a 東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information
C 東横線

ホームドアの供用を開始しました
3月16日に学芸大学駅で、3月
30 日に中目黒 駅 4 番 線
（渋谷 方
面）で、ホームドアの供用を開始
しました。ホームドアは列車のド
アと連動して開閉します。閉まる
時に列車とホームの間にお客さまがいらっしゃる場合
などには、再びドアが開き、触車事故やホームからの
転落事故などを防止します。
C 田園都市線・大井町線

駐輪場がオープンしました

C 東横線・大井町線

「エトモ自由が丘」オープン！
3 月 31 日、 東急線駅コミュニティ型商業施設ブラ
ンド「etomo（エトモ）」が、 自由が丘駅にオープン
しました。江田駅に続く、第 2 号物件となります。
「etomo」は、
「 駅と、もっと 街と、もっと」をキャッチ
コピーに、 駅ごとの特色に合わせた店舗を展開して
います。「エトモ自由が丘」では、 駅構内 ･ 駅近接の
既存店舗に加え、 高架下に新店舗が 2 店舗オープン
しました。
駅を利用する多くのお客さまにご利用いただき、
自由が丘の街の玄関口としてさまざまな情報を発信
していきます。
正面口

4月1日に駐輪 場が溝の口駅
（北）に新 規オープン、
宮崎台駅にリニューアルオープンしました。路上駐輪は、
歩行者や緊急車両などの通行の障害になります。自転車
で駅までお越しの際は、駐輪場のご利用をお願いします。
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新規オープンの店舗

総合高津
中央病院

カフェ･ 雑貨／café＆books bibliothèque
自然派化粧品 ･ 生活雑貨／MARKS＆WEB

ノクティ2

■お問い合わせ

宮崎台駅
■収容台数
■営業時間
■利用料金

自転車 :109台、原付バイク :98台
24時間営業 ( 係員配置時間6:30〜20:30)
自転車 : 一時利用150円／日、定期2,570円／月
原付バイク : 一時利用310円／日、定期3,600円／月
■お問い合わせ 宮崎台駅駐輪場 090-2148-0200
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宮崎台駅
駐輪場（2 階）

東急ストア
宮崎台店

②
①

③

④

フードコート
（1階）
※上記利用料金は、税込みです。

東急お客さまセンター

営業時間など詳細は、etomo ホームページをご覧
ください。http://www.tokyu-etomo.com/
C 田園都市線

宮崎台駅の駐輪場下に
フードコートオープン！
駅駐輪場が 2 階建てにリニューアルして新たに生ま
れた１階のスペースに、 飲食店が 4 月 8 日オープン
しました。 駅をご利用の際などに気軽にお立ち寄り
いただける、4 店舗です。
① 築地銀だこ
② ミスタードーナツ
③ ケンタッキーフライドチキン
④ タリーズコーヒー
■お問い合わせ

東急お客さまセンター

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

TOKYU MUSIC LIVE 2014

第104回「前立腺がん Q＆A」

「矢野顕子プロデュース /ポップスのおいしい作り方」
抽選で 2,000組4,000名さまを無料でご招待！
東急グループが、皆さまに日ごろの感謝
を込めて毎年おおくりしている「TOKYU
MUSIC LIVE」
。今回は、矢野顕子のプロ
デュースで、出演アーティストのオリジナ
ル曲やカバー曲を、スパイスの効いたア
レンジや演奏でお届けします。
◆日
時 6 月 4 日（水）･5 日（木）開演 19:00
◆会
場 Bunkamura オーチャードホール
◆出
演 TIN PAN、大貫妙子、清水ミチコ、岸田 繁
◆応募締切 5 月 7 日（水） ※下記ホームページからご応募ください。
◆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/
北口

南

溝の口 駅（北）※一時利用のみ
■収容台数 355台（自転車のみ）
■営業時間 24時間営業 ( 係員配置時間6:30〜20:30)
■利用料金 一時利用150円／日
■お問い合わせ 溝の口駅（北）駐輪場 080-1281-0073

■東急イベントニュース
Tokyu Event News

前立腺がんはもともと日本人には少なく、欧米人に多い病気
でした。しかし最近では日本でも増加傾向で耳にする機会も
多いと思います。今回は、前立腺がんの疑問を Q＆A 形式で
解説します。予備知識がない方も安心してご参加ください。
◆講師／泌尿器科 診療医長 面野 寛
◆日時／5月21日（水）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／往復ハガキに、①開催日 ②郵便番号・住所 ③氏名
④電話番号を明記のうえ、5 月 9 日（金）まで（消印
有効）に下記宛先にお送りください。

※今回から、お申し込み方法を往復ハガキのみとさせていただきます。

◆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）
http://www.tokyu-hospital.jp/

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

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

手作りを楽しむゴールデンウイーク
ミニこいのぼりを作ろう！

五島美術館オリジナル缶ドロップス販売中

当日、500円（税抜き）以上お買い上げのレシー
トをご持参のお客さま（先着 100 名さま）に
ご参加いただける、 かざぐるまのついた
ミニこいのぼり作りのワークショップを開
催します。

五島美術館とサクマ製菓
のコラボレーションで生ま
れた、ミニ缶ドロップスで
す。五島美術館の代表的な
コレクションである「鹿下
絵和歌巻断簡 本阿弥光悦
筆 伝俵屋宗達下絵」と「叭々鳥図 伝牧谿筆」、「重要
文化財 鼠志野茶碗 銘峯紅葉」と「黒織部沓形茶碗 銘
わらや」をデザインした、オリジナルパッケージです。

◆期間／5月4日（日・祝）10:30〜16:00
◆場所／4F レストランフロア 特設会場

デコスイーツパフェを作ろう！
当日、500円（税抜き）以上お買い上げのレシー
トをご持参のお客さま（先着 100 名さま）に
ご参加いただける、 まるでパフェのような
スイーツのミニチュアを作成する「デコス
イーツ」作りを開催します。
◆期間／5月5日（月 祝）10:30〜16:00
◆場所／4F レストランフロア 特設会場

◆お問い合わせ／044-722-6109 武蔵小杉東急スクエア
http://www.kosugi-square.com/

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

西小山ミステリーツアー2014

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

西小山駅周辺の商店街を謎解きをしながら歩く、 今
年で 6 回目となる人気イベントです。 隠されたヒントを
集めながら、 街歩きをお楽しみください。 この機会に
西小山の街の魅力を探してみませんか。

4月26日（土）
、渋谷ヒカリエは、おかげさまで開業2周年を迎
えます。日ごろのご愛顧に感謝して、5 月 6 日（火 休）まで、
全館をあげて、さまざまなイベントを開催します。

いらなくなったおもちゃを持っていくと、 欲しい
おもちゃと無料で「かえっこ」できる、エコなイベ
ントです。

2nd Anniversary ハッピーごはん

◆日程／5月5日（月 祝） ◆場所／クイーンズパーク

◆日
時
◆場
所
◆参 加 費
◆募集人数
◆応募方法
◆募集期間

5月24日（土）･25日（日）11:00〜17:00（雨天決行）
西小山駅周辺
無料（飲食代などは各自でご負担ください）
先着3,000名
専用応募サイト、または往復はがきでご応募ください。
4月21日（月）〜5月16日（金）
（定員になり次第締め切り）
◆お問い合わせ 西小山ミステリーツアー事務局
A045-904-1319 月〜金 10:00〜17:00（祝日を除く）

応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト
『とくらく』ホーム
ページをご覧ください。http://www.tokyuensen.com/

五島美術館で「春の優品展」
を開催中
平安時代の
「古筆」
、江戸時代の
「物語絵」など、名品
約60点を展示します
（会期中一部展示替えあり）
。和歌や
文学が織りなす日本美術特有の世界をご鑑賞ください。
◆期

間

◆開館時間
◆入 館 料

〜5月11日（日）

※月曜日、5月7日（水）は休館（5月5日は開館）

10:00〜17:00（入館は 16:30 まで）
一般1,000円（税込み）
／高 大学生700円（税込み）
／
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（展示会のご案内）
A03-5777-8600 8:00〜22:00（年中無休）
http://www.gotoh-museum.or.jp/

渋谷ヒカリエは、２周年を 迎えます

カフェ&レストランでは伊勢海老や熟成肉などちょっと贅沢な食材
を使用したメニューや、お得なセットメニューをご用意しています。
◆期間／〜5月6日（火 休）
◆場所／6･7F カフェ＆レストラン、8･11F 飲食店

SHIBUYA de Hello Kitty

ハローキティ40 周年を記念して渋谷ヒカリエに HUG フォト
スポット、期間限定ショップ、コラボ商品が登場します。キティ
ちゃんとのHUGして ぎゅっ イベントも開催 !
◆期間／4月24日（木）〜5月6日（火 休）
◆場所／館内各所

• HUGして ぎゅっ イベント

4月26日（土） 12:00、13:30、15:00
5月 3日（土・祝）17:00
5月 5日（月・祝）15:30、17:00

※各回先着20組（1組3名さままで。30分前から整理券配布）。
詳細は、渋谷ヒカリエホームページをご覧ください。

グランビエール 2014

約30社100銘柄の国内クラフトビール、海外ビールが1回50mlずつ
試飲できます。ビールと相性ピッタリの料理もご提供します（別料金）。
◆日程／① 4月26日（土）12:00〜15:30、16:30〜20:00
② 4月27日（日）12:30〜16:30

※入場は各回終了の 1時間前まで、ラストオーダーは各回終了の 15分前まで

◆場所／9F ヒカリエホール A
◆入場料／当日券：5,000円
（税込み）
、前売券：4,600円
（税込み）
◆お問い合わせ／03-5468-5892（代表） 渋谷ヒカリエ
http://www.hikarie.jp/

五島美術館 からのお知らせ

ゴールデンウイークは、エコイベントへ GO！

■価
格
■販売場所

410円（税込み・各1缶）
五島美術館内ミュージアムショップ
五島美術館オンラインショップ
■お問い合わせ 五島美術館ミュージアムショップ
A03-3703-0662
（開館日の10:00〜17:00）
http://www.gotoh-museum.or.jp/

読者プレゼント

五島美術館オリジナル缶ドロップス
（ 2 種類1セット）を抽選で
10 名さまにプレゼント!

かえっこバザール

かえっこウォークラリー
「かえっこバザール」当日までの10日間開催する、スタンプラ
リーです。館内各所に「かえっこステーション」を特設、全て回
ると完成するカエルの絵を「かえっこバザール」の会場に持って
いくと、おもちゃと交換できる「カエルポイント」をプレゼント!
◆期間／4月26日（土）〜5月5日（月 祝） ◆場所／館内各所
◆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/

･･･････････････････････････････････････････レミィ五反田

レミィ五反田 6周年 remy's Thanks Anniversary
remy's Thanks Anniversary 大抽選会
5月1日（木）から5日（月 祝）まで、旅行券
やホテル宿泊券などの豪華賞品が当たる大
抽選会を開催 ！ 期間中、レミィ五反田の
各ショップにて、ご利用金額2,000円（税
込み）以上で抽選券を1枚進呈。抽選券1枚
につき1回抽選会にご参加いただけます。

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

〒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
※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

◆お問い合わせ／03‑6422‑0315 レミィ五反田
http://remy-remy.com/

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1日（木）〜９月30日（火）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
2014年5月号（通巻411号）
■発

行

東京急行電鉄株式会社
A 03‑3477‑6330

年末年始などを除く）
月〜金 9:30〜18 :00（ 5/1、祝日、
※5月2日（金）〜 9月30日（火）は 8:30〜17: 00

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

◆期間／抽選券配布期間：4月14日（月）〜5月5日（月 祝）
抽選会期間：5月1日（木）〜5日（月 祝）
◆場所／4F 吹抜広場
※抽選券の配布は 1会計につき 1枚まで
※レシート合算不可 ※一部対象外店舗あり

（当日消印有効）
5 月19 日（月）

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）
URL http://www.tokyubus.co.jp/

■発

行

日

■デザイン・制作

2014年4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。

