一報のみを配信
していましたが、同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配信を開始しました。
東急電鉄では今後も、 お客さまのご意見 ･ ご要望を
参考にさせていただき、 より快適な鉄道を目指してま
いります。
◆お問い合わせ

期 間 中、[ アット！ ] で の お 買 い 上 げ
3,000 円ごとにクイズ付きの応募券を
お渡しします。クイズの答えと必要事
項を記入のうえ館内の応募ボックスへ
投函すると、抽選でお買物・お食事券
が当たります。
【賞品】１等 お買物・お食事券 １０万円分… １名さま
２等 お買物・お食事券 ５万円分… ５名さま
3等 お買物・お食事券 500円分…100名さま
◆期間／6月1日（土）〜27日（木）
◆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/

毎 月 最 終 日 曜 日 は 二 子 玉 川 ライズ
S.C.ファミリーデー！
ガレリアに巨大プレイマットが登場しま
す。靴を脱いで思いきり遊べる空間で、
小さなお子さまも安心。
◆日時／5月26日（日）10:00〜19:00
◆場所／二子玉川ライズ ガレリア
◆お問い合わせ／03-3709-9109
二子玉川ライズ S.C. インフォメーションセンター
http://sc.rise.sc/

････････････････････････････････････たまプラーザ テラス
件数

放送 5％

第96回 「美味しく食べて健康的に長生き」
肥 満・糖 尿 病・高 血 圧・脂 質 異 常 症 な ど の 生 活 習 慣 病 を
予 防・改 善 し、 健 康 的 な 生 活 を 送 る た め に は、 毎 日 の 食
事が大切です。 食材や食べる量、 順番のほか、 塩分の控
え方のコツなどもお話しします。
◆講師／管理栄養士 山中 けい子
◆日時／6月27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（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、6月5日
（水）
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 医療連携室
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/

巨大プレイマットで遊ぼう !

ご報告

鉄道以外 11％

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

･･･････････････････････････････････ 二子玉川ライズ S.C.

■東急電鉄へ寄せられたお客さまの声
Customer's Voice

鉄道関連その他
7％
制度
5％

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

ウキウキプレゼントキャンペーン

2012年度に、お客さまからいただいたご意見 ･ご要望の内訳

◆期
間 〜6月16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/

田園都市線
分散乗車のお願い

世田谷線 駅と商店街のコラボレート

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

東急お客さまセンター

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/

シールと画材を使って楽しい絵本づくり
シールやカラーペンを使って、手のひらサイズ
の絵本をつくろう！出来上がった絵本はお持ち
帰りいただけます。
◆日時／6月9日（日）13:30〜16:00
※13:00〜受付開始、途中参加可能

◆場所／ゲートプラザ 2F プラーザホール by イッツコム
◆定員／先着80名 ※参加費無料
◆対象／5歳〜小学6年生
◆お問い合わせ／045‑903‑2109 たまプラーザ テラス
http://www.tamaplaza-terrace.com/

シューズショップ「JUMP（ジャンプ）」OPEN!
1975 年にライフスタイルフットウェアブ
ランドとして誕生し、洗練されたデザイン
からアメリカでは多くのセレブリティに
愛用されています。世界約 30カ国で展
開する人気ブランドが、5 月18日にたま
プラーザ テラスにオープンしました。
◆場所／ゲートプラザ 2F
◆お問い合わせ／045‑905‑0835（JUMP）

読者プレゼント

東急線キャラクター
「のるるん」

オリジナルマスコットキーホルダーを
抽選で 10名さまにプレゼント!

※非売品

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

6 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
※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）
※5月13日（月）〜９月27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）
。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2013年6月号（通巻399号）
■発

行

東京急行電鉄株式会社
A 03‑3477‑6330

月〜金 8:30〜17: 00 ( 祝日、年末年始を除く）
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5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

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

【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。

