
東急線の駅券売機で
PASMOオートチャージサービスの
お申し込みができるようになります！
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改正電気事業法の成立により、2016年4月から電力小売り全面自由化がスタート。
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3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!
毎月の電気料金をTOKYU CARDで支払う
と最大1％TOKYU POINT加算、イッツコム
のサービス利用料が毎月最大350円（税抜）
割引など、おトクが満載です。

おトク!

　電力自由化とは？

PASMOオートチャージサービスの
お申し込み、駅券売機で開始！ 

サクラフォトラリー
キャンペーン はじまります！

詳しくは
裏面へ！

TOKYU INFORMATION

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。東京電力への解
約手続きは不要。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

右記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。
※読み取れない場合は、東急パワーサプライ
　ホームページへアクセスしてください。

申込書でお申し込みの場合 WEBでお申し込みの場合

　　　　　 、お申し込み受付中！
2016年4月、ついに電力小売りが全面自由化！ 東急グループの電力小売り事業「東急でんき」お申し込み受付中です。

東急線アプリ 
リニューアル！



おトク! 東急グループならではの特典！

東急でんき Q & A 

アップ分のポイントは、「電車とバスで貯まる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)の翌々月末ごろに「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」で加算する通常のポイントとは別に加算します。

◎ ポイント加算日

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
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！

　

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

2倍になるおトクなキャンペーンです。
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

1家族
2名さま
まで！

東急線に
乗れば
乗るほど
おトク！

早く
申し込むほど

おトク！

※「電車と電気でたまるたまるキャンペーン」のポイントは、「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」にご登録いただいた当日以降のご利用分から対象となります。

※事前に「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」へのご登録が必要です。

◎ 電車と電気でたまるたまるキャンペーン　ご登録の流れ　

「電車とバスで貯まる
TOKYU POINT」に登録

東急でんきにお申込み

「電車とバスで貯まる
TOKYU POINT」
マイページにログイン

東急でんきにお申し込み後、
お手元に届く

「お申込み受領のお知らせ」に 
記載の東急パワーサプライ 
お客さま番号等を入力

登録完了

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
右記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。
※読み取れない場合は、東急パワーサプライ
　ホームページへアクセスしてください。

http://tokyu.jp/tp
※既にご登録いただいている

方は、再登録の必要はござい
ません。

東急グループおよびTOKYU POINT加盟店で貯まるポイントです。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
POINTとは?

Q.東急は、電気も売っているんですか？
A.“東急線沿線にお住まいのお客さまひとりひとりの暮らしを

豊かにすること”を目指して、電力事業をスタートします。
電力事業は、東急電鉄の子会社「東急パワーサプライ」が
行います。

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

東急でんき 検索

同一のお客さま番号で
　　1家族2名さままでご登録いただけます。



お申 し込み受付中！

Q.誰でも申し込みできますか？
A.東京電力管内にお住まいの方はお申し込みいただけます。ただ

し、電化上手でご契約の方、高圧一括受電を導入している集
合住宅にお住まいの方は、お申し込みいただけません。また、
太陽光発電による電気の買取は承っておりません。

 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！

P A S M O 定 期 券 購 入 で！ 毎 日 の 電 車 で！

月 4 回 以 上 の 乗 車 で！

土 休 日 の 乗 車 で！

オ ート チ ャ ー ジ で！

早 起 き 乗 車 で！

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 東急線の運賃を支払って東急線で下車すると、

東急バスへ月4回以上乗車すると、

土休日に東急バスへ運賃を支払って月3回以上乗車すると

土休日に東急バスへ運賃を支払って月5回以上乗車すると

東急線の定期区間内で下車すると、

PASMOオートチャージサービスのご利用で

午前7時までに、東急線各駅の自動改札機から入場すると、

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 東急でんき 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/

2倍に! 2倍に!

※磁気定期券ならびにバス定期券は対象外です。※他社線駅販売の定期券は対象外です。※対象金額上限は10
万円です。※「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」にご登録いただいたTOKYU CARD ClubQ JMB、ゴー
ルドカードでのお支払いの場合に限り、最大2％分のポイントが貯まります。※その他のTOKYU CARDもしくは
TOKYU POINT CARD(現金ポイントカード)にご登録の場合は最大1％分のポイントが貯まります。

※「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」にご登録いただいたTOKYU CARD ClubQ JMB、ゴールドカードで
のお支払いの場合に限り、記載のポイントが貯まります。※ご登録いただいた当日のオートチャージご利用から
ポイントが貯まります。

※田園都市線池尻大橋駅～用賀駅間は午前7時20分までとなります。
※菊名駅JR連絡改札口、世田谷線、こどもの国線、みなとみらい線は対象外です。

※1日2回以上下車した場合には、最も多いポイントが1日1回のみ貯まります。※ご登録いただいたPASMO
またはSuicaで東急線を利用し、東急線各駅(一部の駅を除く)の自動改札機で下車した場合のみが対象とな
ります。※東急線の運賃とは、東急線において定期区間外で下車して支払う運賃のことを指します。※菊名駅
JR連絡改札口、世田谷線、こどもの国線、みなとみらい線は対象外となります。※1日(当日)は初電～終電
となります。

※IC定期券乗車およびIC1日乗車券購入･乗車も対象となります。※ご登録いただいたPASMOまたはSuica
で東急バスを利用し、東急バスおよび東急トランセICカード対応路線のバス車載器の読取り部にタッチして乗
車した場合のみが対象となります。※1枚のICカードで同時に複数人が乗車した場合は1回の乗車とします。

※「運賃を支払って乗車」とは乗車時にICカード残額から引き去りがあった場合を指します。(IC1日乗車券購入
を含む)※ご登録いただいたPASMOまたはSuicaで東急バスを利用し、東急バスおよび東急トランセICカード
対応路線のバス車載器の読取り部にタッチして乗車した場合のみが対象となります。※1枚のICカードで同時に
複数人が乗車した場合は1回の乗車とします。

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7月31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（税抜）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。

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

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。

「電車とバスで貯まる
TOKYU POINT」が 

期 間 限 定
キャンペーンでも

購入金額の最大１％ 1日3ポイント

1日1ポイント

チャージ金額の最大１％

1日1回5ポイント

最大2％ 6ポイント

2ポイント

最大2％

10ポイント

4,000ポイント

20ポイント

抽選で毎月
109名さまに

もれなく

プレゼント！

プレゼント！

※期間限定キャンペーンは2016年8月31日まで。※9月以降は内容が変わる可能性があります。

2,000ポイント

月10ポイント

218ポイント抽選で毎月
2,000名さまに プレゼント！

109ポイント

NEW！

おじぎ１ おじぎ２

定期券

スマートフォン

旗１

運転士３運転士１

運転士２

旗２

安全点検

お絵描き

食事

ショッピング

3

バスでも！



iPhoneからアクセス Androidからアクセス東急線アプリのダウンロード
はこちらから！
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。

TOKYU CARDを
お持ちのお客さま！

●② 東急線全線の
列車現在位置が
わかる！
事故や遅延が発生した
際、東急線全線の列車
の位置をアプリで確認
できます。
※こどもの国線をのぞく 
※世田谷線のみ遅延時間の非表示

●③ 駅構内を
さらに
わかりやすく
新たにホーム図が確認で
きるようになりました！
構内図と併せて事前に 
確 認 すれば、乗り換え 
などもスムーズです。

●① 駅視-vision実証実験中！
駅構内の様子を確認できる「駅視‐
vision（エキシビション）」の実証実験
を行っています。
事故や遅延が発生した際、混雑状況
などをタイムリーに確認できます。

※「TOKYU LINES LABO」から確認できます。
※東横線武蔵小杉駅・日吉駅、田園都市線三軒茶屋駅・ 

二子玉川駅・溝の口駅・あざみ野駅について配信中。
※実証実験のため、配信を停止する場合があります。

●① 

●② 

●③

※駅券売機でのお申し込みの受付は順次開始となるため、一部駅ではお申し込みいただけません。

※キャンペーン期間中にTOKYU CARDでPASMOオートチャージサービスの 
設定を完了し、サービス利用があった方が対象です。

※ジュニアオートチャージ、PASMO付身分証は対象外です。
※お申し込みから受付完了までは約4週間かかります。
※ポイントは2016年7月末ごろに加算いたします。

東急カードをお持ちでなければ
PASMOオートチャージサービス機能付きのPASMO一体型カードもあります。
詳しくは… 東急カード 検索

PASMOオートチャージサービス
新規申込＆ご利用でもれなく
  TOKYU POINT

1,000ポイントプレゼント！
キャンペーン期間：

2016年6月15日（水）まで

二子玉川ライズお花見イベントの大型バルーン（イメージ）

ラッピング電車（イメージ）

渋谷駅地下1階道玄坂方面コンコース（イメージ）

P
P P 詳しくは中面を

ご覧ください

さらにおトク！お申し込みは今すぐ
PASMOオートチャージの
ご利用金額の
最大２％ポイント
が貯まる

「電車と電気でたまるたまる
キャンペーン」実施中!

リニューアルポイント
駅構内カメラ画像を配信 世田谷線でもスタート！ 初めての駅でも安心！

※画面はすべてイメージです。東急線アプリ トップ画面

※溝の口駅の配信例

東急線の駅券売機で
PASMOオートチャージサービスの
お申し込みができるようになります！

新生活も、東急線で便利におトクに楽しく！　TOKYU INFORMATION
2016年春（予定）から

順次開始

駅券売機に
TOKYU CARDとPASMOを
投入いただくだけ！

お申し込み
約4週間後、受付完了
のハガキが届きます

お申し込み受付完了

駅券売機に
PASMOを
投入して
設定完了

設定完了

ハガキ

さらに頼れるアプリになりました

東急線アプリ 
東急線アプリ 検索

・セルリアンタワー東急ホテル ペアお食事券 2名さま
・二子玉川エクセルホテル東急 ペアお食事券 20名さま
・駅商業施設「etomo」全施設共通商品券3,000円分 30名さま
・東急電鉄×OZmagazine よりみち電車ノート 1,090名さま
・TOKYU POINT10,000ポイント 10名さま
・東急線オリジナル SNS用 オレ駅ワタシ駅看板 参加賞

東急線 イイトコ撮りプロジェクト

サクラフォトラリー
キャンペーンの詳細は
いい街 いい電車 プロジェクト
ホームページをご覧ください。
http://ii.tokyu.co.jp/

二子玉川ライズでお花見イベントを開催します！
投稿写真を大型バルーンにプロジェクションマッピング
で投影します。二子玉川ライズ S.C.で買ったフードや 
ドリンクなどを持ち込んで楽しめるお花見用のスペース
を設けます。そのほか特典もご用意しています。

東 急 電 鉄 か ら の お 知 ら せ
HOTほっとTOKYU 電力自由化・特別号2 ■発行日　2016年3月19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）

ご利用方法

セルリアン
タワー
東急ホテル 東急電鉄×

OZmagazine 
よりみち電車
ノート

リニューアル！

プレゼント

2号車～9号車

日時

場所  二子玉川ライズ ガレリア

4月22日(金)  
18:00～21：00

2016年 23日(土)･24日(日) 
11:00～21:00

※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は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。※掲載している情報は、2016年3月11日現在のものです。
※本誌に掲載されているイベント・キャンペーンの内容などは、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。

募 集
期 間

■ 募 集 期 間　2016年3月22日（火）～4月17日(日)
■ 対象エリア　東急線沿線
■ 参 加 方 法　
①いい街 いい電車 プロジェクトホームページから参加申し込み
②所定の撮影スポットで桜を背景とした笑顔の写真を撮影し、投稿。
　ポイントが貯まる
③貯まったポイントで、プレゼントに応募。抽選でプレゼントが当たる
※投稿いただいた写真は、東急電鉄の広告に使用される場合があります。ご了承ください。

東急線沿線に咲く桜を背景とした笑顔の写真などを投稿すると、抽選でプレゼントが当たるフォトラリーを開催します。
投稿された写真は、選考の上、渋谷駅地下１階道玄坂方面コンコースの壁面に4月18日～ 5月1日まで展示される予定です。
二子玉川ライズ ガレリアではお花見イベントを開催。桜のラッピング電車も運行し、沿線の桜開花シーズンを盛り上げます。

※時間帯はすべて予定


