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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 電力自由化・特別号」は、新聞折り込み、東急線の各駅ラックなどで配布しています。
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東急でんき 事前申し込み受付中

改正電気事業法の成立により、2016年4月から電力小売り自由化がスタート。
携帯電話会社を選ぶような感覚で、それぞれのご家庭が電気の購入先を選択できるようになります。

今よりリーズナブルに！ 例えば、従量電灯B-50 
アンペアで月額16,000円をご利用いただいている場
合は、年間5,964円もおトクになります。
※2016年1月時点の東京電力の従量電灯Bの電気料金(税込)との比較

リーズナブル!

電気の品質や送電の仕組みは全く同じです。
停電のリスクが高まるようなことは一切ありません。

あんしん!
お申し込み手続きは1回で完了します。
東京電力への解約手続きは不要です。
自動的に「東急でんき」に切り替わります。

カンタン!

毎月の電気料金をTOKYU CARDで支払うと最大1％
TOKYU POINT付与、イッツコムのサービス利用料が 
毎月最大350円割引など、おトクが満載です。

おトク!

　電力自由化とは？

東急でんき、はじまります！
2016年4月の電力小売り自由化に向けて、東急グループの電力小売り事業「東急でんき」がはじまります。

 東急線＆東急バスで困ったときは  東急線アプリ におまかせ！ 詳しくは
裏面へ！

東急線インフォメーション



東急でんき 事前 
おトク! 東急グループならではの特典！

あんしん! 送電の仕組みはそのまま！
送配電は従来の東京電力のネットワークを利用して、ご家庭にお届けしますので、電気の
品質も従来と変わりなく、安心して電気をお使いいただけます。
万一、提携先発電所が停止した場合でも、卸取引市場や電力会社から調達して電力を供給
し続けるため、お客さまのご家庭では変わらず電気をお使いいただけます。

サービス対象
現在東京電力の電気をお使いの方は、賃貸、持家あるいは
戸建、集合住宅にかかわらずお申し込みいただけます。た
だし、以下にあてはまる方は、お申し込みいただけません。

・オール電化住宅や太陽光発電を行っている住宅にお住まいの方
・高圧一括受電を導入している集合住宅にお住まいの方

群馬県

埼玉県
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山梨県

静岡県
(富士川以東)

サービス対象エリア

東急パワーサプライ
お客さまセンター  0120 おトクな「東急でんき」の

お申し込み・お問い合わせはこちらまで！

「電車で貯まるTOKYU POINT」に登録されている方が、

「東急でんき」にお申し込みいただくと、
「電車で貯まるTOKYU POINT」が、

2倍になるおトクなキャンペーンです。

※離島を除く

東急パワーサプライ提携先発電所

これから

東急でんきの料金メニュー

東京電力の発電所

いままで

東京電力の料金メニュー

東京電力の送電ネットワーク
送電線・変電所など

東京電力の送電ネットワーク
送電線・変電所など

「東急でんき」ご契約のご家族東京電力とご契約のご家族

電気の供給開始前から、

ポイントが   どん         貯められます！どん
東急線に
乗れば
乗るほど
おトク！

1家族
2名さま
まで！

早く
申し込むほど

おトク！



申し込み受付中！

カンタン ! お申し込み手続きは1回で完了！
「東急でんき」へのお申し込み1回で、 
全ての手続きが完了します。
お申し込み方法は、申込書にご記入い
ただくか、WEBからのお申し込みを 
お選びいただけます。

東急パワーサプライお客さまセンターへお電話
ください。資料を郵送いたします。

東急パワーサプライお客さまセンター
0120-109-708　受付時間　9:30～ 18:30

下記URLよりお申し込みください。
※一部お申し込みいただけない場合があります。

東急パワーサプライホームページ
https://www.tokyu-ps.jp/

申込書でお申し込みの場合 WEBでお申し込みの場合

Q.私の住んでいる家は、電力を切り替えても大丈夫ですか？
A.現在、東京電力の電気をお使いの戸建･集合住宅にお住まいの方

は賃貸･持家にかかわらずお申し込みいただけます。
※一部お申し込みいただけない場合があります。

Q.東急線沿線に住んでいなければ申し込めませんか?
A.東急線沿線を含む下記の地域で、お申し込みいただけます。
【お申し込み可能エリア】
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・
山梨県・静岡県(富士川以東)　※離島を除く

Q.東急パワーサプライの電気に切り替えると、何が変わりますか？
A.東急パワーサプライのおトクな料金プランで電気料金を計算

します。契約アンペアやご利用状況によりますが、ほとんど
のお客さまの電気料金がお安くなります。

Q.東急パワーサプライの電気に切り替える時に、費用はかか
りますか？

A.東急パワーサプライからご請求することはありません。 

Q.切り替えにあたり工事は必要ですか？
A.工事は必要ありません。東京電力がスマートメーターへの交

換を行いますが、立ち会いは必要ありません。また、費用も
かかりません。

東急でんき Q & A 

 今後もおトクなサービスが続々登場予定！ 詳しくは東急パワーサプライ ホームページへ！

特典3  毎日の通勤・通学で！
＊2

特典4  PASMOオートチャージサービスで！

特典1  定 期 券 購 入 で！

特典2  早 起 き 乗 車 で！

東急線の定期券区間内で下車した場合、1日1ポイント貯まる！

チャージ金額の最大1％分のポイントが貯まる！

東急線の定期券うりば、駅券売機にて 
PASMO定期券を購入すると            購入金額の最大１％分のポイントが貯まる！

午前7時までに＊1東急線各駅の自動改札機から入場すると、1日1回 5ポイント貯まる！

アップ分のポイントは、「電車で貯まるTOKYU POINT」対象の電車、バスサービスご利用日(定期券購入日、乗車日)の翌々月末
頃に「電車で貯まるTOKYU POINT」で加算する通常のポイントとは別に加算します。なお、2016年1月にご利用いただいた分の
アップ分のポイントは、2016年4月末に加算します。

◎ ポイント加算日

※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。※PASMOオートチャージサービスは株式会社パスモが提供するサービスです。※Suicaは東日本旅客株式会社の登録商標です。

＊2　2016年2月29日までのキャンペーン。3月以降は内容が変わる可能性があります。

＊1　田園都市線池尻大橋駅～用賀駅間は午前7時20分まで。

※上記特典は、ご利用・ご購入までに「電車で貯まるTOKYU POINT」にご登録済みであることが条件です。
※一部、例外や注意事項があります。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。 https://www.tokyu-ps.jp/campaign/dentama

-109-708 受 付 時 間 
9:30～ 18:30 東急パワーサプライ 検索

※電話番号をよくお確か
めの上、 おかけ間違いの
ないようご注意ください。  https://www.tokyu-ps.jp/

TOKYU POINTとは?
東急グループおよびTOKYU POINT加盟
店で貯まるポイント。TOKYU POINT加
盟店以外でも、毎月のクレジットカードの
ご利用や、各種サービスのご登録に応じて
貯まります。 
貯まったポイントは、1ポイント=1円
として、東急百貨店・東急ストアなどの東
急グループでのお支払いや、PASMOに
チャージして電車やバスの乗車にも使え
ます。

TOKYU CARDのお支払いでおトク！
電気料金をTOKYU CARDでお支払いいただくと、 
お支払金額の最大1%分のTOKYU POINTが貯まる！  
さらに、2016年2月29日までにお申し込みの場合は、
500ポイントプレゼント。

イッツコムとの同時加入でおトク！
イッツコムの加入者さまなら、テ
レビ、インターネット、電話などの
サービスとのセット割引で、毎月
最大350円もおトクです。
※イッツコムは、東急パワーサプライの販売代理店です。

おトク! ほかにもあります！ 東急グループならではの特典！

東急カード 検索  http://www.topcard.co.jp/tps

◎ お申し込み方法

下記URLもしくはQRコードからアクセス！ ログイン！ 入力！
「お申込み受領のお知らせ」に
記載の東急パワーサプライ 
お客さま番号とご契約者さま
の生年月日を登録！

登録完了！

登録した
その日から
ポイントアップ！

※PASMOまたはSuica番号、ポイントカード番号(クレジットカード番号含む)に変更があった場合、ご登録内容の変更が必要です。

❶ ❷ ❸ ❹
※電車で貯まる
TOKYU POINT
に未登録の方は
登録をお願いし
ます。

https://www.tokyu-ps.jp/
campaign/dentama

2ポイント

10ポイント

最大2％

最大2％



※掲載している情報は、2016年1月22日現在のものです。  ※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 電力自由化・特別号 ■発行日　2016年1月30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 10：00～16：00（祝日、年末年始などを除く）

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　TEL  03-3477-0109  FAX  03-3477-6109
月～金 8:00～19:00　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27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。

東急線＆東急バスで困ったときは
東急線アプリにおまかせ！

東急線アプリのダウンロードはこちらから！

iPhoneからアクセス

各スマートフォンのOSバージョンの対応情報はリンク先のページにてご確認ください。

Androidからアクセス

東急線アプリ 検索

もっと便利に
使いたい！

駅の構内図
が見たい！

効率よく
乗り換えたい！

遅延証明書がほしい！

何とか着けそう。
ひと安心！

次の電車は
今どこ？

時刻表が
見たい！

バスの情報は
ないの？

●①「列車在線位置」を選択 ●②路線選択ページへ ●③路線を選ぶ

●①「バスナビ」を選択 ●②検索方法を選択 
　※ここでは停留所名称からの
　　　検索をご説明します。

●③「乗車」「降車」を
　 入力して検索

●①遅延が発生すると自動的に表示される
　「迂回ルート検索」を選択

●②他社線のルートも含めた
　迂回ルートを検索 ●③迂回ルートを確認

遅延証明書も東急線アプリ
から発行できます
上記東急線アプリ トップ画面
をご覧ください

●④列車の現在位置を確認

●⑤バスの運行
　状況を確認

●④路線を選択

最新情報への
更新は
こちらから

マークの見方は
こちらから

各停留所の
時刻表、場所は
こちらから

最新情報への更新は
こちらから

直近の
時刻表は
こちらから

列車の位置を表示

バスの
位置を
表示

停留所間の
所要時分を表示

どうやって
見たらいいの？

列車が遅れてる！
どうしよう・・・

初めて乗るバス、
不安がいっぱい…

東急線、東急バスの
便利な情報を
ギュッと凝縮！
さっと調べられる！

東急線の列車位置が 
すぐ確認できる！ 
迂回ルートも
ラクラク検索！

時刻表も、
停留所の場所も、
バスの現在位置も
わかるから、安心！

列車は
今どこ？

他のルートは
ないの？

東急線以外の
ルートも

あるのかなあ？

出発駅と
到着駅を入力

列車は
今ここ！

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

東急線アプリ トップ画面

今バスは
どこかな?

今、東急線は平常運転？

バスで
移動

したい！

時刻表や
停留所の場所も

知りたい！

各路線は、色別で表示
東横線    目黒線   田園都市線
大井町線    池上線   東急多摩川線

東急線の運行情報をご案内
東急線で遅延などが発生した際、該当区間を表示
迂回ルートも検索できる

列車の現在位置はこちらから

東急線の時刻表はこちらから

東急バスの時刻表、停留所位置、
バスの現在位置などは 
こちらから

乗り換えルートを検索

東急線各駅の構内図をご案内

よく使う駅などを登録すれば、
さらに便利に

遅延証明書はこちらから

東急線インフォメーション


