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東急電鉄の広報誌「HOTほっとTOKYU」は、毎月20日発行で駅専用ラックに配置し、本誌「HOTほっとTOKYU 夏・特別号」は、新聞折り込み、東急線の各駅などで配布しています。

夏・特別号

STEP1 STEP2 STEP3
「HOTほっとTOKYU
夏･特別号」を持って
渋谷駅に行く

4種類のスタンプを
同じ位置に重ねて
押すとできあがり！

スタンプ設置場所AとBで、前半、後半にそれぞれ1回ずつスタンプを押す。
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暑中お見舞い
　 申し上げます。

夏休み、おでかけする？ 渋谷にも遊びに来てね！

渋谷に来てね

◆開催期間／7月13日（日）～31日（木） 前半
 8月  1日（金）～19日（火） 後半
◆スタンプ設置場所／東横線 田園都市線 渋谷駅
　A渋谷ちかみち総合インフォメーション 
　B渋谷ヒカリエ1改札（外）
◆スタンプ設置時間／ 10：00～18：00　
◆スタンプ台紙／本誌（このページ） 

夏休みTRY！

夏休み期間中、渋谷駅を舞台に『夏休み
TRY！ 「のるるん」暑中見舞いスタンプ』
を開催します。4種類（前半2種類、後半
2種類）同じ位置に重ねて押すと、「のるるん」
からの暑中見舞いが完成する、楽しいスタ
ンプ！ 抽選でオリジナルグッズなどが当た
ります。夏休みは、渋谷駅を探検しよう！

 「のるるん」暑中見舞いスタンプ

スタンプ設置場所にある「専用はがき」に必要事項を記入し、
52円分の切手を貼って投函　8月31日（日）消印有効 ※お一人さま1枚まで（複数応募は無効） 
※駅、渋谷ちかみち総合インフォメーションでは、はがきの応募受付は行っていません。

A賞 Shibuya Hikarie号ボールペン  ...................  10名さま
B 賞 「のるるん」オリジナルマスコットキーホルダー  ....  10名さま
C賞 「のるるん」タオル（約35×88cm）  .....................  50名さま
D 賞 「のるるん」ノート＆鉛筆セット  .......................  50名さま
★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（賞品発送は9月下旬予定）。

「のるるん」
暑中見舞いスタンプが

できるまで

4 色 り刷

概要 応募方法・賞品

「のるるん」暑中見舞いスタンプ

6/21 ダイヤ改正で
田園都市線が
ますます便利に!

東急線ダイヤ改正を実施 日中準急新設や列車の増発などで、ますます便利に！ 車両工場で、特別な思い出を

きらきらした夏の日差しの中、
元気に遊んで食べて、いっぱい笑って……
夏だからこそ、出会える風景、
おいしい食べもの、気持ちいい場所へ、
電車に乗って飛び出そう！

飛び出そう

◆開催日時／9月28日（日） 10：00～15：00　
◆場　　所／長津田車両工場（こどもの国線 恩田駅近く）　
◆内　　容／車両工場の見学、総合検測車「TOQ i」 展示見学、電車関連グッズの販売など
◆募集概要／募集人数　4,000名（応募者多数の場合は抽選）　
　　　　　　応募条件　中学生以上 ※小学生以下は高校生以上の同伴が必要です。 
◆募集期間／7月15日（火）～8月15日（金） 
　　　　　　※9月5日（金）ごろまでに、当選者にのみ郵送でお知らせします。
◆応募方法／東急電鉄ホームページから応募
◆お問い合わせ／東急お客さまセンター
◆主　　催／東急電鉄・東急テクノシステム

9月２8日（日）、東急電鉄と東急テクノシステムの車両工場見学
イベント「2014 東急 電車まつり in 長津田」を開催します。
普段なかなか見ることができない場所や作業を見学できます。

6月21日、田園都市線、大井町線、
こどもの国線のダイヤを改正しました。

「2014 東急 電車まつり in 長津田」参加者募集！

４つの角とスタンプの角を合わせて押してね！

かる～く押す
と

　きれいにで
きるよ

東急線キャラクター

の る る ん

平日･土休日の朝、夕夜間に列車を増発。
行先延長や列車本数見直しを行い、
さらなる利便性向上を図りました。

田園都市線のダイヤ改正に伴い、一部
列車の発着時刻を変更しました。

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/

田園都市線

大井町線

こどもの国線

夏だからこそ　 楽しい、おいしい、気持ちいい

日中時間帯に準急を新設。
　中央林間(長津田)～渋谷(半蔵門線直通)間に
　毎時上下約2本新設
　平　日　渋谷発着 10時～17時台
　土休日　渋谷発着 9時～17時台
準急は新たに南町田へ停車します
(平日朝を含む)。
渋谷始発・終着の各停を設定しました。

募集期間

7/15～
8/15限定 

4,000名

長津田車両工場
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❶本誌「HOTほっとTOKYU 夏・特別号」を持って、渋谷駅のスタンプ設置場所
　A渋谷ちかみち総合インフォメーションと
　B渋谷ヒカリエ1改札（外）へ行く。
❷設置場所AとBで本誌にスタンプを押す。
・設置場所AとBには、それぞれ異なるスタンプを1種類ずつご
用意しています。

・8月1日（金）から、後半のスタンプに入れ替わります。前半・後半
合わせて4種類のスタンプを押すと、カラフルな絵が完成します。
　※前半に設置の2種類のスタンプは、後半には押すことができません
　　ので、ご注意ください。

❸スタンプを押して出てくる「のるるん」のせりふを、スタンプ設置場所
　にある「専用はがき」のキーワードの欄に記入して応募する。

お買い物の休憩に、デート前のメイク直しに、
ゆったり快適な渋谷ちかみちラウンジを
ご利用ください。

ゆったりとしたラウンジ(左)や、おむ
つ替えスペースやキッズトイレのある
ベビールーム(上)など充実の設備

渋谷駅スタンプ設置場所
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渋谷ちかみち総合インフォメーション内

渋谷ちかみち
総合インフォメーション
渋谷ちかみち
総合インフォメーション

渋谷ヒカリエ１改札（外）

渋谷ちかみち
ラウンジ

参加方法

 くつろぎ&リフレッシュ空間
 「渋谷ちかみちラウンジ」（無料）

、

※詳しくは、東急電鉄
ホームページの

「鉄道・バス情報」を
ご覧ください。
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小田急江ノ島線で
江の島・鎌倉へGO!

新しい発見がいっぱい

どきどきわくわく、楽しく学ぶ夏休み

夏休みといえば、プール！ 小さい子どもたちも
安心して遊べる浅いプールや噴水プールのほ
か、スリル満点のチューブスライダーなどいろい
ろな遊び方が楽しめる。広い場内には大きな屋
根のついた休憩所も。家族みんなで思いっきり
遊ぼう！

緑に囲まれた自然の中で元気いっぱいに遊ぶならア
スレチックがおすすめ ! 子どもも大人も一緒に楽しめ
る、首都圏最大級の本格的アスレチックコース。起伏
に富んだ地形や池を
生かした50のポイント
をクリアして行こう！ 
「トムソーヤ 冒険の
森」は、小さな子どもも
楽しめる。

こどもの国駅こどもの国線

湾岸エリアを
楽しむなら

りんかい線１日乗り降り自由
(大崎駅は除く）

東急線各駅から大井町駅までの往復セ
ッ
ト
内
容

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

こどもの国 屋外プール

横浜港内クルーズ

フィールドアスレチック
横浜つくし野コース

おトクなきっぷで
横浜みなとみらい
エリアを満喫！

みなとみらいチケット
◆発売箇所　東急線各駅の券売機
※横浜駅、世田谷線・こどもの国線の各駅では
　発売していません。
※価格は発売駅により異なります。
※発売当日限り有効

みなとみらい線
１日乗り降り自由

東急線各駅から横浜駅までの往復セ
ッ
ト
内
容

おすすめスポッ
http://wWeb

◆発売箇所　東急
※世田谷線・こどもの
※価格は発売駅によ

おしゃれなトライ
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夏だからこそ　 楽しい、おいし

みなとみらい線 日本大通り駅

つくし野駅・すずかけ台駅田園都市線

晴れた日には遠く富士山の姿も

身近な電車やバスについて、展示はも
ちろん体験を通して楽しく学べる博物
館。臨場感のある「8090系運転シミュ
レータ」をはじめ、東急線の1日を再現
した「パノラマシアター」を観たり、「な
んでも ものしりステーション」でクイズ
に挑戦したり、1日中楽しく過ごそう！

最大で全長約16m、高さ約3mにも及ぶ砂の彫
刻作品群が、横浜に出現！ 「鳥取砂丘 砂の美術
館」全面協力のもと、世界中から集まった砂像彫
刻家が日本・中国・韓国の世界遺産や歴史的建
造物を制作。鳥取砂丘から運ばれた砂と横浜の
水だけで作られた砂の彫刻は迫力満点！ フード
エリアでは、日中韓各国の料理が楽しめる。

電車とバスの博物館
宮崎台駅田園都市線

旧玉川線を走り、「ぺこちゃん」「いもむし」の愛称
で親しまれた「玉電 デハ200形」

「8090系運転シミュレータ」
車体もハンドルも本物

巨大な砂像が間近に！ 
写真は、「鳥取砂丘 砂の美術館」

入場料100円引き（当日券のみ）
※本誌1部で5名さま利用可特典

この夏の企画展は「トイレ？ 行っトイレ！ ～ボ
クらのうんちと地球のみらい」（～10/5）。日常
生活から地球環境まで、私たちの「生きる
こと」と関わっている排泄やトイレ環境の問題
をかわいらしいうんちやトイレのキャラクター
がナビゲートし、まじめに面白く学べる企画。
夏休みの自由研究にも！

■馬車道駅（出口1b） 徒歩１分　■開催期間／7月19日（土）～8月31日（日）
　11：00～21：00 ※9/1～11/3は10：00～20：00　
■入場料／大人（高校生以上）前売 ：1,000円・当日：1,200円、子ども（中学生以下）
　前売：500円・当日 ：600円、3歳以下無料 ※前売り券の購入については、事務局へ
　お問い合わせください。　■会場／横浜市中区本町6　
■お問い合わせ／045-681-3734　日中韓砂の彫刻展事務局

■044-861-6787　■宮崎台駅 直結　
■開館時間／10:00～17:00(入館は16:10まで)、日曜･祝日9:30～　
■休館日／月曜(祝日･振替休日の場合は翌平日)　
■入館料／大人100円、小･中学生50円、6歳未満無料　
■川崎市宮前区宮崎2-10-12

日本科学未来館

企画展入場料　大人240円引き、18歳以下120円引き 
（土曜のみ18歳以下100円引き）
※本誌1部で5名さま利用可
※10月5日(日)まで

特典

みなとみらい線 馬車道駅

旅とグルメで1日たっぷり満喫

 「横濱中華街 旅グルメきっぷ」

NEW!

東急線1日乗車券＋みなと
みらい線1日乗車券＋横濱
中華街お食事券が1つに
なったお得なきっぷ「横濱中
華街 旅グルメきっぷ」の発
売を開始しました。
※詳細は、裏面をご覧ください。

え 　 の  し ま と う ろ う

■開催日時／8月1日(金)～
　31日(日) 18:00～20:30　
■場所／江の島島内各所、
　片瀬すばな通り、
　龍口寺（ライトアップのみ）　
■片瀬江ノ島駅 徒歩20分、
　江ノ島駅 徒歩25分など　
■お問い合わせ／
　0466-24-2715
　江ノ島電鉄株式会社
　9:00～17:00
　※土曜・日曜・祝日を除く

江の島が大小さまざまなデザ
インの灯籠に彩られる、幻想
的な光のお祭り。パワース
ポットとしても有名な江島神
社の境内などもライトアップ
され、昼間とは違う夜の江の
島の風情を味わえる。

江の島灯籠

夏の思い出作りにクルージング
はいかが？ 心地よい潮風を感じ
ながら、気軽に楽しめる約1時間
のコース。大さん橋から山下公園、
ベイブリッジ、みなとみらい地区
と、港町・横浜の景色を海の上か
ら楽しもう！ 客船「ゆめはま」「海
龍」は、どちらもゆったりとした空
間で快適。

■03-3570-9151 ■東京テレポート駅 徒歩15分、新交通ゆりかもめ 
　テレコムセンター駅 徒歩4分　■開館時間／10：00～17：00（入館
　は16：30まで）　■休館日／火曜 ※7/22～8/26は開館　
■入館料／常設展示：大人620円、18歳以下210円、未就学児無料
　（土曜のみ18歳以下無料）
　今回の企画展（常設展示見学可）：大人1,200円、
　18歳以下600円、未就学児無料
　（土曜のみ18歳以下500円）　

東アジア文化都市2014横浜 
ヨコハマ砂の彫刻展

■日本大通り駅 徒歩3分　
■乗船場所／ピア象の鼻
■運航時刻／12:15、14:45、16:15、17:45 
　土曜･日曜･祝日は11:30、13:45、15:15、16:45、18:30
　（各クルーズの1時間前から整理券を配布。整理券番号順に乗船）
　※貸切･荒天･潮位により欠航･運休の場合あり。運航状況は前日、
　　または当日にご確認ください。
■運休日／月曜（祝日の場合は翌平日）　
■乗船料／大人1,200円、子ども（小学生）600円
　※保護者同伴の乳幼児は無料
■お問い合わせ／045-201-0821 京浜フェリーボート

みなとみらいエリアをおトクに楽しむ！

横浜お得クーポンつき
「ENJOY横浜みなとみらいBOOK」
●実施期間／7月19日(土)～8月31日(日) 
●配布場所／東急線各駅（一部の駅を除く）

お台場エリアで夏の思い出をつくろう
東急お台場パス提示でおトク
「Happyお台場Navi」
●実施期間／7月19日(土)～8月31日(日) 
●配布場所／東急線各駅（一部の駅を除く）

元気な夏へ飛び

りんかい線 東京テレポート駅大井町線 大井町駅→ 小田急江ノ島中央林間駅→田園都市線
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風が、緑が、気持ちいい

自然を感じて元気に遊ぶ

■045-983-9254　
■つくし野駅・すずかけ台駅 
　徒歩15分　
■開園時間／9：00～17：00
　※7/22～8/31は
　18：00まで　
■休園日／なし
　（悪天候時、臨時休園の場合あり）
■入園料／大人800円、
　中学生・高校生700円、
　幼児（3歳以上）・小学生500円、
　3歳未満は無料

写真は、「鳥取砂丘 砂の美術館」

遊ぼう！

ぶ

■045-961-2111 ■こどもの国駅 徒歩2分
■期間／7月19日（土）～8月31日（日）　■開場時間／10：00～16：00
　　（入場は15：30まで）　■休園日／水曜　※８/13は開園　
■入場料／プールセット券（こどもの国への当日の入園とプール入場）
　大人（高校生以上）1,100円、小･中学生450円、幼児（3歳以上）350円、
　0～2歳は無料 ※オムツでの利用不可。 水遊び専用パンツをご利用ください。



7月 JULY
日付 曜日

13 SUN

14 MON

15 TUE

16 WED

17 THU

18 FRI

19 SAT

20 SUN

21 MON

22 TUE

23 WED

24 THU

25 FRI

26 SAT

27 SUN

28 MON

29 TUE

30 WED

31 THU

8月 AUGUST
1 FRI

2 SAT

3 SUN

4 MON

5 TUE

6 WED

7 THU

8 FRI

9 SAT

10 SUN

11 MON

12 TUE

13 WED

14 THU

15 FRI

16 SAT

17 SUN

18 MON

19 TUE

20 WED

21 THU

22 FRI

23 SAT

24 SUN

25 MON

26 TUE

27 WED

28 THU

29 FRI

30 SAT

31 SUN

夏休みのイベント情報を
東急沿線情報サイト

でゲット！

本誌に関するアンケートを実施
東 急グ ル ープ の モニター 組 織

実施期間 
7/14～7/20

こえとも 検索

夏休み
お天気カレンダー

天気

土用の入り

大暑

みずがめ座δ南
流星群が極大※

伝統的七夕

立秋

2014年で最も満月
が大きく見える日

ペルセウス座
流星群が極大※

はくちょう座
κ流星群が極大※

処暑

★天体現象は、天候や地域などにより観察が難しい
　場合があります。
※極大：流星群の活動が最も活発になる時期のこと。

今日の天気を
塗りつぶしてね！

海の日

処暑

いよいよ、
夏休みだね

宿題、
おわった？
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池上線

目黒線

東武東上線

有楽町線・
池袋線

東京メトロ
副都心線

大
井
町
線

新宿三丁目

池袋

小竹向原

練馬
和光市

川越

所沢

飯能

　森林公園

りんかい線で
お台場へGO!

■開催日時／川瀬祭宵宮祭 
　7月19日(土) 13:00～22：00、
　川瀬祭20日(日) 10:00～22:00　
■場所／秩父神社、秩父市街　
■西武秩父駅 徒歩15分（秩父神社）　
■お問い合わせ／0494-25-5209
　秩父市観光課

■開催日時／8月2日(土) 
　舟山車 18:30～21:00、
　奉納花火 19:00～21:00など ※雨天中止
■場所／玉淀水天宮、玉淀河原、
　寄居町市街など　
■玉淀駅 徒歩12分、
　寄居駅 徒歩17分など
■お問い合わせ／048-581-3012
　寄居町観光協会

■042-788-3165 ■南町田駅 徒歩2分 グランベリーモール内　
■営業時間／10:00～20:00（L.O.19:45）  ■定休日／無休

二千余年の歴史を持つ古社、秩父神社の
お祭り。華やかな山車が、秩父ばやしの
リズムに乗ってにぎやかに街中を引き回
される。7月20日(日)の「神輿洗いの儀
式」でおみこしが荒川の清流に入り清め
られるさまは、勇ましく迫力の眺め。

自然豊かな名勝地「玉淀」で行われる、
玉淀水天宮のお祭り。クライマックス
の奉納花火では、ぼんぼりやちょうち
んで美しく飾った舟の山車が荒川に浮
かび、圧巻の光のショーを繰り広げる。

オーナーの深い愛情とこだわりが作る癒しの空間で、
ジャワ出身のシェフが丁寧に作ったインドネシア料理
を堪能できるお店。肉・魚・野菜はもちろん、大豆を
発酵させたヘルシーなテンペを使ったメニューも豊富。
味はもちろん、お店の雰囲気も楽しんで♪ 週末に開催
されるさまざまなジャンルのライブも人気。

本場タイのシェフが作る本格派タイ料
理店。ビールによく合うおかずから、サラ
ダ、ご飯ものなどメニューが充実。デトッ
クス効果も期待できるといわれるハー
ブを使った数々の料理は、女性に大人
気！ 苦手な食材や辛さの度合いなど細
かい注文に応えてくれるのがうれしい。

田園都市線から、湘南散策へ 東急江の島・鎌倉フリーパス
田園都市線各駅から江の島・鎌倉散策のお出掛けにおすすめのおトクなきっぷ。 
※江の島・鎌倉エリアの指定店舗・施設の割引サービスなど特典付き。 

トをWebでチェック！
ww.tokyu.co.jp/triangle/

線各駅の券売機
国線の各駅では発売していません。 
異なります。 ※発売当日限り有効

アングルエリアが1日乗り降り自由 ！

グルエリア１日乗り降り自由

東急線各駅から
ングルエリアまでの往復

ん。

降り自由！

おとな400円
こども 200円

トライアングル
エリア内

い、気持ちいい

約30mの城山から打ち上げられる
奉納花火は、迫力満点！

島内の店先からは、
涼やかな風鈴の音
が聴こえてくる

日が暮れ、山車のぼんぼりに灯がともる
と、祭りの雰囲気は一層盛り上がる

ポテー　1,250円
シーフード（ワタリガニ、エビ、イカ）
のトムヤムスープ。酸味と辛さのバ
ランスがよく、さっぱりとした味が
暑い日におススメ

チキンビンダルーカリーセット（サラダ・ドリンク付き） 
910～1,060円（ドリンクの種類による）
写真のドリンクは、季節のラッシー（ブルーベリー）。 
オーガニックのブルーベリーを
使用したラッシーはカリーとの
相性も抜群！

アイスクリーム ルアンミット 450円
パパイヤとココナツ2種類のアイ
スと、もち米を甘く煮たカオニャオ 
ムーンが人気！

地鶏、小羊、牛肉、テンペの激辛串焼き 1,050円
やわらかい肉やテンペに自家製サンバルソースが
たっぷり。やみつきになる辛さ！

ピサン ゴレン
アイスクリーム　735円
春巻きの皮に包まれたバ
ナナとパイナップルを揚
げたピサン ゴレン。トロリ
としたバナナとココナツ
アイスのコラボが絶妙！

西武秩父駅西武秩父線

渋谷駅東横線 田園都市線

お食事ご注文のお客さま、
ピサン ゴレン アイスクリーム（小）１つサービス
※本誌1部で1グループ利用可 ※夜のみ

特典

南町田駅田園都市線

三軒茶屋駅田園都市線 世田谷線

東武東上線 玉淀駅・寄居駅

「神輿洗いの儀式」は荒川の
祭場で、7/20の14：30ごろ
に行われる。神楽の奉納も

東急線各駅から
渋谷駅までの
往復

西武線全線
1日乗り降り
自由

東京メトロ副都心線
1日乗り降り自由

（渋谷駅～小竹向原駅間）

◆発売箇所 東急線各駅の券売機 ※渋谷駅、世田谷線・こどもの国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。 ※発売当日限り有効

西武線内を乗り降りするなら、おトクなきっぷで！

東急線各駅から
渋谷駅までの
往復

和光市駅から
坂戸駅までの
往復

坂戸駅から
寄居駅・越生駅間が
1日乗り降り自由

東京メトロ
副都心線

1日乗り降り自由

◆発売箇所 東急線各駅の券売機 ※渋谷駅、世田谷線・こどもの国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。 ※発売当日限り有効

東武東上線沿線を乗り降りするなら、おトクなきっぷで！

寄居玉淀水天宮祭
よ り  い  た ま よ ど す い て ん ぐ う さ い

秩父川瀬祭
ち ち  ぶ  か わ  せ まつり

影絵の夜 江の島に伝わる伝説「天女と五頭龍」の影絵を上映。
■開催日時／8月30日(土)、31日(日) 18:00～19:00（予定）
■場所／江の島サムエル・コッキング苑内

期間中に開催のイベント
ゆかたでGO！ モボ･モガファッションショー
ゆかた、モボ･モガのファッションで来場の先着100名さまに、奉納花
火・有料観覧席の入場整理券をプレゼント。会場には夜店も並ぶ。
■開催時間／17:30～19:00ごろ ■場所／太子様駐車場

ゆかた、モボ･モガファッションで、お祭りを楽しもう！

■03-3413-8900　■三軒茶屋駅 徒歩2分　
■営業時間／11:30～15:30（L.O.15:00）、18:00～24:00
　（L.O.23:00） 土曜・日曜・祝日12:00～15:30（L.O.15:00）、
　17:30～24:00（L.O.23:00）　■定休日／無休　
■世田谷区三軒茶屋2-14-19

タイ食市場 
サイアム・タラート

スパイスマジック 
グランベリーモール店
約10種類のスパイスがブレンド
された南インド料理の「チキン
ビンダルーカリー」は、真夏にぴっ
たりの爽やかな辛さ。スパイシーな
エスニック料理を気軽に楽しめる
店舗は、アウトドアショップ「モンベ
ル」に併設されているので、夏休み
に向けてキャンプやアウトドア用品
を準備する方にもおすすめ！

広大な敷地に、アウトレットを併設したオープ
ンモール。アウトドア、アパレル、生活雑貨な
どの大型店や映画館もあり、ショッピングは
もちろん、いろいろな楽しみ方ができる。

■042-795-0109 
　グランベリーモール　
■南町田駅直結　
■営業時間／10:00～20:00 
　※店舗により異なる

バリカフェ モンキーフォレスト

♪ 週末に開催
気。

ピサンゴレン

び出そう

江ノ島駅片瀬江ノ島駅 江ノ島電鉄線

■03-3464-4633　■渋谷駅（出口8） 徒歩６分　
■営業時間／11:45～15:30、17:45～23:00（L.O.22:00）
■定休日／月曜 ※8/11～18は夏期休業　
■渋谷区桜丘町10-8

オープンモールで、のびのびお買い物！「グランベリーモール」

ケーキセット　
550～700円
（ドリンクの種類による）
アップルパイとアイスチャイ。チャイは、６種類の
スパイスを自由に入れて、あなた好みの味に♪

至池袋↓

秩父神社

「神輿洗いの
儀式」祭場

卍

西武秩父駅西武秩父駅

秩
父
市
役
所

至池袋

↓

立入禁止

寄居駅寄居駅

史跡
鉢形城跡

玉淀駅

玉淀
水天宮

玉淀駅

太子様
駐車場
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江ノ島駅

江の島

片瀬江ノ島駅片瀬江ノ島駅
江ノ島駅至藤沢← 至藤沢←
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至
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ヒカリエ
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至中央
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渋
谷
駅

渋
谷
駅

東急
プラザ渋谷

セルリアンタワー

世田谷線
三軒茶屋
駅

三軒茶屋
駅

246

キャロット
タワー

世田谷線
三軒茶屋
駅←

至
下
高
井
戸

至渋
谷→

至中央林間

→

サイアム
タラート

大東京
信用金庫

三軒茶屋
シネマ

三軒茶屋
駅

←至
中央林間

鶴
間
公
園

↑

至
渋
谷

南町田駅南町田駅

スパイス
マジック

東急
ストア

グランベリー
モール

光と水に魅せられる

水辺で楽しむ、日本の夏

「暑さ」は「辛さ」で吹き飛ばす 

アジアの から～い料理

特典 お食事ご注文のお客さま、
タイティー(タイの甘い
ミルクティー)1杯サービス
※本誌1部で4名さま利用可
※7月31日(木)まで

理

◆発売箇所　田園都市線各駅の券売機
※中央林間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。 ※発売当日限り有効

※発駅と小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」の往復のみご利用のお客さまは、IＣカードまたは
　普通乗車券がおすすめです。

　 をご利用の際は、施設・店舗で本誌「HOTほっとTOKYU 夏・特別号」をご提示ください。特典実施期間は、2014年8月31日（日）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。

※アンケートに回答するには、KOETOMO会員
　への登録が必要です。

特典



※掲載している情報は、2014年7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。 ※本誌に掲載されている価格は消費税込みの金額です。

東急電鉄からのお知らせ
HOTほっとTOKYU 夏・特別号 ■発行日　2014年7月13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/

■発　行　東京急行電鉄株式会社　Tel.03-3477-6330  月～金 8：30～17：00（祝日、年末年始を除く）

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　303-3477-0109  503-3477-6109
月～金 8:00～20:00 ※5月1日（木）～9月30日（火）は8：00～18：00　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）。

東 急 線 で 夏 を も っ と 楽 し く！  イ ベ ン ト & イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

観て、聴いて、食べて楽しむ、夏のフェスティバル！
アンネテ・オン・フェット ブンカムラ2014
2014年夏、25周年を迎えたBunkamuraでは、フラ
ンスの風が香る展覧会から世界最高峰のバレエなど、
魅力的な企画を続々開催します。この期間だけの特
別なミニコンサートやフランス語教室などバラエティ
豊かなラインアップをご用意しています。
◆期間／8月3日(日)まで　◆時間／企画によって異なる　
◆場所／Bunkamura内各所
　※詳しくは、Bunkamuraホームページをご覧ください。
　http://www.bunkamura.co.jp/

東急電鉄 ココロつなぐプロジェクト
東急電鉄 運輸営業部公式Facebook「ココロつなぐプロ
ジェクト」を開設しています。東急線の駅から、街や駅のさまざ
まな情報をお届けします。ぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/tokyu.kokoro.tsunagu

感動の海体験プログラム！
 「伊豆のきれいな海のがっこう」

プロに教わる自然体験！ 「体験ダイビング」「バブルスノーケリング」
「漁業体験クルーズ」などきれいな海での体験はもちろん、「自然体
験カブト虫探し」など、伊豆の自然を満喫できるプランをご用意。
※一部宿泊者限定のプログラムあり

詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.izukyu.co.jp/kanko/umi-no-gakkou2014/
●お問い合わせ　伊豆急ホールディングス 営業推進課　
　0557-53-1116　9：30～18：00 
　※土曜・日曜・祝日を除く きれいな海で「バブルスノーケリング」を体験！

お食事券対象店舗
廣東飯店、三和楼、四五六菜館 別館、
重慶飯店 別館、状元樓 横濱本店、
中国茶房 悠香房、梅蘭金閣、優味彩
※お食事券は、参加8店舗のうち1店舗で使用できます。
　メニューは、厳選した特別なメニューをご用意しています。

一部店舗では、「横濱中華街 旅グルメきっぷ」限定の特別料理をご用意

※画像はイメージです。

※詳細は、東急電鉄ホームページ、
　東急線各駅にあるチラシをご覧ください。

東急線全線と横浜高速鉄道みなとみらい線全線が1日乗り降り自由の乗車券と、横濱中華街の対象店舗での特別食事券がセットになった「横濱中華街 旅グルメきっぷ」を、
東急線の各駅(一部の駅を除く)で発売しています。いろいろな楽しみ方ができる便利でおトクなきっぷをご利用ください。

※有効期間内であれば、東急線1日乗車券、みなとみらい線1日乗車券、
　横濱中華街お食事券のそれぞれを、別の日にご利用も可能

きっぷのご購入の際に、
店舗やメニューについて
詳しく掲載した冊子
「スペシャルメニュー」を
お渡しします。

親子でめぐろう！ 東急線電車スタンプラリー
この夏、東急線の20駅をめぐる「親子でめぐろう！ 東急線電車スタンプラリー」を開催します。

概　

要

7/19～8/31

参
加
方
法

スタンプ設置駅窓口でスタンプ帳を
受け取り、スタンプラリースタート！ 
※渋谷駅を除く

2駅分のスタンプを集めると、
電車カードが1枚もらえる！
※1駅分で電車カード1枚贈呈の駅もあり。

すべてのスタンプを集めて渋谷駅へ。
「総合検測車 TOQ i」キラカード（数量限定）
がもらえる！

抽選で20名さま(4駅、各5名さま)に、
1日駅長体験が当たる！ ※小学生以下対象

1 2

3
ダブルチャンス！

◆価格　大人660円、子ども330円
◆発売期間 7月19日（土）～8月31日（日）
　※9/1以降は、土曜・日曜・祝日および12/30～1/3のみ発売

◆発売箇所　東急線各駅の券売機 
　※世田谷線・こどもの国線の各駅では発売していません。 
　※発売当日限り有効

 「東急ワンデーオープンチケット」で
スタンプラリーに行こう！
土曜･日曜･祝日に東急線全線を1日中乗り降りできる
「東急ワンデーオープンチケット」を、期間中、平日も発売
します。おトクなきっぷを使って、スタンプを集めよう！

「10周年記念 モンスターハンター展」
東急線 モンハン展開催記念 モバイルスタンプラリー
8月2日(土)～31日(日)に渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールにて開催される「10周年記念 モンス
ターハンター展」を記念して、「東急線 モンハン展開催記念 モバイルスタンプラリー」を開催します。
◆開催期間／8月2日(土)～31日(日)　
◆参加料／無料（パケット通信料などはお客さま負担）
◆対象駅／渋谷駅、自由が丘駅、武蔵小杉駅、二子玉川駅、たまプラーザ駅
　※当スタンプラリーはスマートフォンのみの対応です。
　※一部ご利用できない機種もありますので、ご注意ください。

1.スマートフォンで「スマラリー(http://smartrally.jp/)」を検索。アプリを
　ダウンロード。「東急線 モンハン展開催記念 モバイルスタンプラリー」を選択。
2.対象駅に掲出しているQRバーコードつきポスターのQRバーコードを読み取り、専用ページにアクセス。
　モバイルスタンプをもらう。
3.対象5駅すべてのモバイルスタンプを集めて、オリジナル壁紙画像をもらおう!
　ダブルチャンス！　対象5駅すべてのモバイルスタンプを集めて応募された方の中から、さらに抽選で
700名さまに「モンスターハンター展オリジナルワンデーオープンチケットプレミアム」をプレゼント。専用応募
フォームから、スペシャルプレゼントに応募しよう！

参
加
方
法

期間限定で平日も発売します！
東急ワンデーオープンチケット

のるほどたまる。 楽しみ広がる
のるレージサービス登録受付中

http://tokyu.jp/

noruleage/
登録は
カンタン

携帯・
スマホから

名誉駅長になった方に、
名前入りオリジナル
PASMOを進呈。

名誉駅長限定サービスを実施中！
9月30日（火）までは、渋谷･キリン一番搾りガーデンで、お
好きなドリンク(ノンアルコール･ソフトドリンク含む)を毎週
1杯プレゼント！ 今後もうれしい特典を提供していきます。
※詳細は、下記モバイルサイトをご覧ください。

お金じゃ買えない名誉な一枚
「のるレージ」PASMO会員証

ためた「のるる」を
TOKYUポイントに
交換できます！

※詳細は、下記モバイルサイトを
ご覧ください。

事前に登録したPASMOまたはSuica(モバイルSuica含
む)で、東急線各駅(一部の駅を除く)の自動改札機にタッ
チして下車すると、オリジナルポイント「のるる」がたまる
無料サービスです。「のるる」がたまると会員ランクが上が
り、ランクに応じて素敵なプレゼントに応募できます。
詳細は、下記モバイルサイトをご覧ください。
http://tokyu.jp/noruleage/ （携帯・スマホから）
◆お問い合わせ／のるレージサービス事務局 
　045-277-0109 10：00～17：00
　（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

期間限定！7/31（木）まで

●トライアングルエリア1日乗り降り自由！ 
  「トライアングルチケット」
●「のるるん」マスコットキーホルダー
●「のるるん」ピンバッジ など
※アイテムは変更される場合があります。

ためた「のるる」はアイテムと交換！

オリジナル「のるるん」グッズなど、さま
ざまなプレゼントをご用意。応募できる
プレゼントは、ランクによって異なります。

抽選で当たる！ マンスリープレゼント

全員に当たる! アイテム交換

名誉駅長になると、うれしいこといっぱい♪

東急線･みなとみらい線沿線を１日まるごと満喫！
「横濱中華街 旅グルメきっぷ」が登場しました

電車カードは、
全11種類。

各カード限定2,500枚

名誉駅長
限定

※(株)パスモ商標利用許諾済第64号

※PASMOマーク　　　　および　　　　　  は(株)パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。

※(株)パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。

◆開催期間／7月19日(土)～8月31日(日)　
◆スタンプ設置駅／①横浜駅･菊名駅 ②自由が丘駅･中目黒駅
③目黒駅･田園調布駅 ④武蔵小杉駅･日吉駅 
⑤長津田駅･あざみ野駅 ⑥鷺沼駅･三軒茶屋駅(田園都市線)  
⑦三軒茶屋駅(世田谷線)･下高井戸駅 ⑧二子玉川駅･溝の口駅 
⑨五反田駅 ⑩蒲田駅 ⑪大井町駅  ゴール 渋谷駅 
　※同じ番号の2駅分のスタンプで1枚の電車カードを贈呈。
　　ただし、⑨⑩⑪は、1駅分のスタンプで1枚の電車カードを贈呈。　
　※電車カードの内容は、駅ごとに異なります。
◆スタンプ設置時間／10:00～17:00　
◆スタンプ台紙／スタンプ設置駅窓口で配布のスタンプ帳 ※渋谷駅を除く ※スタンプ帳はお一人さま1冊 ※なくなり次第、終了

1.スタンプ設置駅窓口でスタンプ帳を受け取る。※7/19（土）より配布開始！
2.同じ番号（上記）の駅のスタンプを集めて、その駅の改札窓口で電車カードをもらう。
3.すべてのスタンプを集めると、ゴールの渋谷駅(渋谷ヒカリエ2改札)で、
　「総合検測車 TOQ i 」キラカード（数量限定）がもらえる。※なくなり次第、終了

  ダブルチャンス！ 1日駅長体験へ応募　※小学生以下対象
渋谷駅で受け取った「専用はがき」に必要事項を記入し、
52円分の切手を貼って投函　9月3日(水)消印有効
※応募方法は専用はがきのみ。はがきは渋谷駅で、スタンプ全駅分集めた小学生までのお子さまにお渡しします。　
※お一人さま1枚(複数応募は無効)　※駅でははがきの応募受付は行っていません。　
※当選者の発表は、当選者への連絡をもってかえさせていただきます。


