東急
沿線
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特集

元町・中華街

Y154メモリアル春節燈花
中華街全域で、ゆれる単一提灯全125基、3連
の提灯全14基が点燈され、優しい光でおめで
たいムードに包まれる。山下町公園内のシンボ
ルツリーも、35,000球の電飾でライトアップ
され、ロマンティックな夜を演出。
■日程/〜2月28日
（金）16:00〜23:00
■場所/横浜中華街
（元町・中華街駅すぐ）
■お問い合わせ/045-662-1252 横浜中華街発展会協同組合

目黒

第6回恵比寿映像祭
トゥルー・カラーズ
展示、上映、ライブ・パフォーマンス、関連イ
ベントなど複合的に構成する映像とアートの
国際フェスティバル。
「トゥルー・カラーズ」と
いうテーマのもと映像が映し出す現代社会の
多様性を見つめる。

梅の香りに誘われて…
色とりどりの梅が咲き誇る大倉山公園へ。
近くにあるおしゃれな店でのランチやカフェ、
商店街めぐりも楽しみのひとつ。
梅が見ごろを迎える季節、
大倉山へと足を運んでみませんか？

「第５回恵比寿映像祭
「パブリック⇄ダイアリー」
より」

■日程/2月7日
（金）〜23日
（日）の15日間のうち、10日
（月）
・17日
（月）のみ休館、
10:00〜20:00（最終日のみ18:00まで）※入館は閉館の30分前まで
■場所/東京都写真美術館
（目黒駅 徒歩15分）
■お問い合わせ/03-3280‐0099 東京都写真美術館

東急線沿線の節分・豆まき
日程/2月2日（日）

ついな

雪ヶ谷八幡神社 節分追儺式前夜祭

日程/2月3日（月）

祐天寺商店会 節分・豆撒き2014

赤鬼、青鬼、お囃子、世話人までもが、
「鬼は
そと！福は内！」
と節分衣装を付けて、商店街
の通りを随行。囃子も入って賑やか！大人も
子どもも楽しめる冬のイベント。
●時間/18:00〜20:00ごろ
●最寄り駅/祐天寺駅周辺
●お問い合わせ/03-3712-2922 祐天寺商店会会長

池上本門寺 節分追儺式

目黒不動尊 瀧泉寺 節分会追儺式

15:00〜豆まき
●最寄り駅/池上駅 徒歩10分
●お問い合わせ/03-3752-2331
池上本門寺

●最寄り駅/不動前駅 徒歩12分
●お問い合わせ/03-3712-7549

旗岡八幡神社 節分祭

●時間/14:00〜豆まき
●最寄り駅/荏原町駅 徒歩2分
●お問い合わせ/03-3781-5800

旗岡八幡神社

圓泉寺 節分会

●時間/13:15〜大護摩

●時間/13:30〜・15:00〜大護摩

14:00〜・15:30〜豆まき

目黒不動尊 瀧泉寺

特集

休憩に便利なあずまや

■045-311-2016
■大倉山駅 徒歩3分
■横浜市港北区大倉山2-10

エルム通り商店街へと
つながるオリーブ坂

トイレ
あずまや

■045-544-8708
■大倉山駅 徒歩1分
■営業/10:00〜20:00
■定休日/火曜
■横浜市港北区大倉山3-2-2

卵 たっぷりの 大
倉 山 ハチミツマ
ドレーヌ1 6 0 円
（左）
と、
ドイツで
有名な焼き菓子、
エンガディー ナ
220円。

大倉山記念館

花屋＆カフェ
ラプティフルール
生地にはちみつが入った、天使のはちみつロー
ル。純生ロール・いちごロールともに945円。

国土交通省の助成事業、横浜商建連携事業・大倉山プロ
ジェクトのひとつ。もともと大倉山には養蜂との兼業
農園があったこともあり、緑の多い港北区をアピール。
作業は大倉山エルム通り商店会の方によるボランティア
で、
採れたはちみつは、
大倉山商店会会員のお店で販売。
大倉山養蜂プロ
ジェクトリー ダー
の斉藤さん(豊屋
寝装店)。

からバス
「祥泉院」
下車 徒歩1分

大倉山の商店街
で販売されている
はちみつ。
小びん130gで
800円
（左）
。

※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。

特典に
ついて

かんばいかい

あずまや

←至横浜

東横線

大 倉 山 養 蜂 プ ロ ジ ェ クト

1年間に採れる量は年により差があるが、平
均で約200リットルほど。2013年は少なく、
80リットルしか採れなかった。

梅林

ご利用の際は、
店舗で本誌
「HOTほっとTOKYU」
2月号をご提示ください。
特典実施期間は2014年2月28日まで。他サービスとの併用不可。

大倉山駅
テラコーヒー アンド
ロースター

白 い 木 の 扉 を 開くと、花とコ ー
ヒーの良い香り。店内には花屋が
併設され、いたるところに飾られた
花に、自然と気持ちも和む。季節の
野菜中心のランチや、パンケーキ
などスイ ーツも 充 実 。ランチ は デトックスプレート1,575円は、旬の野菜が
テイクアウトもできるのがうれしい。持つ自然の力を生かした、からだにやさしい
■045-544-1173
■大倉山駅 徒歩2分
■営業/10:30〜19:00（L.O.18：00）
■定休日/木曜
■横浜市港北区大倉山3-5-29

メニュー。
サラダ、
パン、
ドリンク付き。

ベンチと
テーブル

あずまや

松林

水飲み場

大倉山記念館

詰所＆トイレ

記念館前広場

第26回大倉山観梅会

■ 日程/3月8日(土)・9日(日) 10:00〜16:00
■ 場所/大倉山公園梅林
ステージ、野点、大倉山梅酒「梅の薫」の試飲お
よび先行販売、地元商店街による出店、園芸品
販売など。

水飲み場

オリーブ坂

パティスリー
ピオン

〔特典〕お買い上げ合計金額から5%引き
（デコレーションケーキを除く）

祥泉院

展望広場

日時計

大倉山のはちみつや、フルーツ
を使ったケーキが自慢。
「地元
には、はちみつのほかブルーベ
リー農園などもあり、その生産
者の方たちとのつながりを大切
にしたい」
と塩坂店長。桜のはち
みつは色も透明に近く、ほんの
り桜の香りがするのだそう。

●お問い合わせ/045-973-3661

14:00〜豆まき
16：00〜豆まき
●最寄り駅/三軒茶屋駅 徒歩10分 ●最寄り駅/等々力駅 徒歩8分
●お問い合わせ/03-3414-2013
●お問い合わせ/03-3701-5405
圓泉寺
等々力不動尊

Feb.2014

ピクニック園地

●時間/16:30〜豆まき
●最寄り駅/藤が丘駅または青葉台駅

●時間/14:30〜お練り、
15:00〜大護摩

2

駅から徒歩3分、敷地面積6万9千平方メートルの公園。春には
梅をはじめ桜やハナミズキ、秋には紅葉が美しい。鶴見川沿い
の太尾見晴らしの丘公園や近隣の寺社などにつながる道も整
備されており、絶好のお散歩コースとなっている。園内には小
さな滝のあるせせらぎも流れ、
トイレも整備されているので、
家族連れも楽しめる。

公園散策とともに楽しむランチやスイーツ

祥泉院 節分会

等々力不動尊 節分会

No.408

大倉山公園

大倉山公園DATA

自由が丘熊野神社 節分祭

●時間/16：00〜祭典、
16:30〜豆まき神事
●最寄り駅/自由が丘駅 徒歩5分
●お問い合わせ/03-3717-7720 自由が丘熊野神社

大倉山

1931年
（昭和6年）
に開園し、かつては観梅の時期に
臨時急行
「観梅号」
が大倉山駅に止まったことも。現在
は約1万平方メートルに32種類・約200本の梅が植え
られている。採れた梅の実は大倉山梅酒「梅の薫（う
めのかおり）
」
として、観梅会の時などに販売する。

エル
ム通
り商
店街

●時間/15:00〜参進、
16:00〜豆まき
●最寄り駅/石川台駅 徒歩2分
●お問い合わせ/03-3728-0753 雪ヶ谷八幡神社

●時間/14:00〜法要

梅の里

梅林

東横神社

雑木林

小広場

自然に囲まれた
お散歩コース

ハナミズキ

公園入口

大倉山記念館
→ 至渋谷

白基調のスタイリッシュな店内
には、機関車のような焙煎機が。
「品質と味の良い豆を仕入れる
には 長くお 付 き 合 いして いく
ことが大切」
と、直接海外で買い
付ける。修業を重ねたスイーツは
どれもシンプルながら、
コーヒー
に合う本格派。
豆は常時20〜

ドリップコーヒー
S 300円やモカ
チーズケーキ
350円は店内の
カフェスペース
でも味わえる。

■045-541-6016
25種類あり季節
によって変わる。
■大倉山駅 徒歩1分
■営業/10:00〜20:00
〔特典〕
■定休日/月曜
コーヒー豆20％増量（1部の豆を除く）
■横浜市港北区大倉山1-3-20

1932年
（昭和7年）
、実業
家の大倉邦彦氏が「大倉
精神文化研究所」本館と
して創建し、1984年（昭
和59年）
横浜市大倉山記
念館として開館。東洋の
意匠を取り入れた独特の
様式美が特徴。横浜市指
定有形文化財で、さまざ
まなイベントや展覧会な
どにも利用されている。
■045-544-1881
■大倉山駅 徒歩7分
■開館/9:00〜22:00
■横浜市港北区大倉山2-10-1

大倉山観梅会観光写真展

昨年の大倉山観梅会写真コンクール入選作品の展示
■ 日程/2月25日
（火）
〜3月3日
（月）
10：00〜17：00
（初日は13：00〜）
■ 場所/大倉山記念館ギャラリー

い
うれし き！
付
特典

●東急線 早起き応援キャンペーン
●2014年度「東急電車モニター」募集中
●第8回
「なかのぶJAZZフェスティバル」開催！

a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

東急線

早起き応 援 キャンペーン
朝7:00までに改札を入場するとおトク！Suicaでも参加可能！

実施期間：〜12 月 31日（水）

12月31日（水）まで、東急線全線（※１）で「早 起き応援キャンペーン」を実施しています。
事前に登録したPASMO・Suicaで、 朝 7:00 まで（※２）に、 東急線各駅の自動改札機にタッチ
して入場すると、 もれなくTOKYUポイントをプ レゼント。 さらに毎月10日以上「早起き乗車」し
た方に、抽選でさまざまなプレゼントが当たりま す。モバイルサイトから、ぜひご登録ください。
※１ 東横線菊名駅 JR 連絡口改札、世田谷線、恩田駅、こどもの国駅は 除く ※２ 田園都市線用賀駅〜池尻大橋駅は朝7:20までに改札を入場

■キャンペーン概要
東急線各駅（東横線菊名駅 JR 連絡口改札、世田谷
線、恩田駅、こどもの国駅は除く）から、PASMO・
Suica で自動改札機にタッチして入場される、携帯
電話・スマートフォンをお持ちのお客さまが対象です。
事前にモバイルサイトから登録手続きをお願い
します。

キャンペーン期間中、朝 7:00（※2 ）までに東急線
各 駅 の 自 動 改 札 機 に 事 前 登 録 し た PASMO・
Suica でタッチして入場してください。
早起き乗車１日あたり、TOKYU ポイントを５
ポイント獲得できます（TOP& カードをお持ち
の方が対象）。

1カ月（毎月1日〜末日）に10日以上早起き乗車し
た方は、Ｗチャンスの応募権利を獲得できます。

※翌月の上旬に、達成した方のみにメールでお知らせします。

プレゼント！
！

ＴＯＫＹＵポイントを５ポイントプレゼント
（１日あたり）
ス
W チャン

１カ月に10日以上「 早起き乗車」すると
抽選でプレゼント！
！

1月

Nexus
7（2013）32GB LTE
2月
（Wi - Fi、LTE、HSPA+）
3月
………………………… 3名さま

「Android、
1〜3
月 Google、Google Play、Nexus、
およびその他のマークは、
Google Inc. の登録商標です」
1月

2月

■登録方法
「東急線 早起き応援キャンペーン」のモバイル
サイトに携帯電話・スマートフォンからアクセスして
ご登録ください。
※ PHS、一部のスマートフォンや携帯電話では
登録できません。

早起き応援キャンペーン
モバイルサイト
http://tokyu.jp/hayaoki/

■お問い合わせ

毎日
ト！
プレゼン 「 早起き乗車」
するともれなく

早起き応援キャンペーン事務局
A045-270-8869
月〜金 10:00〜17:00（祝日・年末年始を除く）

全自動スープメーカー
3月
1月
スープリーズ
1〜3 月
…………………………
3名さま
2月
3月
1月
パナソニック
1〜3
月
2 月 食器洗い機（NP -TCB1）
卓上型

…………………………
3名さま
3月

1〜3 月

東急グループ 商品券 1,000円分
…………………………………

毎月50名さま

※賞品は変更となる場合があります。
※4月以降の賞品は、順次モバイルサイトなどでお知らせします。

詳細は、早起き応援キャンペー ンモバイルサイトをご覧ください。

2014年度「東急電車モニター」募集中
東急電鉄では、 東急線を利用され
るお客さまからご意見やアイデアを
伺い、より良い東急線を目指すため、
アンケートやグループディスカッショ
ンなどの調査にご協力いただける「東
急電車モニター」を募集します。
■募集人員

■任
期
■応募方法

■応募締切

■お問い合わせ

200名
東急線を利用されている方で、
e-mail アドレス（スマートフォン・携帯電話 ･PHS は
対象外）をお持ちの満18歳以上の方
2014年4月〜2016年3月（2年間）
東急電鉄ホームページの「東急電車モニター募集
ページ」から応募してください。なお、応募者多数
の場合は、ご利用の駅・路線、年代などを考慮した
うえで抽選により選考させていただきます。
2月28日（金）
東急電車モニター事務局
A03-3477-6330 月〜金
9:30〜18:00（祝日を除く）

詳細は、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
Tokyu Event News

第8回「なかのぶ JAZZフェスティバル」開催！
荏原中延駅・中延駅周辺のさまざまな
場所でジャズステージを開催するイベン
ト「なかのぶJAZZフェスティバル」を今
年も開催します。このイベントは、メイン
コンサートとプレイベントから構成され、
撮影 : 谷川 良
約２カ月間、中延地域各地でジャズを楽しむことができます。
◆プレイベント ストリートライブと主催商店街の大特売が融合！
2月 1日（土） 14:00〜16:00 なかのぶスキップロード
ふれあい広場
2月 9日（日） 14:00〜15:40 中延駅前通り商店会
都営浅草線中延駅前
2月15日（土） 16:00〜18:00 中延中央振興会
レンタルスペースティアラ内
2月23日（日） 14:00〜15:45 中延一丁目商店会
中延一丁目防災活動広場
3月 1日（土） 16:00〜17:05 昭和通り商店会
昭和通り商店会特設ステージ
◆メインコンサート 豪華ミュージシャンによるスペシャルセッション！
3月16日（日）15:00開場 15:30開演
会 場：荏原文化センター
出 演：渡辺香津美、森山威男、本多俊之 ほか
※詳細は、なかのぶジャズフェスティバルホームページをご覧ください。
http://nakanobujazz.jp/

◆お問い合わせ

なかのぶジャズフェスティバル実行委員会事務局
（ジャズスナック
「まつ」
内）
A03-3785-4877 火〜日 17:00〜
（月曜を除く）

■東急電鉄へ寄せられたお客さまの声
Customer's Voice

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

東急お客さまセンターに多く寄せられるお問い合わ
せやご意見にお答えします。

･･････････････････････････････････････････ 渋谷ヒカリエ

お花も食事も楽しむフラワーバレンタイン

Q

・
「ショコラZakkaフェスティバル」
で
お得なおいしいスクラッチキャンペーン

A

忘れ物や落とし物をしたときは、どこに問い合わせを
すればいいですか？
各駅の窓口や東急お客さまセンター
（03-3477-0109）
にお電話でお問い合わせください。
また、耳や言葉の不自由なお客さまは、当社 HP 内東
急お客さまセンターご案内窓口に、お問い合わせ
フォームがございますのでご利用ください。 この場
合、回答までに日にちを要することがございます。
なお、他社線と乗り入れをしている路線では、お忘れ
物が東急線以外へ届けられることがあります。東急線
内で見つからなかった場合、 念のため、 他社線へも
お問い合わせになることをお勧めします。他社線の連
絡先は、 当社 HP「お忘れ物・落し物のお問い合わせ」
に掲載しています。

8/（はち）で開催の「ショコラZakkaフェスティバル」で5,250円
（税込み）お買い上げにつきスクラッチカードを1枚プレゼント。6・
7・8・11階飲食店で利用できるお食事券（500円分）が当たります！
◆期間／2月7日（金）〜14日（金）
◆場所／8階特設カウンター

・ヒカリエフラワーマルシェ
男 性 か ら 女 性 へ の 花 贈 り を 体 験 で きる マ
ル シ ェ を 開 催。 飲 食 店（6・7・8・11 階）で
5,000 円以上ご利用の男性先着80 名さまに、
お好きなお花5本を花束に仕立ててプレゼント。
※5,000円以上ご利用のレシートをお持ちください。

◆日時／2月9日（日）受付18:00〜23:00
◆場所／7階エスカレーター横 特設会場

◆お問い合わせ／03-5468-5892（代表） 渋谷ヒカリエ
http://www.hikarie.jp/

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

第102回「季節のかわり目のスキンケア」
季節のかわり目に皮膚の乾燥を感じることはありませんか？
乾燥した皮膚はきめが乱れ、衣服や外気の刺激にも弱くなり、
かゆみや湿疹の原因となります。
皮膚に負担の少ない洗浄方法やケアをお話しします。
◆講師／皮膚・排泄ケア認定看護師 増田 順子
◆日時／2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（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、2月13日
（木）
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（土・日、祝日、年末年始などを除く）
B03-3717-4138 http://www.tokyu-hospital.jp/

お客さまへのお願い
踏切をご利用のお客さまへ
踏切で警報機が鳴り始めたら、踏切
内に入らないようにお願いします。
転倒や渡りきれなかった場合など、
思わぬ事故につながることがあり
大変危険です。

東急線キャラクター
「のるるん」
の新商品を発売中！

ぬいぐるみ
（高さ約30cm）

大切な人に気持ちを届ける、スペシャルなバ
レンタインギフトが大集合。 見ているだけで
も楽しくなれる、 期間限定のチョコレートも
販売スタート。
◆期間／2月1日（土）〜14日（金）

お菓子の家作り
ヘンゼルとグレーテルに出てくるような
お菓子の家を作成するワークショップを開
催します。 参加条件などの詳しい内容は
ホームページをご覧ください。
◆日時／2月11日（ 火・祝 ）

◆場所／5階 まなべるくうかん くものきょうしつ
◆お問い合わせ／044-722-6109 武蔵小杉東急スクエア
http://www.kosugi-square.com/

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

◆ 販売価格

ぬいぐるみ 2,000円
リュックサック 2,500円
パスケース付ポーチ 1,000円 ※税込み

◆ 販売場所
・電車とバスの博物館

電車とバスの博物館
・TOKYU STYLE（通信販売／別途送料などがかかります）
http://tokyu.com/
・東急線駅売店 toksおよび LAWSON＋toks の一部店舗
東急ステーションリテールサービス お客様センター
03-5768-7847 月〜金9:00〜17:00（祝日、年末年始を除く）

読 者
プレゼント

のるるんパスケース付ポーチを
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

※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）
。
※2 月 22 日（土）は、システムメンテナンスのため臨時休業とさせていただきます。

東急からのお知らせ HOT ほっと TOKYU
2014年2月号（通巻408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、年末年始などを除く）
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、年末年始などを除く）

◆期間／1月30日（木）〜2月14日（金）

◆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/

（当日消印有効）
2 月19 日（水）

〒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

Heartful Valentine
大切な人に贈ろう、大切な人と楽しもう ！
二子玉川ライズ S.C. ではチョコレートはもち
ろんのこと、ギフトにおススメのアイテムな
ど、 心温まるバレンタインギフトをご用意し
ています。
また、二人で一緒に楽しめるカフェのスイーツも。
スイーツデートで甘いひと時を過ごしてみては。

パスケース付ポーチ
（約17cm）

多くのお客さまの要望にお応えして東急線キャラク
ター
「のるるん」
の新商品として、
「ぬいぐるみ」
「リュッ
クサック」
「パスケース付ポーチ」
を販売しています。
「のるるん」
と一緒にお出かけしてみませんか。

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

Happy Valentine

リュックサック
（お子さま用／約25cm）

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

■発

行

日

■デザイン・制作

2014年1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

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。

田園都市線
分散乗車のお願い

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/

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。

