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↑
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※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。

た

★★料

ご利用の際は、
店舗で本誌
「HOTほっとTOKYU」
9月号をご提示ください。
特典実施期間は2013年9月30日まで。他サービスとの併用不可。

わ っ た★

〔特典〕
について

酵にこ

だ

大岡山駅

←至日吉
至大井町→

文

■03-3718-3331 ■大岡山駅上 ■大田区北千
束3-27-2 ■ http://www.tokyu-hospital.jp/

菜にこ

発

わっ

東急
ストア

康効 果は、
10 0% 植物 原料 の健
ロールの
ステ
コレ
酸、
飽和脂肪
です。
摂取が少なくなること

管理栄養士
山中けい子さん

野

菜にこ

野

だ

↑

●

〔特典〕
かもし堂ランチセットご注
文の方1名さまに甘酒1杯サービス

開院60周年を迎えた東急病院で、生活習慣
病の治療、予防を食生活からサポートしてい
るのが、糖尿病療養指導士の資格も持つ管
理栄養士の山中けい子さんです。東急病院
では、治療はもちろん、人間ドックや一般健
診、生活習慣病健診なども行っています。疾
病の早期発見や予防にお役立てください。

菜にこ

わった

文

246

●

■03-3492-9997 ■不動前駅 徒歩
1分 ■営業/11:30〜14:00、18:00〜
23:30（L.O.23:00）、木曜・日曜はディ
ナーのみ ■定休日/水曜 ■品川区西
五反田5-12-3

にこだ

だ

三田橋 〒

●

至目黒→

不動前駅

シングルは280円、
ダブルとお持ち帰り
用カップは390円

※テイクアウトも可能
■03-6459-5572 ■大岡山駅
徒歩5分 ■営業/11:00〜19:00
■定休日/水曜 ■目黒区大岡山
1-4-5

アイス10％オフ
〔特典〕

←至日吉

野

豆

わった

●

量
バランス の良 い食 事とは適
海草 、
の主 食、主菜 が１品 、野菜 、
こと
きの こな どが 十 分に ある
ス
です。定食スタイルはバラン
良く魅力的です。

←至
鷺沼駅
中央林間
フレル
さぎ沼

■044-948-8514 ■鷺沼駅 徒歩
10分 ■営業/11:00〜20:00、土曜
11:00〜22:00
（L.O.21:30） ■定休
日/火曜 ■川崎市宮前区有馬5-1-1

文

トマトとバ ルサミ
コ酢を使った、酸
味の効いた新しい
感覚の「ドマーニ」

肉や乳製品･卵は使わない、豆料理
専門店。タンパク質や食物繊維の多
い大豆系、ほくほくした食感のいん
げん系など30種類近い豆を取り扱
う。モチモチの自家製酵素玄米や酵
素ジュースはおすすめ。

穀にこ

わった

★料

蒲田駅

←至
多摩川

JR 大田
区民ホール
アプリコ

塩麹漬けの魚か肉、サラダ、十穀米、味噌汁、発
酵漬物、こだわりの発酵前菜3種盛りがついた
ディナーメニュー 飲み物は甘酒かコーヒーか
紅茶の中から かもし堂発酵セット 1,500円

食事やデザートまで、全てのメニュー
に発酵食品を使用している。不定期
に味 噌 や 甘 酒 造りの 発 酵 教 室イ
ベントなどがある。店内奥の発酵蔵
では、全国を回って集めた珍しい調
味料や発酵食品の販売も。

乳製品の代わりに
玄米のミルク、砂糖の代わりに
アガベ（植物のリュウゼツラン、
テキーラの原材料にもなる）
シ
ロップを使用した、コクがある
のにあっさりとキレの い い 食
感 の アイス。店内では日替わ
りで6種類のアイスをご用意。

至目黒

←至
五反田

店頭では、有機野菜
の販売もしている。

膳にこ

だ

夜にお食事の方、
〔特典〕
ドリンク1杯サービス

ひるの定食 1,200円

ます。

黒 豆・金 時 豆・黒
ゴマ使用で、濃厚
な がら な めらか
な口当たりの「墨
衣
（すみごろも）
」

（健康日本21より）
は１日100g
※日本人の豆類の摂取目標

雑

わった

肉・乳製品・卵・白砂糖は一切使わない
玄米菜食中心のカフェ。手作り感あふ
れる店内は、大通りの喧騒も忘れてと メインのおかず（3種から選ぶ）、本日のお惣菜
が3種、玄米ご飯、みそ汁、おしんこ、健康茶が
ても落ち着く。玄米ご飯と、野菜たっぷ セッ
ト。写真のメインのおかずは、大豆で作った
りの食事でまったりと時を過ごそう。 「なんちゃって鶏の唐揚げ」

を
麹菌が生み出す酵素が食材
を出
柔らかくしたり、深い 旨み
この旨みを利用して減塩で
し、
き
もお いしく食 べることがで

旬 の 野 菜と果 物と砂
糖を混ぜて発酵させ
た 自家製酵素ジュー
ス 400円 ※ランチご
注文の方

は、コレ
大豆に含まれるイソフラボン
骨粗鬆
ステロール値の上昇を抑制、
症状の
症の予防、更年期障害による
チエイ
アン
よる
用に
化作
抗酸
、
緩和
。
ジングなどの働きがあります

だ

左から、八丁味噌を練り込んだ味噌クレーム
ブリュレ、季節のフルーツ甘酒漬け、3年熟成
みりんを煮詰めたシロップのバニラアイスの
みりんシロップがけ。
どれもやさしい甘さの、
発酵スイーツ3点盛り 700円

■03-6715-7711 ■蒲田駅 徒歩5分
■営業/11:30〜14:00、17:00〜21:00
(L.O.20:30）■定休日/日曜･祝日、第2･4
月曜、不定休あり ■大田区蒲田4-31-1

き!
〔特典〕付

にこだ

わった

発

至三軒茶屋→

菜にこ

●

薬

甘さは控えめ、
コレステロール
ゼロ、玄米ミルク
たっぷりのバニラ
味
「玄米ミルク」

酵にこ

至溝の口

■日程/9月15日
（日）10:00〜15:30（雨天決行、荒天時は前日判断）
※会場入口でさんま引換券を配布。
■場所/田道広場公園、目黒区民センター、田道小学校、田道ふれあい橋ほか（目黒駅 徒歩10分）
■お問い合わせ/03-5722-9278 目黒区文化･交流課内目黒区民まつり実行委員会事務局

●

至渋谷

目黒区の友好都市・気仙沼から届くさんまは、なん
と5,000尾！大 分のカボスを添えて秋の味覚を味
わおう。ふるさと物産展、おまつり広場のステージ、
落語、子ども向けイベントなど盛りだくさん。

松陰
神社前駅

至渋谷→

だ

第37回 目黒のＳＵＮまつり（目黒区民まつり）

←
至下高井戸

自由が丘駅

→

目黒

野

ストレートでも牛
乳や豆乳で割って
もおいしい！ノンア
ルコール、ノンシュ
ガーの玄米甘酒
楽らく玄米 850円

至溝の口

←至横浜
フレル・ウィズ
自由が丘
九品仏川緑道
至大井町

●東急電鉄×コロプラ スタンプラリー2013
●定期券のお求めはお早めに
●東急線キャラクター
「のるるん」
キーホルダーを販売します
●東急バス
二子玉川駅・渋谷⇔成田空港 直通バス開業

っ た★

■日程/9月14日
（土）、16:00〜21:00 ねぶた運行19：00〜20：45（雨天決行）
■場所/桜新町商店街サザエさん通り、駅前通り
（桜新町駅周辺）
■お問い合わせ/03-3702-7850 桜新町商店街振興組合 事務局

■03-5779-8707
■松陰神社前駅 徒歩1分
■営業/11:00〜18:00
■定休日/日曜･祝日
■世田谷区若林4-20-12

わ っ た★

サ ザ エさん 一 家 でおなじみ の 桜 新 町 商 店 街 が、
熱く盛り上がる。青森の物産展、サザエさん焼き
販売、大道芸などのイベントも同時開催。サザエ
さんのお膝元で、勇ましいねぶたを楽しもう。

秋の気配が訪れるころに気がつく夏の疲れ。カラダにやさしい「食」を探
してみませんか。オーガニックカフェや、おいしい野菜や素材にこだわ
る「食」、バランスの良い「食」でのんびりカラダもココロも癒されよう。

お豆と有機野菜をふん
だんに使った、お豆と野
菜の五菜定食 1,000
円 。し ぼ り た て 野 菜
ジュースがセット

わった

第10回 桜新町ねぶた祭

フレル・
ウィズ自由が丘

マフィン各種
180円〜

だ

桜新町

●

9

Sep.2013

豆

だ

■日程/8月25日
（日）9:50〜11:30（レース） ※雨天･河川増水時は中止
■場所/スタート会場:第三京浜ガード下から上流約100ｍ地点の多摩川河川敷、
ゴール会場:谷沢川河口付近
（※スタート会場まで 二子玉川駅 徒歩15分、
二子玉川駅･多摩川駅から東急バス[玉11]「野毛桜堤」下車すぐ）
■お問い合わせ/090-5754-6107 世田谷区アドベンチャーin多摩川実行委員会（金子）

至渋谷→

自由が丘駅

米
玄米と米 麹の みで 作った玄
酸、
甘 酒 に は 天 然 の ア ミノ
ビタミンB1、E、食物繊
GABA、
作用、
維が豊富。疲労回復、整腸
。
美肌などの効果があります

第16回 アドベンチャーin多摩川 いかだ下り大会
夏の恒例、多摩川いかだ下り。世田谷区の小中学
生が、工夫を凝らした手作りいかだで多摩川を下
る、約1.2キロのタイムレース。川岸から、頑張る
子どもたちに声援を送ろう！

至溝の口

←至横浜

■03-3717-2566 ■自由が丘駅 徒
歩3分 ■営業/11:30〜16:00、17:00
〜23:00(L.O.22:00)、土曜・日曜11:30
〜23:00(L.O.22:00) ■定休日/年末
年始 ■目黒区緑が丘2-25-17

自家製薬膳デザート クコ
の実や白きくらげの入った
杏仁豆腐 蜂蜜ジュレ添え
300円 ※健美麺ご注文の方

No.402

わ

玄米甘酒をミルクとコーヒーで割っ
た、玄米みるく氷コーヒー480円と、
しょうゆの香りとショウガがきいた
松陰神社マフィン200円。セットで
頼めばマフィンは150円

文

※東急病院 管理栄養士 山中けい子さんに
カラダにやさしい食事への一言をお願いしました。

玄米と米麹のみで作られた、玄米甘酒や調味料
を中心に全国各地に残る"昔ながらの良いもの"
を販売している、縁側のような店舗。自家製の
おからマフィンは毎日4〜5種類が店頭に並ぶ。

ご飯は玄米か五穀米(ハーフ＆ハー
フも対応)、主菜から1品、副菜から
2品選んで、ベジキチランチの出来
上がり 680円（＋100円で副菜を1
品増やせるよくばりランチもあり）

至大井町↓

池上地区まちおこし会が、地域の力を結集して実施し
ているお祭り。職人による技術の実演や展示のほか、
パレード、バザー、模擬店、ステージ、抽選会や、子ど
もも遊べるイベントがいっぱい。

築80年の民家
をリノベーショ
ンした 一 軒 家
カフェ。開放的
な中 庭も心 地
良い。

緑道
仏川
九品

第11回 池上祭

二子玉川

→
至渋谷

香 ばしくて き
駒沢通り
な 粉 によく似
●
た味 Keatsミ
スカルシェイク
400円

池上

■日程/8月25日
（日）10:00〜16:00
■場所/池上会館、池上小学校ならびにその周辺
（池上駅 徒歩10分）
（池上特別出張所）
■お問い合わせ/03-3752-3441 池上地区まちおこしの会事務局

祐天寺駅

←

目黒銀座
商店街

↑

■03-3723-2822 ■自由が丘駅 徒歩1分
■営業/11:00〜20:00 ■定休日/水曜
■目黒区自由が丘1-11-6

高価なイメージの薬膳を、日常的に
無理なく手軽に食べ続けられるよう
にと、
リーズナブルなオリジナルの
健美麺を提供。18種類の薬膳食材
のほか、野菜やキノコの入ったスー
プは滋養満点。1食で280kcal !

←

中目黒駅

●

★料

至渋谷→

←至横浜

スープには、漢方食材や烏骨鶏、具材は烏骨鶏のつ
くねや、干し鱈、白きくらげなど、貴重な薬膳素材が
いっぱい。健美麺ランチセット 980円(塩麹ナムル、
果実酢ドリンク付き)

〔特典〕
アサイースムージーを50円引き

抑制や余分な
※食物繊維の働き：血糖急上昇の
境を改善
コレステロール吸着排泄、腸内環

ミスカルを使って焼いた
雑穀ワッフルのスイーツ、
keats雑穀ワッフルwith
butter&Honey 450円

★
★

野菜畑シュークリーム 990円

、デ
薬膳には食材により、美肌
性解
トックス 、疲労 回復 、冷え
また
消などの効能があります。
バ
多品目の 食材を使 用し栄養
。
ランスも考慮されています

いろいろな旬野菜が中心のデリカテッセン。
この 夏 から
主菜5〜6種、副菜6〜7種が週替わりでメニュー 販 売 開 始 。
人気のアサ
を展開。お好きな組み合わせで選べるランチ イースムー
ジー
300円
は、営業時間内いつでも買えて人気。

ミ
ビタミン、
雑穀は白米に比べ、
用
ネラル、食物 繊維 、抗酸 化作
す。
のポリフェノールが豊富で

至横浜

■日程/8月24日
（土）
・25日
（日）12:30〜21:00
※盆踊りは24日19:00〜21:00（雨天の場合25日に順延）
■場所/大井町駅前中央通り
（大井町駅周辺）
■お問い合わせ/03-3471-9740 NPO法人まちづくり大井事務局

肉料理と、サラダと雑穀を使った7種類の惣
菜、スープ、
ドリンクがセットになったキーツ
スペシャル
（ランチ）1,500円 ※雑穀ごはん
（雑穀と51種類のブレンド米）
、雑穀ワッフル
（ミスカル使用）
を選べる

〔特典〕
店内販売の
「ミスカル」
を10％オフ

■03-6279-7753■中目黒駅 徒歩5分
左からビーツ、
■営業/10:00〜20:00（イートインはL.O.19:30） カボチャ、トマト、小松菜、
ニンジンのクリームが入った
■定休日/年中無休 ■目黒区上目黒2-44-9

〔特典〕
2,000円以上
お買い上げの方に
焼き菓子1個プレゼント

■03-6312-2003 ■祐天寺駅 徒歩
5分 ■営業/11:00〜23:00 ■定休日/
火曜 ■目黒区祐天寺2-8-12

山手通り

地元の大井権現太鼓をはじめ、ダンスやミス・ミセ
スコンテスト、地域の方々のパフォーマンスも。人
気の品川プロレス、FC東京のサイン会、子ども広場
のイベントなどもあり、2日間大いに盛り上がろう！

濃厚なクリームチーズケーキにアボカドス
ライスを載せて、
レモンのゼリーを流した
アボカドレアチーズ 525円

昔から食べられていた味わい深い雑
穀が主役のカフェ。野菜と雑穀をふ
んだんに使ったメニューは迷ってしま
う。韓国でポピュラーな飲む雑穀「ミ
スカル」
にも注目！

膳にこ

わった

第59回 大井どんたく夏祭り

採れたてのオーガニック野菜を使ったス
イーツは100種類以上。スイーツに変身
した野菜のほんのりとした香りと甘みが
病みつきに。定番のおすすめや新作、月替
わりの季節のケーキも楽しみ。

小松菜を練りこんだグリーンのスポンジ
と、上にのったプチトマトがかわいい一番
人気のグリーンショートトマト 450円

薬

の
アサイーには高い 抗酸 化力
で
あるアントシアニ ンが 豊富
、マ
ある他に 、食物 繊維 、鉄分
ビタミン
カリウム、
グネシウム、
類も多く含まれています。

だ

、
旬の 新鮮 な野 菜は おいしく
豊
栄養価の高いビタミン類が
富に含まれています。

日本一のキャベツ産地「嬬恋村」とのコラボイベント。
参加飲食店で、特製キャベツメニューを提供。トキワ
松学園も協力。イベントでは嬬恋村の委託農園で育
てた朝穫りの焼きトウモロコシ1,000本を無料配布。

大井町

穀にこ

わった

第3回嬬恋キャベツ祭り in 学芸大学

■日程/8月20日
（火）〜31日
（土）、25日
（日）15:00〜焼きトウモロコシ1,000本無料
配布（天候により中止･変更あり）、25日
（日）
・31日
（土）抽選会、Wチャンスあり。
■場所/学芸大学東口商店街
（学芸大学駅周辺）
■お問い合わせ/03-3712-5971 今井園

雑

だ

菜にこ
わっ

学芸大学

野

だ

9

東急
沿線

a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

東急電鉄×コロプラ スタンプラリー2013
人気位置情報ゲーム「コロニーな生活」で展開中の
「全国乗り物コロカ制覇の旅」をベースにした、東急
電鉄オリジナルのモバイルスタンプラリーです。 全
スポットを制覇して、アイテムをゲットしよう！
■期
間 〜9月30日（月）
■参 加 費 無料（一部有料、パケット通信費はお客さま負担）
■参加方法
①各駅の自動券売機で
「東急ワンデーオープン
チケット
（おとな）
」
を購入
※ワンデーオープンチケットは、スタンプラリー実施
期間中販売しています。

③携帯電話・スマートフォンで、コロプラ「コロ
ニーな生活」にアクセスして「コロカ」カード
に記載のシリアル番号を入力
アイテム「東急電鉄の模型」をゲット

東急電鉄の模型

東急電鉄なペイント

東急ワンデーオープンチケットを販売します
「コロプラ スタンプラリー2013」実施期間中は、
東急線内を何度でも乗り降りできる 1日乗車券「ワ
ンデーオープンチケット」を販売しています。

④コロプラスタンプラリー開始！
⑤指定スポット（下記）で位置情報登録を行
い、デジタルスタンプを集める
⑥全スポットのスタンプをすべて集めると、ア
イテム「東急電鉄な金貨」をプレゼント！

東急電鉄な金貨

■コロカカード受け取り指定駅
渋谷、田園調布、菊名、横浜、二子玉川、あざみ野、長津田、
大井町、蒲田

次のスポットでスタンプを集めよう！
渋谷駅・Bunkamura、田園調布駅・田園調布旧駅舎、武蔵小杉駅・
武蔵小杉東急スクエア、日吉駅・虚球自像、反町駅・東横フラワー緑
道、宮崎台駅・電車とバスの博物館、たまプラーザ駅・たまプラーザ
テラス、南町田駅・グランベリーモール、上野毛駅・五島美術館※、五
反田駅・
レミィ五反田、洗足池駅・洗足池、こどもの国駅・こどもの国
※五島美術館は9月12日まで休館です。周辺で位置情報登録を行うことで、ス
タンプを取得できます。

定期券のお求めはお早めに
9 月初旬は、定期券うりばが大変混雑
します。定期券は、継続の場合使用開始
日の 14日前から、新規の場合7日前から
ご購入いただけます。お早めにお求めく
ださい。
●定期券をお求めいただける期間
継続の場合

新規の場合

各社の「コロカ」カードに記載のシリ
アル番号を入力してゲットしたアイテム
「模型」を、東急電鉄、伊豆急行、上
田電鉄の 3 社分集めてゲーム内で合
体させると、 自分のコロニーを装飾
するアイテム「東急電鉄なペイント」を
ゲットできます！
※伊豆急行と上田電鉄では、平成26年3月31日まで
「全国乗り物コロカ制覇の旅」を実施しています。
（伊豆急行、上田電鉄では、各社の「コロカ」付き
乗車券をお求めのお客さまに「コロカ」カードをお
渡ししています）

②指定駅（下記）で「コロカ」カードを受け取る

（購入後すぐに使用可能）

同時開催！東急電鉄×伊豆急行×上田電鉄 連携イベント

◆販売期間
◆販売価格

◆販売場所

〜9月30日（月）
おとな 640円 こども 320円

※ただし『コロカ』カードのお渡しは、おとなの「東急
ワンデーオープンチケット」のみが対象です。
※発売当日限り有効

東急線各駅の自動券売機（世田谷線・こどもの
国線を除く）

詳細は、
「コロニーな生活」内でご覧く
ださい。http://colopl.jp/s/c/nc

7日前

東急線キャラクター「のるるん」が
キーホルダーになりました。8月28日
（水）から、東急線主要駅窓口などで
販売します。 これからは、 かわいい
「のるるん」といつも一緒にお出掛け
できます。

8 月26日
（月）
、二子新地駅改札付近に
「珈琲館 二子
新地駅店」がオープンします。待ち合わせや休憩にご利
用ください。

■販 売 価 格 700円（税込）
※商品イメージ
（縦7cm×横6cm）
■販 売 個 数 5,000個
■販 売 場 所 ・東急線主要駅窓口（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）
・電車とバスの博物館（宮崎台駅直結）
■お問い合わせ 東急お客さまセンター

〜「TOKYU SENIOR PARTNERS」〜

「シニアのしおり」を配布しています
「TOKYU SENIOR PARTNERS」は、東急グループ
が一体となって取り組むシニア関連事業の共同プロモー
ションの名称です。
このプロモーション活動の第一弾として、東急グルー
プのシニア関連事業を紹介する「シニアのしおり」を、7
月 16 日から東急線各駅、参加会社・法人の各施設で配
布しています。
「シニアのしおり」では、多岐にわたるシニアの皆さま
のご要望やお悩みに対する東急グループのサービスメ
ニューを紹介しているほか、ご優待情報も掲載していま
す。 また、 まとめて資料が請求できるはがきも付いて
います。

本年春以降に、通学証明書または通学定期券購入兼用の
学生証をご提示の上、通学定期券を購入されたお客さま
は、 その通学定期券をお持ちいただくと自動券売機でお
求めいただけます。

■配 布 場 所

8月1日から、東急線の定期券がより便利に購入できます！

東急線各駅（世田谷線・こどもの国線の一部の
駅を除く）、参加会社・法人の各施設

■体

A4、カラー、全20 ページ

定期券のご購入時に、東急線の定期券うりば・自動券売機で
JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club ブランドの
クレジットカードがご利用いただけます。

有効の定期券
使用開始日

C 田園都市線

◎通学定期券をお求めのお客さまへ

（使用開始日から使用可能）

14日前

東急線キャラクター
「のるるん」キーホルダーを販売します

詳細は駅係員にお尋ねください。

裁

■参加会社・法人

五島育英会、五島美術館、東急ウェルネス、
東急ス ト ア、 東 急 ス ポ ー ツ オ ア シ ス、 東 急
スポーツシステム、東急セキュリティ、東急
バス、東急百貨店、東急不動産、東京急行電鉄
（五十音順）
■お問い合わせ 東急お客さまセンター

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/

二子新地駅の構内に新店舗がオープン！

■営 業 時 間
■お問い合わせ

7:00 〜 21:00
044-819-7581 ※営業開始日より

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

c 東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

二子玉川駅・渋谷⇔成田空港 直通バス開業

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

7 月16 日、二子玉川駅から成田
空港を結ぶ直通バスが開業しまし
た。 ご旅行やビジネスの際など、
ぜひご利用ください。
■運賃（片道） 大人 3,000円 小児 1,500円
成田空港行きは全便予約定員制です。ご予約は
乗車日の 1 カ月前から承ります。
■所 要 時 分 130〜155分（二子玉川駅から）
成田空港行き

五島美術館「秋の優品展

ー禅宗の美ー」

五島美術館と大東急記念文
庫の所蔵品の中から、
「墨跡」
「水
墨画」
「五山版」など、禅宗の文
化を担った優品約 50 点を紹介
一休宗純墨跡 偈頌
（会期中一部展示替えあり）
。
「唐物」を取り込みつつ、中世の精神と文化を形成し
た禅宗関連の作品を展示します。

二子玉川駅・渋谷行き

乗車 専用
（5番 のりば）

二子玉川駅

降車 専用

乗車 専用
（92番 のりば）

渋谷エクセルホテル東急
（渋谷マークシティ）

降車 専用

◆入 館 料
◆最 寄 り
◆お問い合わせ

9月13日（金）〜10月20日（日）
10:00 〜 17:00 入館は 16:30 まで、 毎月曜日は
休館（祝日は開館、翌日休）
一般1,000円／高・大学生700円／中学生以下無料
上野毛駅（徒歩5分）
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/

9月12日（木）
までは、館内整備のため休館しています。

世田谷線つまみぐいウオーキング
世田谷線沿線の商店街をつまみ食いしながら歩くウ
オーキングイベントを開催します。スタート地点で配ら
れるクーポン券で、10 店舗でつまみぐいができます。
また、ゴールでは記念品をプレゼント！各店イチオシの
品が店頭に並びますので、ぜひご参加ください。
◆日
時
◆コ ー ス

10月5日（土）10:30〜15:30
三軒茶屋←→下高井戸
（詳細は参加者にお知らせします）
◆定
員 先着2,000名
◆募集期間 9月2日（月）10:00〜
◆応募方法 NPO 法人まちこらぼホームページ（下記）からお
申し込みください。

乗車 専用

セルリアンタワー東急ホテル

降車 専用

降車 専用
第2旅客 ターミナル

成田空港

乗車 専用
第1旅客 ターミナル

成田空港

乗車 専用
第2旅客 ターミナル

降車 専用
第1旅客 ターミナル

時刻、ご予約方法など詳細は、東急バスホームページ
をご覧ください。

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

第98回 「加齢に伴う腰と膝の痛み」
つらい腰や膝の痛み。旅行に行けない、買い物もおっくう…
そんな思いをしていませんか ？ 整形外科医の立場から加齢
に伴う腰と膝の痛みについて、その原因や治療法などをわか
りやすくお話しします。

◆期間／8月24日 ( 土 )・25日 ( 日 ) 15:00〜17:00
◆場所／クイーンズパーク
◆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/

東急電鉄オリジナル
ステンレスボトル 300㎖を
抽選で 10名さまにプレゼント !

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

◆日時／9月25日（水）15:00〜16:30（開場14:30）
◆場所／東急病院

5階会議室

※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

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9月号（通巻402号）
■発

行

◆定員／54名（応募者多数の場合は抽選、参加費無料）

詳細は、NPO 法人まちこらぼのホームページをご覧くだ
さい。http://machicollabo.net/

URL http://www.tokyu.co.jp/

③氏名 ④電話番号 ⑤FAX 番号を明記のうえ、9月5日

東急バス株式会社
A 03‑6412‑0190

月〜金 9 : 00〜19 : 00 ( 祝日、年末年始などを除く）

◆宛先・お問い合わせ／
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/

東京急行電鉄株式会社
A 03‑3477‑6330

月〜金 8:30〜17:00 ( 祝日、9/2、年末年始などを除く）

◆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

〒145-0062 大田区北千束3-27-2 東急病院 医療連携室

東急お客さまセンター

A 03‑3477‑0109 B 03‑3477‑6109

（木）
まで（消印有効）に下記宛先にお送りください。
10:00〜17:00）

9 月19 日（木）（当日消印有効）

〒150-8533 渋谷区桜丘町 31-2 東急桜丘町ビル 4F
東京急行電鉄株式会社『HOT ほっと TOKYU』編集係

◆講師／整形外科医長 大森 俊行

※先着順。定員になり次第締め切り

◆参 加 費 無料
◆お問い合わせ NPO 法人まちこらぼ
A03-5426-3737（月〜金

超個性的な出場選手たちと、脇を固める
MC や DJ などにより、会場は完全にエン
タメ空間！
「HOOPERS（フーパーズ）
」は、3on3を
ベースに 全員と組み、全員と戦う システ
ムで個人ランキングを争う、世界唯一の
個人戦によるバスケットボールリーグです。

読者プレゼント

※10月12日（土）〜20日（日）国宝「紫式部日記絵巻」を特別展示予定。

◆期
間
◆開館時間

HOOPERS

URL http://www.tokyubus.co.jp/

■発

行

日

■デザイン・制作

2013年8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

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

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。

