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今年も「とうきゅう Ｔｈａｎｋｓ Ｄａｙｓ」を開催
お客さまのご愛顧にお応えして、９月２６日（木）から１０月９日（水）まで開催

東急グループ

東急グループ（代表：清水 仁、東京急行電鉄㈱取締役会長）では、２００２年９月

２６日（木）から１０月９日（水）までの１４日間にわたり、グループ各社による共同

キャンペーン「とうきゅう ＴｈａｎｋｓＤａｙｓ」を開催します。

「とうきゅう Ｔｈａｎｋｓ Ｄａｙｓ」は、日ごろから東急グループをご利用いただいて

いるお客さまのご愛顧にお応えするとともに、東急グループへの親しみを深めていただく

ために、東急グループ各社が一体となって、キャンペーンやイベントなどを行っているも

のです。１９９４年から開催しており、今回で９回目となります。

キャンペーン期間中の東急ＴＯＰカード（東急グループのクレジットカード）のご利用

金額に応じて、さまざまなプレゼントが当たる「ＴＯＰでチャンス！」や、地域社会の一

員として地域に貢献することを目的に、東急グループ社員が東急線沿線の各地域で清掃活

動を行う「クリーンキャンペーン」を実施します。さらに、参加型イベントとして、家族

そろってさまざまなアトラクションで楽しんでいただく「東急ファミリーフェスタinこど

もの国」や、東急線沿線の魅力あるスポットをたどり、自然や文化に親しんでいただくウ

ォーキングイベント「東急沿線エコウォーク」を開催するなど、さまざまなキャンペーン

やイベントを展開します。

「とうきゅう ＴｈａｎｋｓＤａｙｓ」の概要は次の通りです。

「とうきゅう Ｔｈａｎｋｓ Ｄａｙｓ」の概要

１．タイトル 「とうきゅう Ｔｈａｎｋｓ Ｄａｙｓ」

２．主 催 東急グループ

３．開催期間 ９月２６日（木）から１０月９日（水）までの１４日間

４．主なキャンペーン、イベント（詳細は別紙をご参照ください）

○「ＴＯＰでチャンス！ （別紙１）」

○「クリーンキャンペーン （別紙１）」

○「東急ファミリーフェスタinこどもの国 （別紙２）」

「 」（ ）○ 東急沿線エコウォーク ～第１回 多摩川の史跡を辿る～ 別紙３
たど

以 上



（別紙１）

「ＴＯＰでチャンス！」の概要および応募方法

○名 称 ＴＯＰでチャンス！

○対象期間 ２００２年９月２６日（木）から１０月９日（水）までの１４日間

○内 容 キャンペーン期間中に東急ＴＯＰカードを３，０００円以上ご利用になり、ご応
募いただいた方の中から抽選で、東急グループ各社の提供による、すてきな賞品
（３０コース、１，２０１本）をプレゼントします。
さ ら に 、 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上 ご 利 用 い た だ い た 方 に は 、 抽 選 で

「セルリアンタワー東急ホテルの１泊朝食付エステスペシャルプラン」など豪華
な賞品（８コース、１１６本）をプレゼントいたします。

○応募資格 キャンペーン期間中に、東急ＴＯＰカードで合計３，０００円以上ご利用いただ
き、ご応募いただくと、ご利用金額３，０００円につき１口でエントリーできま
す。また、３０，０００円以上ご利用の方は、３０，０００円コースとして特別
な賞品もご用意しております。お一人さまにつき賞品を１つ選んでご応募いただ
けます （３，０００円コースと３０，０００円コースの重複のご応募、および。
複数賞品のご応募はご遠慮ください ）。

○応募方法 次のいずれかの方法で、ご応募ください。なお、応募者多数の場合は、抽選とな
ります。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。
（発送は１２月上旬予定）

（電話によるご応募）
受付電話 ０３－５９７２－６１２０（音声応答サービス／２４時間受付）
※ダイヤル回線の電話では、ご応募できません。

（はがきによるご応募）
東急百貨店・東急ストアの各店店頭で配布する専用応募はがきに、以下の３点を
ご記入の上、下記のご応募先までご郵送ください。
①東急ＴＯＰカード番号（１６けた）
②氏名（フリガナ）
③応募する賞品の番号１つ
・ご応募先
〒150-8965 東急カード㈱「とうきゅうＴｈａｎｋｓプレゼント」係

(インターネットによるご応募）
東急線沿線の生活サイト「サルース 内の専用ペ」（http://www.salus.ne.jp/）
ージからご応募ください。

○応募期間 ２００２年９月２６日（木）から１０月３１日（木）まで
※はがきでのご応募は、当日消印有効です。
東急カード㈱が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複当選はありませ※
ん。

○そ の 他 詳細は、東急線沿線の生活サイト「サルース （http://www.salus.ne.jp/)内の」
専用ページでもご覧いただけます。

○お問い合わせ先 東急カード㈱「とうきゅうＴｈａｎｋｓプレゼント」係
TEL ０３－３４６２－７２１１
〔月～金 ９時３０分～１８時００分（祝日は除く 〕）

クリーンキャンペーンの概要

○内 容 渋谷区が主催するクリーンキャンペーンに、東急グループとして参加し、
１０月２日（水）１４時００分から、約２００人の東急グループ社員が渋谷駅周
辺の清掃活動を行います。このほか、下記の駅周辺でも、東急グループ社員によ
る清掃活動を行います。

○開催場所・日時 ・自 由 が 丘：１０月６日（日）１１時００分～
・用 賀：１０月４日（金）１０時００分～
・鷺 沼：１０月４日（金）１１時００分～
・たまプラーザ：１０月７日（月） ８時００分～
・あ ざ み 野：１０月７日（月）１１時００分～
・青 葉 台：１０月４日（金） ９時００分～
・蒲 田：１０月５日（土）１１時００分～

以 上



（別紙２）

「東急ファミリーフェスタ in こどもの国」の概要

○名 称 東急ファミリーフェスタ in こどもの国

○後 援 社会福祉法人 こどもの国協会

○開催日時 ２００２年１０月５日（土 、６日（日） ９時３０分～１６時００分）

○開催場所 こどもの国 所在地：横浜市青葉区奈良町７００
東急田園都市線・ＪＲ横浜線長津田駅よりこどもの国線のりかえ
こどもの国駅下車

○内 容 自然豊かな「こどもの国」で、テレビ番組で人気の「デジモンフロンティア」
（１０月６日のみ）のキャラクターショーなどのステージ 「折り紙教室」など、
の教室・展示 「風船割り障害物競走」などのチャレンジ競技など、多彩なアト、
ラクションを家族そろって楽しんでいただけます。詳細は下記をご覧ください。

○参 加 費 無料（ただし「こどもの国」の入園料は別途必要です）
参考：こどもの国入園料

一般料金

大人（高校生以上） ６００円
小・中学生 ２００円
幼児（３歳以上） １００円

○そ の 他 ・ご来場の際は、電車・バスをご利用ください。
・詳細は、東急グループのホームページ（http://www.tokyu-group.co.jp/)内
の専用告知ページでもご覧いただけます。

○お問い合わせ先 東急１０９（トーク）センター
TEL ０３－３４７７－０１０９
〔月～金 ９時30分～17時30分（祝日、年末年始は除く 〕）

※１０月５、６日の開催当日のお問い合わせ先
TEL ０４５－９６２－６７９８（２４時間テープ対応）

（参考：アトラクションの詳細）
※天候・グラウンド状況などにより、一部、内容を変更する場合があります。

○ステージ（中央広場）
名称 日時 内容

亜細亜大学 10月５日 華やかなデモンストレーションを披露し
チアリーディングショー 11:30～12:00、 ます。

（ ）13:45～14:15 全２回
親子ウルトラクイズ 10月５日 さまざまなクイズをクリアし、勝ち残っ

13:00～ た親子５組に、すてきな賞品をプレゼン
15:00～ 全２回 トします。（ ）

カルチャースクール 10月６日 カルチャースクール・東急セミナーＢＥ
「東急セミナーＢＥ」青葉台校 10:00～10:30 全１回 青葉台校の講座から 「ヒップポップ教（ ） 、
オンステージ 室 「タップダンス教室 「ジャズファン」 」

ク教室」の受講者が演技を発表します。
キャラクターショー 10月６日 テレビ番組で人気のキャラクター「デジ
「デジモンフロンティア」ショー 11:15～12:15、 モンフロンティア」のショーと握手会を

13:45～14:45 全２回 開催します。（ ）
亜細亜大学 10月６日 マーチング形式での演奏などを披露しま
吹奏楽団コンサート 12:30～13:00、 す。

（ ）15:00～15:30 全２回



○教室・展示（中央広場の歩道）
名称 日時 内容

折り紙教室 10月５、６日（全４回） 講師の指導により、折り紙で
５日10:30～12:00、14:00～15:30 花や動物などを作ります。ご
６日10:00～11:30、13:00～14:30 参加には受付でお配りする整

理券が必要です。
ストーンペインティング教室 10月６日 講師の指導により、さまざま

11:00～12:30、 な形の石にペインティングを
14:00～15:30 全２回 してオリジナルな作品を作り（ ）

ます。ご参加には受付でお配
りする整理券が必要です。

武蔵工業大学 10月５、６日 水素自動車・ソーラーカーの
水素自動車・ソーラーカーの展示 9:30～16:00 展示、ソーラーカーの走行デ、
走行デモンストレーション モンストレーションを行いま

す。
10月５、６日 植木・ガーデニング用品など東急グリーンシステム
9:30～16:00 の展示販売、ガーデニングに植栽市＆ガーデニング相談コーナー

ついての相談会も行います。

○チャレンジ競技（中央広場奥、自由広場）

名称 内容 表彰対象 参加対象

ストライクボード ストライクゾーンに見立てた ５球投げて、縦・横・斜めの ３歳～小学生
９枚のボードにボールを投げ いずれかのビンゴができた方
て、ビンゴやパーフェクトを に、記録達成として、記念写
狙います。 真を撮影。※注１

２０ｍダッシュ ２０ｍを走り、タイムを計測 未就学児・小学校各学年の男 ３歳～小学生
します。 女、午前・午後別の優勝者に

オリジナル金メダルをプレゼ
ント。※注２

あきカンはやつみゲーム すでに積まれた空き缶の見本 未就学児・小学校各学年の男 ３歳～小学生
と同じ山を時間内に何セット 女、午前・午後別の優勝者に
積み上げられるかを競います オリジナル金メダルをプレゼ。

ント。※注２

サッカーナイン ゴールに見立てた９つのター ４球蹴って、２球以上がそれ ３歳～小学生
ゲットにボールを蹴り入れま ぞれ違うターゲットに入った
す。 方に、記録達成として、記念

写真を撮影。※注１

カウンター早押しレース カウンターを３０秒間で何回 未就学児・小学校各学年の男 ３歳～小学生
押せるかを競います。 女、午前・午後別の優勝者に

オリジナル金メダルをプレゼ
ント。※注２

ジャンボスライダー スライダータイプの大型のふ 身長120㎝以
わふわアトラクションです。 下のお子さま

風船割り障害物競走 お子さま１人と大人１人の２ 未就学児・小学校各学年の男 ３歳～小学生
人で、途中の障害物をクリア 女、午前・午後別の優勝ペア のお子さま１
し、最後にいすの上に置いた にオリジナル金メダルをプレ 人と大人１人
風船を割ってゴール。ゴール ゼント。※注２ でのペア
したタイムを競います。

スリッパ飛ばし選手権 片足を振り上げて、履いてい 未就学児・小学校各学年ごと ３歳～小学生
るスリッパを飛ばし、距離を の男女、午前・午後別の優勝
競います。 者にオリジナル金メダルをプ

レゼント。※注２

※注１：記録達成者への記念写真の撮影の対象時間は、９：３０～１５：００です。
※注２：優勝者へのオリジナル金メダルのプレゼントの対象時間は、午前の部９：３０～１２：００

（表彰は１２：３０ 、午後の部１２：００～１５：００（表彰は１５：３０）です。）
※注１・２： １５：００～１６：００は、記念写真の撮影・オリジナル金メダルのプレゼントの対象

時間ではありませんが、競技には参加できます。



○「スタンプラリー （１０月５、６日 ９：３０～１６：００）」
当日、会場内に設けられている４か所のポイントを回りながら、スタンプを集めます。スタンプ
シートは、インフォメーション総合受付にて配布します。４つすべてのスタンプを集められた方
には、各日先着１，５００名さま（両日で合計３，０００名さま）に、オリジナルナップザック
をプレゼントします。対象は、小学生以下のお子さまです。

（ 、 、 ）○記念写真撮影コーナー 体験！ 車掌さんコーナー「 」 入口付近 １０月５ ６日 ９：３０～１６：００
東京急行電鉄の車掌の制服を着用して、記念撮影ができます。対象は、小学生以下のお子さまで
す。

○ストリートパフォーマー「マイムバルーンショー （１０月５、６日 ９：３０～１６：００）」
風船で動物や花、キャラクターを作り出し、プレゼントします。ステージ上や周囲を回ります。

以 上



（別紙３）

「東急沿線エコウォーク」の概要および応募方法

○名 称 東急沿線エコウォーク ～第１回 多摩川の史跡を辿る～
たど

○開 催 日 ２００２年１０月１９日（土）
＊雨天中止の場合は、１０月２６日（土）に延期します。なお、１０月２６日も
雨天中止の場合は、今回のイベント自体が中止となります。

○募集人数 ２，０００名様

○参 加 費 無料（参加に関する交通費や飲食代などはお客さまのご負担となります ）。

○スタート時間 ９時００分～１１時３０分の間に、スタート地点（二子玉川園東急スポーツガー
デン）で受付をします。受付終了後、自由に出発となります。

○内 容 東急線沿線に点在する魅力あるスポットをたどり、自然や文化に親しむウォーキ
ングイベントです。第１回の今回は、多摩川周辺の史跡がテーマで、二子玉川園
東急スポーツガーデンから多摩川駅までの多摩川周辺の史跡などを巡っていただ
きます。

○コ ー ス スタート：二子玉川園東急スポーツガーデン
（東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅下車）
↓
五島美術館
（割引券を差し上げます。ご自由にご観覧ください）
↓
玉川野毛町公園
（５世紀初めに造られた、全国最大級の帆立貝式前方後円墳「野毛大塚古墳」を
復元。古墳の頂上にも登れます）
↓
等々力渓谷
（大都会に息づく緑豊かな渓谷。清流の流れに憩いながら、森林浴気分で散歩が
楽しめます。８００年前に発見された「不動の滝」や弘法大師の幼少期の像を奉
った「稚児大師堂」など歴史的なみどころも数多くあります）
↓
サービスピット
（「 」 、 。 、 、多摩川沿い遊歩道 のコース内にて ドリンクサービス また この付近で
清掃活動「多摩川クリーン運動」を行います。ふるってご参加ください）
↓
多摩川台公園
（遠く富士、箱根の連山と多摩川の流れが一望できる高台に広がる自然公園。
60,000㎡の広大な敷地に、自然林、有名な「亀甲山古墳 、水生植物園、四季の」
野草園、古墳展示室などが点在しています）
↓
ゴール：多摩川駅（コンコース）
（東急東横線・目黒線、東急多摩川線）

記念品をプレゼン※スタートでお渡しする「コースマップ」に「ゴールスタンプ」を押し、
トします。

全 行 程 約６km※
所要時間 ４時間前後（史跡４カ所、サービスピットでそれぞれ２５分程度滞※

在した場合）

○応募方法 次のいずれかの方法で、ご応募ください。なお、応募者多数の場合は、抽選とな
ります。また、当選者の発表は、参加案内状の発送をもってかえさせていただき
ます。

（ファクスによるご応募）
Ａ４判チラシ裏面の参加申込書にご記入いただき 「東急沿線エコウォーク事務、
局 （ファクス番号：０３－５４５６－８９２０）までご送信ください。なお、」
Ａ４判チラシは東急線各駅（一部の駅を除く）および東急線沿線の主な東急グル
ープ事業所にあります。

（インターネットによるご応募）
東急グループのホームページ（http://www.tokyu-group.co.jp/)内の専用ページの応募
フォームからご応募ください。



（郵送によるご応募）
官製はがきに参加代表者のお名前（お名前のフリガナ ・年齢・郵便番号・住所）
・電話番号、参加希望人数、参加代表者のe-mailアドレスを記入の上、下記のご
応募先まで、ご郵送ください。
e-mailアドレスをご記入の方には、当日雨天時の場合、開催の有無をメールに※

てお知らせいたします。なお、今後、東急グループ各社からのお知らせをメール
にてお送りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ご記入いただかなくても構いません ）。
・ご応募先
〒150-0036 渋谷区南平台町２－１２－９０１
ビー・ティー・シー内「東急沿線エコウォーク事務局」係
往復はがきでのご応募は、無効となります。※

○応募締め切り日 １０月３日（木）必着

○そ の 他 詳細は、東急グループのホームページ（http://www.tokyu-group.co.jp/)内の専
用ページでもご覧いただけます。

○お問い合わせ先 東急沿線エコウォーク事務局 ＴＥＬ０３－５４２８－５４４９
〔月～金 １０時００分～１７時００分（祝日は除く 〕）

以 上


