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東急電鉄の広報誌「HOTほっとTOKYU」（毎月20日発行）は、東急線の各駅で配布しています。本誌「HOTほっとTOKYU 電力自由化・特別号3」は、新聞折り込み、東急線の各駅で配布しています。

〜「電車で」おでかけが、地球を救う!?〜 2016 年 8 月 31日（水）まで

東急線でおでかけ！

109シネマズにおでかけ！

クールシェア
サンクスポイント

ポップコーン
プレゼント

二子玉川ライズにおでかけ！

たまプラーザ テラスにおでかけ！

生ビール
プレゼント

冷たいたい焼
プレゼント

詳しくは中面をチェック

、
お申し込み受付中！
東急グループの

TOKYU POINT
も貯まる！

イッツコム・
ケーブルテレビ品川も
割引に！＊1

東急線
PASMO定期券も
おトクに！

サービスと

毎月の電気料金をTOKYU CARDで支払うと、

イッツコム・ケーブルテレビ品川の

東 急 線 のPA SMO定 期 券 購 入や

組み合わせると、

電気料金の 1% がTOK Y U P OINTとして

ご加入者さまなら、イッツコム・ケー

PASMOオートチャージサービス等で

貯まります。さらに、2016年12月31日（土）ま

ブルテレビ品川のサービス利用料

貯まる「電車とバスで貯まるTOKYU

どんどんおトクに！

でのお申し込みでもれなくTOK YU POINT

が毎月 最大350円（税抜）
おトク*2 に

POINT」
が2倍 になります。

500ポイントプレゼント！ お申し込みはコチラ！

なります。

※詳しくは、中面をご覧ください。

http://www.topcard.co.jp/tps

上記3つのサービスに加入すると、電気料金と合わせて！

年間約12,340円おトク ！
＊3

＊1 上記以外にも東急パワーサプライと提携しているケーブルテレビ事業者にておトクな特典をご用
意している場合があります。くわしくは、ケーブルテレビ事業者までお問い合わせください。
提携先ケーブルテレビ事業者:イッツ・コミュニケーションズ株式会社、横浜ケーブルビジョン株式会社、株式会社伊豆急
ケーブルネットワーク、株式会社ケーブルテレビ品川、ケーブルテレビ株式会社、入間ケーブルテレビ株式会社、瑞穂ケー
ブルテレビ株式会社、東松山ケーブルテレビ株式会社、ゆずの里ケーブルテレビ株式会社

＊2 ご加入いただいているサービスによっては、割引が適用されない場合がございます。詳しくは、
イッツコム・ケーブルテレビ品川までお問い合わせください。

東急でんきに
申し込める方

＊3 下記モデルケースで算出した場合となります。
●電気料金はTOKYU CARDでお支払い
●現在の電気料金※1は12,000円/月、従量電灯B・40アンペアで契約
●イッツコムにてテレビ（ビッグ）
・インターネット（かっとびメガ160）・ケーブルプラス電話・イッツコムスマートを契約
●「電車と電気でたまるたまるキャンペーン」に登録 ※2
※1 2016年6月時点の東京電力エナジーパートナーの従量電灯B電気料金（税込）との比較。燃料費調整額、各種割引は含まず、再生可能エネルギー発電促進
賦課金を除いた料金試算となります。端数処理の関係で電気料金および割引額が必ずしも一致しない場合があります。※2 田園都市線たまプラーザ駅〜東京
メトロ半蔵門線大手町駅の通勤定期（6ヶ月）と、田園都市線たまプラーザ駅〜渋谷駅の通学定期（高校・6ヶ月）を登録、およびその他の特典による獲得ポイ
ント数を年間500ポイントと仮定。

東京電力管内の戸建て・集合住宅にお住まいの方なら、持ち家・賃貸に関わらず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。東京電力エナジーパートナーと選択約款（朝得プラン、夜得プラン、半日お得プラン、土日お得プラン、
おトクなナイト8・10、
ピークシフトプラン、
おまとめプラン）
もしくはプレミアムプラン、
スマートライフプラン、
夜トクプラン、
スタンダードXなどの実量制契約（スマート契約）
でご契約されている場合は、
お申し込みをお断りしております。

TOKYU INFORMATION

親子でめぐろう！ 東急線電車スタンプラリー

2016

横濱中華街旅グルメきっぷ
リニューアル

詳しくは
裏面へ！

〜「電車で」おでかけが、地球を救う!?〜 2016 年 8 月 31日（水）まで

夏の電気バカンス大作戦2016とは
東急線沿線の皆さまが商業施設にお出か

おトク！

電車に乗って

おトク！

特典で

おトク！

お家の電気代が

地球におトク！

けしたり、ご自宅に集まったりして涼しく
過ごすこと（＝クールシェア）に対し、
さまざまな特典を用意して、家庭の電気を
「お休み = バカンス」させる取り組みです。

東急線でおでかけ！

東急でんき クールシェアサンクスポイント
期間 2016年8月31日
（水）
まで

猛暑日（※）の10時から16時に東急線各駅の自動改札機から入場すると、1日1回まで下記のTOKYU POINT をプレゼント。
定期券区間外
の駅で乗車した場合
参加対象

50

定期券区間内
の駅で乗車した場合

ポイント

「電車と電気でたまるたまるキャンペーン」に登録しているお客さま

10

（※）気象庁が11時に発表する天気予報で、
翌日に東京地方（離島を除く）もしくは神奈
川県東部の予想最高気温が35℃以上の場
合、翌日がポイント付与対象日となります。
対象日は、東急パワーサプライホームペー
ジのお知らせ欄で前日に告知します。

ポイント

詳細は、次ページをご覧ください。

※ポイントプレゼントの対象は、
「電車とバスで貯まる TOKYU POINT」にご登録の当日分のご利用からとなり、8月31日までに「電車と電気でたまるたまるキャンペーン」へのご登録が必要です。

109シネマズにおでかけ！

二子玉川ライズにおでかけ！

たまプラーザ テラスにおでかけ！

ポップコーン
プレゼント

生ビール
プレゼント

冷たいたい焼
プレゼント

期間 2016年7月20日
（水）〜8月31日
（水）
東急線近郊の109シネマズ
にてポップコーン（Sサイズ・塩
またはキャラメル)1個プレゼント
●当日の映画鑑賞券をご提示ください
●期間中2回まで利用可

期間 2016年7月20日
（水）〜8月31日
（水）
「ザ・プレミアム・モルツ
＜香るエール＞」1杯プレゼント
●対象施設
二子玉川ライズ 夏季限定ビアテラス
「Premium BEER FARM」

●対象施設
109シネマズ二子玉川
109シネマズグランベリーモール
109シネマズ港北
109シネマズ川崎
109シネマズ湘南
ムービル

参加対象

期間 2016年7月20日
（水）〜8月31日
（水）
クロワッサンたい焼
（ひんやりシリーズ）
1匹プレゼント
●対象施設
たまプラーザ テラス
ゲートプラザ1F
「銀のあん」
※引き換えは常設店

東急でんきご加入者さま

参加対象

東急でんきご加入者さま

参加対象

東急でんきご加入者さま

※上記特典2 〜 4のご利用には、東急でんきご加入者さまに郵送するクーポン付きダイレクトメールが必要です。ダイレクトメールは2016年7月以降、順次発送いたします。

どなたでも
る
ご参加いただけ
特典

マイシェフ（個人向け出張シェフサービス） 期間：2016年8月31日（水）まで
1グループにつき2,000円割引

で
二子玉川ライズ
?!
何かが起こる

「マイシェフ」は、
リーズナブルな価格設定で気軽に利用でき、東急線沿線
で人気の高い個人向け出張シェフサービスです。
ご友人同士でホームパー
ティーを開き、
ご自宅をクールシェアスポットにしてみませんか。

7月25日
（月）かき氷の日にイベン
トを開催します。詳細は7月中旬に
東急パワーサプライのホームペー
ジでお知らせします。

※東急パワーサプライのホームページに掲載するクーポン ID をご利用ください。
期間中は、何回でもご利用可能です。

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！

東急パワーサプライ
お 客さまセンター

0120

お申 し込み受付中！
おトク！

電車に乗って

東急グループならではの特典！

「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、

1家族
2名さま
まで！

に
東急線
早く
ば
乗れ
むほど
ど 申し込 ！
乗るほ
おトク
おトク！

2倍になるおトクなキャンペーンです。
※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
TOKYU POINTとは?

❶「電車とバスで貯まる
TOKYU POINT」
に登録

東急でんきにお申込み

❷

❸
「電車とバスで貯まる
TOKYU POINT」
マイページにログイン

右記 QR コードよりお申し込みください。

http://www.topcard.co.jp/tp2/

※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。

※既にご登録いただいている
お客さまは、再登録の必要
はございません。

東急でんき

❹

検索

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。

❺

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

※「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。

◎ ポイント加算日
「電車とバスで貯まる
TOKYU POINT」が

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、
乗車日等 ) 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。

2倍に !

期間限定キャンペーンでも

PASMO定期券購入で！
東急線の定期券うりば、駅券売機で
PASMO 定期券を購入すると

購入金額の最大１％

最大

2％

チャージ金額の最大１％

最大

2％

早起き乗車で！
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、

1日1回5ポイント

NEW！

月4回以上のバス乗車で！

抽選で毎月2,000名さまに109ポイントプレゼント！

6

ポイント

218ポイント

ポイント

土休日のバス乗車で！
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

東急線の定期券区間内で
下車すると

1日
1ポイント

10

※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。

東急バスへ月4回以上乗車すると
東急線の運賃を支払って
東急線で下車すると

1日
3ポイント

オートチャージで！
PASMO オートチャージサービス
のご利用で

バスでも！

毎日の電車で！

2倍に !

抽選で毎月109名さまに2,000ポイントプレゼント！

2

ポイント

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

もれなく月10ポイントプレゼント！

4,000ポイント
20ポイント

「電車と電気でたまるたまるキャンペーン」の詳細は、東急パワーサプライホームページをご覧ください。

「東急でんき」のキャラクター

愛称募集中

東急でんきにより親しんでいただくために誕生したキャラクターの愛称を募集します。
愛称が採用されたお客さまには、東急グループ商品券5万円分＋キャラクターグッズをプレゼント！
（多数の場合は抽選で1名）

応募は

募集期間

東急パワーサプライ

8/31

特設WEBサイトから！

ホームページ上の

水

まで

さらに応募者全員の中から抽選で20名にキャラクターグッズが当たります。

詳細は、
ホームページをご覧ください。

-109-708

受 付 時 間
9:30 〜 18:30

※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。

東急でんき

検索

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

この夏も、東急線で便利におトクに楽しく！

TOKYU INFORMATION

親子でめぐろう！

この夏、東急線の19駅をめぐる
「親子でめぐろう！東急線電車スタンプラリー 2016」を開催します。

東急線電車スタンプラリー 2016
開 催 期 間

7 月 16 日（土）〜8 月 7 日（日）
8 月 8 日（月）〜8 月 31 日（水）

1st ステージ
1
2nd ステージ
2
参 加 方 法

スタンプ設置駅の
スタ

グループごとにス

窓口でスタンプ帳
窓口

タンプを集めると

の二子玉川ライズ S.C.で、達成記念品
（オリ

を受け取る。
を受

オリジナル電車硬

ジナル電車硬券を飾ることができる記念台

券がもらえます。

紙）
とイベント応募はがきがもらえます。

※なくなり次第、終了

※電車硬券は、グループごとに異なります。
※電車硬券・達成記念品は、1st ステージ・2nd ステージで
異なります。

7/16（土）より配布開始！

19駅すべてのスタンプを集めると、ゴール

集めてもらえる！
オリジナル電車硬
券

W チャンス

ご応募いただいたお客さまの中から抽選で体験イベントへご招待！
！

A.1日駅 長 体 験…小学生までのお子さま限定
A
B
B. 電車運転教室…親子で体験可能
応募方法 / 二子玉川ライズ S.C. 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
応

親子でめぐって、
オリジナル
グッズをゲットしよう！

※応募方法は専用はがきのみ。はがきは二子玉川ライズ S.C. で、スタンプ全駅分集めたお客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。
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鷺 沼

溝の口

蒲 田

五反田

目 黒

横 浜

菊 名

大井町

吉

世田谷線

DT

二子玉川

MG

三軒茶屋

TY

田園調布

OM

自由が丘

日

長津田

青葉台

中目黒

設置時間：10:00 〜 18:00

渋 谷

スタンプ設置駅

TY MG

DT

武蔵小杉

TY

スタンプ帳は、
スタンプ設置駅窓口で
配布しています。
※スタンプ帳はお一人さま1冊
※なくなり次第、終了

●お問い合わせ:東急お客さまセンター 03-3477-0109 / 詳細は、駅のポスターをご覧ください。

東急線・みな
東急線・みなとみらい線の乗車券と横濱中華街お食事券の特別セット

優待施設が3 施設㱺 18施設 なんと 6倍にパワーアップ！
カフェや屋内テーマパークもおトクにご利用になれます。晴れた日も雨の日も、横浜ベイエリアを1日まるごと楽しもう！！
東急線１日乗車券・みなとみらい線一日乗車券・横濱中華街
対象店舗お食事券が１セットになった大変おトクな乗車券です。

東急線 1 日乗車券
（東急線１日乗り降り自由）

＋

みなとみらい線一日乗車券
（みなとみらい線一日乗り降り自由）

＋

横濱中華街対象店舗
お食事券

●販売場所：東急線各駅（こどもの国線、世田谷線の各駅を除く） ●販売金額：おとな2,500円 こども1,500円 ●有効期間：乗車券に記載された有効期間内のうち１日限り有効 ※各乗車券・お食事券は個別での使用が可能です
※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。
※掲載している情報は、2016年7月1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。

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 10：00〜16：00（祝日、年末年始などを除く）
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■発行日 2016年7月9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/

