■特集
Focus

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

◆引き続き、減災対策を進めます
2013年度は、五反田駅・
下神明駅などの駅付近高
架橋や、田園調布駅付近、
青 葉 台 駅 付 近 のトンネル
などで耐震補強工事など
を進めます。

◆ 導入車両の特徴
①ポスト新長期排出ガス規制をクリアした、地球環境に優し
い車両です。
②ハイブリッドノンステップバスは、発進や加速にモーター
を使うことにより排出ガスを低減できます。

◆ホームや踏切の安全対策を進めます
駅構内のバリアフリー化とホームからの転落事故防止策
を進めており、2013 年度は、中目黒駅と学芸大学駅に
ホームドアを設置します。
◆どなたでも利用しやすい駅を目指して
多機能トイレの設置やエスカレーターの増設、駐輪場の
新設など、さらなる快適性の向上に取り組んでいきます。
また、2013 年度に下神明駅のバリアフリー化が完了す
ると、東急線全駅でバリアフリールートが確保されます。
◆駅や車両の環境対策を進めます
東横線の 18 両を節電や環境に配慮した新型車両 5000
系に更新するとともに、 駅構内照明のＬＥＤ化を進め、
2013 年度は二子玉川駅や溝の口駅、蒲田駅などの構内
照明をＬＥＤ照明器具に更新します。

a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

祐天寺駅での特急・通勤特急・急行列車の通過線整備など、
速達性向上に向けた取り組みを行います。

（火）
発 行

東急線全線の駅構内図のほか、
多機能トイレ、エレベーターなどのバ
リアフリー設備や車両停車位置など、
駅や電車をより便利にご利用いただ
くための情報が満載です。
沿線の商業施設ガイドも掲載して
おり、東急線でのお出掛けにご活用いただける一冊です。
■配布場所

東急線各駅の窓口（こどもの国線、世田谷線を除く）
ご希望のお客さまは、駅係員にお声掛けください。

夏季臨時ダイヤで運行します
７月１日（月）から９月２７日（金）
まで、 東 急 多 摩 川 線と池 上 線
は、平日朝の時間帯に列車の運
行時刻を変更します。
さらに、 池上線では、夕夜間
に雪が谷大塚〜蒲田間の運転区間を延長するなど、夏
季臨時ダイヤで運行します。
詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

9 月30日
（月）
まで、新型車両
（5000
系・6000 系・7000 系）は、日中
（10 〜
16時）
の車内冷房温度を27度に設定し
て運行します。実施車両は車体側面に
ステッカーを掲出しています。
お客さまのご理解、ご協力をお願いします。
なお、この取り組みは、環境省と連携した地球温暖
化防止に向けたもので、2012 年度は、この取り組みに
より約238t の CO2 を削減することができました。

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

9億9,565

10億6,667

10億6,259

10億8,949

10億6,536

10億1,849

●東横線････････････････････････････1,145,592 人
●目黒線･･････････････････････････････332,590 人
●田園都市線････････････････････････1,188,720 人
●大井町線････････････････････････････453,253 人
●池上線･･････････････････････････････222,448 人
●東急多摩川線････････････････････････143,646 人
●こどもの国線･････････････････････････ 12,721 人
●世田谷線･････････････････････････････ 55,057 人
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■路線別 1 日平均輸送人員（カッコ内は対前年比）

（＋2.8%）
（＋2.6％）
（＋2.2%）
（＋3.3％）
（＋2.6％）
（＋1.7％）
（＋9.9％）
（＋2.9％）

1,092,861 人 4 位
335,988 人 5 位
241,718 人

溝の口駅
中目黒駅

193,197 人
190,774 人

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

第97回 「血管の病気」〜健康寿命を延ばすために〜

TOKYU MUSICAL PROGRAM 2013
〜 FOR TEENAGERS 〜

健康寿命を延ばすためには、丈夫な血管を作り、脳卒中
や心筋梗塞など生命に関わる重大な病気を未然に防ぐこと
が重要です。今回はよく知られている血管の病気について
対策から治療までを分かりやすく説明します。

10 代の皆さんに本場ブロードウェイミュージカルに触
れていただき、ご家族で楽しんでいただくミュージカル
鑑賞です。本年は、東急シアターオーブ開業 1周年記念
公演
「ドリームガールズ」
にご招待します。

◆講師／診療副部長 宇都宮 正範
◆日時／7月16日（火）15:00〜16:30（開場14:30）
◆場所／野村證券 自由が丘支店 B1 ホール
◆定員／105名（参加費無料、応募者多数の場合は抽選）
◆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、7月1日
（月）
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-hospital.jp/

ブロードウェイ・ミュージカル「ドリームガールズ」に900組1,800名さまをご招待

◆日
時
◆会
場
◆募集人数
◆応募締切

8月4日（日）12:30〜
東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
13〜19歳のお子さまと保護者
のペア 900組1,800名さま
7月3日（水）

※インターネットでご応募ください。
※応募多数の場合は抽選となります。

◆お問い合わせ

東急お客さまセンター

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

6月28日（金）
〜7月15日（月・祝）

最新のガールズファッションから雑貨
まで 4 つのフロアで最大 70％OFF の
セールを開催。 お得なお買い物のチャ
ンスです。

RISE SALE
二子玉川ライズ S.C.

■駅の乗降人員（ 1 日平均 ･ 上位 5 駅）
渋谷駅
横浜駅
目黒駅

[ａｔ
！]SUMMER BARGAIN
クイーンズスクエア横浜 [ アット！]

◆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/

9億

1位
2位
3位

夏物商品がとってもおトクなセール情報！
●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●

東急病院開院60周年記念イベント「無料簡易健康チェック」
7月6日（土）10:00〜15:00 東急病院西口エントランスホールで開催

《検査項目》身長、体重、血圧、骨密度など

◆お問い合わせ／03-3718-3674 イベントプロジェクトチーム

6月27日（木）
〜7月11日（木）

いつものあなたに、 ありがとうの気持
ちでおトクなおトクな15日間をお届け
します。
6 月27日（木）から30日（日）までは、
ゆっくりとお買い物ができるよう、お買
い上げ品の一時お預かりサービスや、配送エリアを拡大した
当日配達サービスをご用意しています。
◆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/

TERRACE the sale
たまプラーザ テラス

全国の鉄道ファン集まれ ！

「伊豆急でんしゃまつり2013夏」
開催！

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

入場
無料

伊豆急行のお客さま感謝イベ
ント「 伊 豆 急 で ん しゃ ま つ り
2013 夏」を開催します。 大人気
の「AT カート乗車体験」や「ミニ
黒船電車」
「鉄道グッズ販売」な
ど、楽しい企画が盛りだくさん！ぜひお出掛けください。
◆日
◆場

時
所

7 月 28 日（日）10:30 〜 13:00
伊豆急行線伊豆高原駅構内
（「伊豆高原駅・やまも口」下車徒歩約 7 分）
◆入場料 無料

※雨天の場合は、一部内容を変更して開催します。
※電車の運行状況その他の理由により、時間の短縮または中止とな
る場合があります。
※必ず運動靴でご参加ください。

◆お問い合わせ

読者プレゼント

伊豆急行企画部営業課
A0557-53-1116（ 9:30 〜18:00 土休日を除く）

通巻400号記念豪華プレゼント

ホテル伊豆急 ペア宿泊券を
（１泊２食付き）

抽選で 2組4名さまにプレゼント!
※プレゼント宿泊券のご招待期間は 9/2（月）〜12/27（金）です。

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27日（木）
〜7月7日（日）

100 店舗以上が 10 〜 70％OFF のセ
ールを開催 ！ トレンドものも定番も
のも、一気にプライスダウン ！
セール期間中は、手荷物預かり所、宅配便受付カウンターな
ど
「お買い物サポートサービス」
も実施します。

7 月19 日（金）（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）
。

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

納涼テラス

たまビア

夏の風物詩「たまビア」を今年も開催。「家族
で楽しめるビアガーデン」をテーマに、テラス
ダイニング各店舗でファミリー向けのクイック
メニューやビールを販売します。
いろいろなシーンでたまビアをお楽しみくだ
さい。
◆期間／6月20日（木）〜9月16日（月・祝）
◆場所／ゲートプラザ 3F テラスダイニング
◆お問い合わせ／045-903-2109 たまプラーザ テラス
http://www.tamaplaza-terrace.com/

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2013年7月号（通巻400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6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

東急線
運行情報

メール

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/

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

「東急線駅施設ガイド2013」

7/2

C 東急多摩川線・池上線

「クールビズトレイン」を運行します

2. 輸送力増強に 120億円

東急線各駅のインフォメーションポケット（ラック）

9億8,475

20

安全で快適な輸送と
「人と環境にやさしいバス」
を目指して、
2013 年度に 32 億円の設備投資を行い、バリアフリー対応
車両を含め 74 両を導入していきます。これにより、東急バス
車両のバリアフリー対応車の割合は、91％になります。

■配布場所

10億5,698
9億8,471

10億

06

本年度導入のハイブリッド車

（万人）

10億6,544

20

鉄道事業者の最大かつ最重要の責務である安全対策に
一層注力します。また、すべてのお客さまに安心して快適
にご利用いただける鉄道を目指します。

安全輸送と環境対策に
32億円を投資します

■東急線の輸送人員の推移
11億

05

１. 安全対策とサービス向上に 368億円

c 東急バス

2012 年度の輸送人員は、東急電鉄
（電車）
が全線合わせ
て10 億 8,949 万人
（対前年 2.3％増）でした。1日あたり
298 万人のお客さまにご利用いただいたことになります。

20

a 東急電鉄 鉄軌道事業

今年はいつから？

2012年度 運輸実績

04

̶引き続き、安全対 策に取り組みます̶

昨年発行した
「震災時安全
ハンドブック」
を改訂し、大規
模地震発生時にお客さまに
お願いしたいことや東急線の
災害対策をまとめ直したほ
か、東急線の駅周辺地図に
ついても、一時滞在施設などの情報を更新しました。
万が一に備えて、お出掛けの際にぜひお持ち歩きくだ
さい。

ご報告

20

駅・高架橋の耐震補強やホームドア設置など、
総額488億円の設 備投資を行います

（火）
発 行

03

「震災時安全ハンドブック」

6/25

20

2013年度 設備投資計画

̶̶ 夏だ！ 伊豆へ行こう！ 伊豆急からのお知らせ ̶̶

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。

