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東横線

遊

みなとみらい線

相互直通運転10周年
キャンペーン実施中！詳細は中面をご覧ください

保存版！

横浜 わくわく散策マップ付き

2004年に開始した東横線とみなとみらい線の相互直通運転が、
この2月に10周年を迎えました。
10年で新しく変わった横浜、
そして変わらない 横浜を見つけに、
マップを片手に出掛けてみませんか？

東横線が東京メトロ副都心線と
渋谷でつながってもうすぐ1周年！
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東急線からも！西武線、東武東上線からも！
東
便利でおトクなきっぷで行ける！

目黒線

池上線

東急
多摩
川線

東横線

大井町線

みなとみらい線

おトクなきっぷで横浜みなとみらいエリアを満喫！
◆発売箇所 東急線各駅の券売機
※横浜駅、こどもの国線・世田谷線の各駅
では発売していません。
※価格は発売駅により異なります。
※発行当日限り有効

●東武東上線から横浜みなとみらいエリアへ
東上横浜
ベイサイドきっぷ

東武東上線各駅から
池袋駅までの往復乗車券

●西武線から横浜みなとみらいエリアへ
東急線各駅（一部の駅を除く）から
横浜駅までの往復乗車券

東急線ダイヤ改正のお知らせ

みなとみらい線
１日乗車券

西武横浜
ベイサイドきっぷ

◆発売箇所 東武東上線・越生線各駅
（池袋駅〜和光市駅間各駅、寄居駅、越生駅を除く）

東京メトロ副都心線の
1日乗車券

東急東横線渋谷駅
から横浜駅までの
往復乗車券

みなとみらい線
１日乗車券

◆発売箇所 西武線各駅
（小竹向原駅、池袋駅、西武新宿駅、多摩川線の各駅を除く）

西武線各駅から小竹向原駅
または池袋駅、
または西武新宿駅
までの往復乗車券

東京メトロ副都心線の
1日乗車券
（小竹向原駅〜渋谷駅間）

東急東横線渋谷駅
から横浜駅までの
往復乗車券

みなとみらい線
１日乗車券

〜列車の増発や行先の延長などでますます便利に! 〜

3月15日 ( 土 )に、東横線・目黒線・池上線・東急多摩川線で、混雑緩和や利便性のさらなる向上を目指し、ダイヤ改正を
実施します。

東横 線
平日早朝の直通列車を増やします。
① 平日６〜７時台の上り各停渋谷行き2本を新宿三丁目まで
延長します。
② 平日日中の一部の急行を８両編成から１０両編成とし、
着席機会を高めます。

目黒 線
平日・土休日ともに増発します。
急行運転時間帯を拡大します。
【平日】
①朝ラッシュピーク前に列車を増発し、
混雑緩和を図ります。
上り 急行３本 日吉 7時00分発
（西高島平行き）
日吉 7時17分発
（浦和美園行き）
武蔵小杉 7時41分発
（浦和美園行き）
各停１本 奥沢 ５時52分発
（西高島平行き）

下り 急行３本
（目黒発 ７時台）
各停１本
（目黒発 ６時台）
② 夜間も増発し、お帰りの足も充実させます。
上り 各停１本
（日吉発 ２１時台）
下り 各停２本
（目黒発 ２１時台１本、
２３時台１本）
武蔵小杉行き最終列車を日吉まで延長します。
【土休日】
① 早朝の増発を行い、お出掛けの足を充実させます。
上り 各停１本
（奥沢発 5時台）
下り 各停１本
（目黒発 ７時台）
② 夜間も増発し、
ますます便利になります。
下り 急行３本
（目黒発 ２１時台２本、
２２時台１本）
各停１本
（目黒発 ２２時台）

池上 線
昨夏の臨時ダイヤで実施し、
ご好評いただいた夕夜間の行先
延長と増発を行います。
【平日】
①夕夜間の雪が谷大塚行き9本を蒲田まで延長します。
②２０〜２３時台の五反田発列車を4本増発し、混雑緩和を図
ります。
【土休日】
一部列車の発着時刻を変更します。

東急多摩川線
平日・土休日ともに一部列車の発着時刻を変更します。
詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。
http://www.tokyu.co.jp/

消 費 税 率 引 上げに伴い、運賃の改定申請をいたしました
2014年4月1日より消費税率が5％から8％に引き上げられることに伴い、運賃に消費税率引上げ

＜普通旅客運賃の一例＞
現行運賃

申請運賃

相当分を転嫁させていただくため、国土交通大臣に鉄軌道旅客運賃の変更認可申請をいたしました。
今回の運賃改定では、消費税をより適正に転嫁できることから、ICカードでご乗車いただく場合の
普通旅客運賃を1円単位として申請いたしました。詳細は、東急電鉄ホームページをご覧ください。

120円

きっぷを購入してご乗車

124円

130円

＜参考＞

このたびの鉄軌道旅客運賃の変更認可申請について、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1円単位

IC カードでご 乗車
普通旅客運賃

なお、申請した運賃が認可された後、あらためてホームページ・ポスター・冊子等でお知らせさせて
いただきます。

IC カードでご乗車

10円単位

きっぷを購入してご 乗車

10円単位

定期旅客運賃（IC・磁気定期券ともに）

※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

T O K Y U

I N F O R M A T I O N

「
『東急お台場パス 』で行く東京ジョイポリス」実施中！
「東急お台場パス」
を利用して東京ジョイポリスへ行
「東急お台場 パス」
き、特設ブースで
を提示すると、
もれなく全員にうれしいプレゼントを差し上げます。
さらに抽選で109名さまに、豪華なプレゼントがその
場で当たります。
この機会に、ぜひお出掛けください。

全員プレゼント！

東急お台場パス
セット内容

■期間／〜3月23日(日)
[東京ジョイポリス]
国内最大級の屋内型テーマパーク。
■03‐5500‐1801 ■りんかい線
「東京テレポート駅」
徒歩5分
■営業時間／10:00〜23:00(入場は22:15まで)
■料金／入場券：大人800円、小･中･高校生300円
パスポート(入場＋アトラクション乗り放題)：大人3,900円、
小･中･高校生2,900円
※東京テレポート駅でお得な前売り券を発売中
■港区台場1‐6‐1 DECKS Tokyo Beach 3〜5階

湾岸エリアを楽しむなら

東急線各駅（一部の駅を除く）から
大井町駅までの往復乗車券
りんかい線１日乗車券 ( 大崎駅を除く）

◆発売箇所 東急線各駅の券売機
※大井町駅、
こどもの国線・世田谷線の各駅では
発売していません。
※価格は発売駅により異なります。
※発行当日限り有効

東急線沿線で便利なクレジットカード
「TOP&ClubQ JMBカード」
に新規ご入会いただく
また、TOP&カードで定期券をご購入いただ
と、最大で2,000ポイントをプレゼントします。
くと豪華なプレゼントが当たるキャンペーンを実施しています。ぜひお申し込みください。
〜4/30
(水)

新規入会の方に最大2,000ポイントプレゼント！

• 新規入会で1,000ポイントプレゼント
• 定期券購入で1,000ポイントプレゼント ※東急線を含む定期券が対象です。※2014年5月31日(土)までに、駅にある「定期券購入で1,000
ポイントエントリーシート」
を郵送またはWEB専用ページよりお申し込みください。

■対象カード／TOP&ClubQ JMBカード
〜4/30
(水)

東急線の定期券購入で豪華賞品をプレゼント！
A賞 セルリアンタワー東急ホテルディナー付き宿泊券 2組4名さま
B賞 セルリアンタワー東急ホテル クーカーニョペアディナー券 10組20名さま
その他合計80名さまに素敵な賞品をご用意しています。

ウラ
オモテ

★東京ジョイポリス年間パスポート 2名さま
★東急線キャラクター
「のるるん」
パスケース付ポーチ 20名さま など計5種類

詳しくは
こちらから

■対象／期間中にTOP&カードで東急線を含む定期券、東急バス定期券を購入された方
※新規入会の方で「
、定期券購入で1,000ポイントプレゼント」
にお申し込みの方は、自動エントリーとなります。
※JALカード TOP&ClubQ、
「三菱東京UFJ-VISA」
、ANA TOP＆ClubQ PASMO
スーパーICカード TOP& PASMO
マスターカード、TOP& 現金専用カードは、対象外です。

抽選で109名さまに当たる！

★りんかい線オリジナルクリアファイル
★ソフトドリンク 1杯

東急線の定期券購入も 東急カードが とーーーってもおトク！
！

スマート
フォンから

モバイルから

■お申し込み方法／東急カードホームページ、
TOP&テレフォンサービス
(03-5972-9432)からお申し込みください。
（http://www.topcard.co.jp/）
詳細は、東急カードホームページ
をご覧ください。

詳細は、駅にあるポスター、パンフレットをご覧ください。

伊豆急で、一足お先に春に会いに行こう！河津桜まつり

東急電車モニター募集中

華やかに咲き誇る薄紅色の河津桜を、いたるところで
愛でることができる。土曜･日曜･祝日に
「伊豆の踊子」
との記念撮影ができるなど、
イベントも開催。

アンケート調査
東急線全般のサービス
や個別のテーマに関す
る質問に、Webでお答
えいただきます。

■期間／〜3月10日(月)
■場所／伊豆急行線
「河津駅」
下車 河津町内各所
■0558-32-0290 河津町観光協会
伊豆の踊子
詳細は、河津桜まつり公式サイトをご覧ください。
http://www.kawazu-onsen.com/sakura/sakura.htm

グループ
ディスカッション
各種調査にご回答いただい
た方 の 中 から、一部 の 方に
お集まりいただき、テーマご
とに議論していただきます。

そのほか…
普段なかなか見ることがで
きない 車 両
工 場や施 設
見 学 会 など
があります。

河津桜並木ライトアップ
ライトアップされた桜は、昼とは一味違うあでやかさ。

■対

伊豆方面へのご旅行の手配は、東急旅行センター
テコプラザをご利用ください。便利でお得な各種
ツアーもご用意しています。
テコプラザ http://www.tecoplaza.com/

応募内容

■時間／18:00〜21:00など
■場所／伊豆急行線
「河津駅」
下車 河津川河口付近など

象／ ★東急線をご利用いただいている満18歳以上の方
★e-mailアドレスをお持ちの方
（スマートフォン・携帯電話・PHSは対象外）
★平日の日中に開催される会議等に参加可能の方

■募集人員／200名 応募者多数の場合はご利用の駅、年代などを考慮させていただき、厳正なる
抽選の上、選考させていただきます。
■応募方法／東急電鉄のホームページ
（東急電車モニター募集ページ）
から必要事項を入力のうえ、
ご応募ください。
■任
期／2014年4月〜2016年3月
（2年間）
■応募期間／〜2月28日
（金）
■お問い合わせ／東京急行電鉄株式会社 鉄道事業本部 東急電車モニター事務局
（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。
TEL 03-3477-6330 月〜金 9：30〜18：00

Bunkamuraは開館25周年を迎えました

東急線おトクなチケット発売中！
おしゃれなトライアングルエリアが1日中乗り降り自由！

おすすめスポットをWebでチェック！
PC

土曜・日曜・祝日に使える

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

モバイル http://tokyu.jp/triangle/

トライアングル
エリア内

390

◆発売箇所 東急線各駅の券売機
※こどもの国線・世田谷線の各駅では発売していません。
※価格は発売駅により異なります。※発行当日限り有効

東急線各駅（一部の駅は除く）から
トライアングルエリアまでの往復乗車

東急線トライアングルエリア
１日乗り降り自由

※

おとな
円
こども 200円

期間限定

東急ワンデーオープンチケット 発売中！

640

大人
円
こども 320円

東急線全線が１日中乗り降り自由になるチケットです。
◆発売期間 2014年3月30日(日)までの土曜・日曜・祝日
◆発売箇所 東急線各駅の券売機 ※こどもの国線・世田谷線の各駅では発売していません。※発行当日限り有効

7日現在の価格です。
※2014年2月7日現在の価格です。
※掲載している情報は、2014年2月7日現在のものです。※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。

※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
（左記営業時間内）
。
月〜金 8:00〜20:00 土日祝 9:30〜17:30（年末年始などを除く） ※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 電 鉄 から の お 知ら せ

■発 行 東京急行電鉄株式会社 Tel.03 3477 6330 月〜金 9：30〜18：00（祝日、年末年始を除く）

HOTほっとTOKYU 早春の横浜特別号

■発行日 2014年2月16日 ■デザイン・制作 東京急行電鉄株式会社セラン事務局 ◆東急電鉄ホームページ http://www.tokyu.co.jp/

あとでご飯も
食べに行こうね

今日はチケットで、
いろんなところへ行こう！
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楽しみ♪
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毎 年 人 気 のひな人 形 展を開催中
（〜3/23）
（
。今年のテーマは
「ちいさ

とし、
きものに込められた雅の世界」
江戸後期
江
ごろ大名 の 婚礼行列を
「ひな道
まねて作られたとされている
具」
に注目。衣食住に関わるものや、
楽器や文房具など、
当時の様子をう

かがうことができる。ひな人 形 の 変
遷と共 に、
ひな道具に込められた
雅の世界をのぞいてみよう！

創業46年。看板メニューは
創業46年
は、デミグラスソ
ソース

のビーフシチューハンバーグ。10日以上かけ
て丁寧に作られた濃厚なソースは、肉のおいし
さを引き出す魔法のソース！ 新鮮なひき肉を使

ビーフシチューハンバーグ
（サラダ・
パンまたはライス・コーヒーまたは
紅茶付き） 1,890円

用したあらびきのハンバーグとトロトロのビーフ
手作りひな人形ワークショップ

は 、小さい 子どもからおじいちゃん

かわいらしいおひなさまを手作りしてみよう！ 完成目安は
1時間程度。
小さいお子さまは保護者の方と一緒にどうぞ。

おばあちゃんまでにっこり笑顔に♪

■日

特典 セットメニューご注文のお客さま、

時／3月2日(日) 10:00〜１5:00
※随時受付 ※限定100組
■場 所／横浜人形の家 3階休憩コーナー
■参加費／無料(入館料別途)
■045-671-9361 ■元町・中華街駅
（出口4）徒歩3分
■開館時間／9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
■休館日／月曜
（祝日の場合は翌平日）
■入館料／大人(高校生以上)300円、
子ども(小・中学生)150円

ドリンクのおかわり1杯サービス
※本誌1部で4名さま利用可
※3月15日
（土）
まで

■045-621-9811
■元町・中華街駅（出口6）徒歩3分
■営業時間／11：00〜20：45
（L.O.20：00）
■定休日／月曜
（祝日の場合は翌平日）
■横浜市中区山手町246 カーネルスコーナー１階

チェックのクロスがかわいらしい、気取らない雰囲気の店内

世界初。大自然超体感ミュージアム
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悟空茶荘

かおる

B-1

MAP

MAP

C-4

映像、
匂い、
風、
霧など体感を通し
映 音、
て、
て 今まで知らなかった地球を発見！

ブルーバーガー 450円
青い地球がモチーフ

ショップやカフェで、ワクワクす
るようなグッズのお買い物や、
オリジナルメニューを楽しめる

2013年夏に開館した 大自然の神秘を
全身で感じる 体感型エンタメ施設。
「エキシビションゾーン「
」シアター23.4」

ポットでお湯をつぎ足しつぎ足し…。のんびりと一人の

現象や生き物たちの生態を楽しく学ぶ

時間を過ごしたり、友達や家族と会話を楽しんではい
い

ことができる。最新鋭の技術や映像で

どうやって飲む
かが？ 中国茶の種類が分からない 、

観る だけではない新たな体験を！
※本誌1部で5名さま利用可

■045-319-6543 ■みなとみらい駅直結
■開館時間／10:00〜23:00
（入館は21:00まで）
■定休日／不定休 ※2/26休業
■入館料／大人
（高校生以上）
2,600円、
小･中学生1,300円、幼児
（4歳以上）
500円、
（60歳以上）2,000円
シニア
■
「MARK IS みなとみらい」5階

日本最大級のスクリーンで、
日本最大級のスクリ ンで オリジナル
ストーリーを上映中！

ロマンチックな洋館で、ハートフルな音楽を
ま

や

ま

て

げ

し
とり八宝シ コラ 420円
とり八宝
しっとり八宝ショコラ
中国ではポピュラーな雑穀の入っ
た八宝粥とサトイモが練り込まれた、
もっちもちで優しい甘さのケーキ

スタッフにひと声かけてみて！
の？という方は、

特典 入館料200円引き(当日券のみ)

は

1階の店舗にはオリジナルのお茶が
ずらり！ お気に入りのお茶を見つけ
て家でも楽しもう！

間。約40種類の中から自分好みのお茶を見つけたら、

エリアで構成され、地球上の大自然の

こ

悟空オリジナル 八宝茶 800円
体を温めるという六堡茶にナツメ・龍眼・菊の花
など計8種類がブレンドされた香り高いお茶

いつもにぎやかな中華街の中で、
ほっとひと息つけ
ける空

「アフターショー＆サービス」
の３つの

よ

レトロな雰囲気の店内では、中国琵琶
のライブなども開催（日程など詳細
は、お問い合わせください）

い じ ゅ つ

さ

東横線

い

横浜山手芸術祭

きく

MAP

B - 4 •5 , C - 4 •5

特典 お支払い金額合計1,050円以上のお客さま、10％引き

■045-681-7776
■元町・中華街駅
（出口3）徒歩7分
■営業時間／
（L.O.19:15）
、
〈2階カフェ〉11：30〜20：00
土曜〜21：00
（L.O.20:15）
、
日曜11：00〜20：00
（L.O.19:15）
〈1階店舗〉11：00〜20：00、日曜は10：30〜
■定休日／第３火曜 ※2月は営業、2/25休業
■横浜市中区山下町130

※本誌1部で、
1回のみ利用可

もっと！
元町・中華街を楽しむ！

みなとみらい線

横浜お得クーポンつき
「ENJOY横浜みなとみらいBOOK」
配布中 ●実施期間／〜3月2日(日)

記念

周年
相互直通運転10

2/28

企 画 いろいろ！

ショッピングスポットやホテルで 楽しむ！

電車で 行こう！みなとみらいキャンペーン
「みなとみらいチケット」
「みなとみら
を使って東急線、みなとみらい線に乗り、キャンペーン参加店舗で
を見せると、
ドリンクサービスや料金の割引など特典が受けられる。
いチケット」

キャンペーン参加施設

クイーンズスクエア横浜［ アット ! ］
約70店舗の個性派のショップが勢ぞろい。
新しい刺激が心地いい専門店街。
2013年開催時の演奏の様子 。
2013年開催時の演奏の様子。
今年も美しい調べに癒されよう

■045-682-0109 ■みなとみらい駅直結
■営業時間／11:00〜20:00、
レストラン〜22:00 ※店舗により異なる

クイーンズイースト
居留地時代から新しい芸術文化が

いち早く発信されていたという、横浜
山手地区。今年で8回目のこの芸術
祭では、期間中、
エリスマン邸、ベー

リック・ホール、外交官の家など、あち
らこちらの西 洋 館 やホール 、ギャラ
リーで数々のコンサートのほか、美術
作品の展示も行われる。芸術に触れ

る温 かい時 間で、いつもとはひと味
違う横浜観光を♪
■開催期間／〜3月2日(日)
■場所／山手西洋館7館ほか、近隣施設
■元町・中華街駅 徒歩3〜17分
■お問い合わせ／045-211-1101
エリスマン邸内 横浜山手芸術祭実行委員会

無 料 で 楽しめるコンサートも！
山手おさんぽコンサート

ファッションからインテリア、雑貨･ ダイニングまでそろう、上質で 心地
よいショッピングスペース。
■045-682-2100 ■みなとみらい駅直結 ■営業時間／11:00〜20:00、
B1飲食店〜22:00
（L.O.21:30）※店舗により異なる

〜クラシック音楽で心温まるひとときを〜
■日時／2月23日(日)15:00〜16:00
■場所／エリスマン邸
■元町・中華街駅
（出口6）徒歩7分
■出演／音楽芸術地域振興会
村上加菜子(フルート)、小松愛(ピアノ)
■お問い合わせ／045-211-1101

※2月17日
（月）
、
［アット ! ］
、クイーンズイーストは、
クイーンズスクエア横浜
施設点検のため全館休業とさせていただきます。

横浜ベイホテル東急
「マリア、
優しきマリア」
フランチェスカ・カッチーニ、
フレスコバルディの作品
■日時／2月27日
（木）14:00〜15:00
■場所／ベーリック・ホール
■元町・中華街駅
（出口6）徒歩7分
■出演／足立藍(ソプラノ)、金子浩(リュート)
■お問い合わせ／045-663-5685

横浜ならではの眺めを一望でき
るホテル。クイーン･アリスなど
有名店の味も魅力。
※詳細は、駅にあるチラシ、
■045-682-2222
■みなとみらい駅 徒歩1分

または東急電鉄ホーム
ページをご覧ください。

みなとみらい線開通10周年記念

みんなと未来線×中村年孝HappyFacePhoto
写真家 中村年孝氏がみなとみらい線沿線で撮影した、約1,000人
の笑顔の写真を展示する写真展を開催中。

横 浜 の イ ベ ント 情 報 を

本誌に関するアンケートを実施（2/17〜2/23）
東 急グ ル ープ の モ ニター 組 織

東急沿線情報 サイト

でゲット！

こえとも

検索

■開催期間／〜2月27日(木)
■場所／横浜マリンタワー2F、
横浜赤レンガ倉庫2号館、
横浜港大さん橋国際客船ターミナル2F出入国ロビー、
横浜銀行元町支店、
クロスパティオ、
ローズホテル横浜
■入場料／無料
詳細は、横浜高速鉄道ホームページをご覧ください。
http://www.mm21railway.co.jp/

※画像はイメージです。

特典 をご利用の際は、
施設・店舗で本誌
「HOTほっとTOKYU 早春の横浜特別号」
を ご提示ください。特典実施期間は、
2014年3月31日
（月）
まで。他サービスとの併用不可。※詳細は各施設・店舗にお問い合わせください。

