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サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区，社長：千田 洋史，以下 サンエックス）と 

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：原田 一之，以下 京急電鉄）は,すみっコ

ぐらし×けいきゅう「京急沿線のすみからすみまであそびにいこうキャンペーン」を 2019 年 11 

月 18 日（月）～2020 年１月 26 日（日）の期間で実施し，目玉企画として「上大岡駅」の駅

名看板を，すみっコぐらしの「たぴおか」にちなんで「たぴおおおか駅」に変更し，上大岡駅と

駅直結の京急百貨店の特別装飾を行います。また，空港線と大師線をそれぞれめぐるスタンプラ

リーへの参加や三浦半島のおトクなきっぷでの引き換えでこのキャンペーンでしか手に入らな

いオリジナル「てのりぬいぐるみ」がもらえる企画も実施します。オリジナル「てのりぬいぐる

み」（非売品）は全 10種類で，そのうち２セット４種は，スタンプラリーきっぷを購入しそれぞ

れスタンプ全７種を集めたお客さまにもれなくプレゼントします。また残り３セット６種は，京

急電鉄が発売する「みさきまぐろきっぷ」，「よこすか満喫きっぷ」，「葉山女子旅きっぷ」のレジ

ャー施設利用 orお土産券と引き換えができます。 

そのほか，記念乗車券の発売や羽田空港でのイベント開催など，沿線の“すみからすみまで”

お客さまに楽しんでいただけるよう，期間中さまざまな企画を実施します。 

 本キャンペーンは，誕生から７周年を迎え，女性を中心に非常に人気の高いキャラクター「す 

みっコぐらし」と，神奈川県の「すみっこ」である三浦半島を走る京急電鉄が共同で実施するも

のです。前回発表した３色のラッピング列車やラッピングバスに乗って，沿線の「すみっこ」各

地で行う企画やイベントにぜひご参加いただき，「すみからすみまで」ご堪能ください。 

 詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上大岡駅駅名看板「たぴおおおか駅」イメージ 

大師線すみっコラリー参加で引き換えができる「てのりぬいぐるみ」 

スタンプラリーきっぷイメージ 



別 紙 

すみっコぐらし×けいきゅう「京急沿線のすみからすみまであそびにいこうキャンペーン」 

コラボ企画について 

実施期間：2019 年 11 月 18 日（月）～2020 年１月 26 日（日） ※記載のあるものを除く 

 

１．上大岡駅および上大岡駅直結京急百貨店での特別装飾について 

（1）概  要 

期間限定で，上大岡駅の駅名看板をすみっコぐらしのキャラクター「たぴおか」にちなんで

「たぴおおおか駅」に変更します。 

（2）駅名看板デザイン 

（イメージ） 

（3）設置場所 

  上大岡駅１階 

（4）その他上大岡駅・京急百貨店での特別装飾について 

  京急百貨店との連絡口でもある３階改札口を「すみっコぐらし改札口」として，駅装飾を実 

施するほか，京急百貨店でも特別装飾を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．入手方法は２種類！このキャンペーンでしか手に入らないオリジナルてのりぬいぐるみを

集めよう！キャンペーン 

入手方法１ 三浦半島おトクなきっぷのレジャー施設利用 or お土産券での引き換え 

（1）概  要 

好評発売中の三浦半島おトクなきっぷ３種（みさきまぐろきっぷ・よこすか満喫きっぷ・葉

山女子旅きっぷ）のレジャー施設利用 or お土産券をキャンペーン期間中に各引換場所に持っ

て行くと，各先着 3,000名様限定で，このキャンペーンでしか手に入らないオリジナル「ての

りぬいぐるみ」と引き換えることができます。 

（2）「みさきまぐろきっぷ」の場合 

イ．発売金額：3,570円（税込）※品川駅発・大人の場合 

ロ．対象のきっぷ：三浦・三崎おもひで券 

ハ．引換場所：京急油壺マリンパーク 

二．引換商品：ねこ×まぐろ ＆ あじふらいのしっぽ おすし ver. 

上大岡駅および京急百貨店 特別装飾 イメージ 

イメージ 



（3）「よこすか満喫きっぷ」の場合  

イ．発売金額：3,110円（税込）※品川駅発・大人の場合 

ロ．対象のきっぷ：遊ぶ券 

ハ．引換場所：観音崎京急ホテル ＳＰＡＳＳＯ 

二．引換商品：とんかつ×カレー ＆ えびふらいのしっぽ×バーガー ver. 

（4）「葉山女子旅きっぷ」の場合  

イ．発売金額：3,500円（税込）※品川駅発・大人の場合 

ロ．対象のきっぷ：選べるごほうび券 

ハ．引換場所：葉山マリーナ 

二．引換商品： 

    ぺんぎん？ うみねこ ver. ＆ ぺんぎん（本物） 海水浴 ver. 

 ※各施設，休館日がございます。休館日の引き換えはできませんのでご注意ください。 

 

入手方法２ すみっコぐらし×けいきゅうスタンプラリーへの参加 

（1）概  要 

「羽田すみっコラリー しろくま編 スタンプラリーきっぷ」と「大師線すみっコラリー と

かげ編 スタンプラリーきっぷ」の２種類を発売します。スタンプ全７種を集めた台紙を引換

場所でご提示いただくと，各 3,000名様限定でオリジナル「てのりぬいぐるみ」をプレゼント

します。さらに，同封の応募はがきで応募していただいた方の中から，抽選で 50 組 100 名様

を，2020年１月 26日（日）に運行予定の貸切イベント列車へご招待いたします。 

（2）スタンプラリーきっぷの内容 

  イ．京急線全線１日フリー乗車券 ※品川駅～泉岳寺駅を除く 

  ロ．バッグ型オリジナルクリアファイル 

  ハ．スタンプラリー帳 

  二．応募はがき 

（3）発 売 駅 

品川駅（高輪口），羽田空港国内線ターミナル駅（第２ターミナル側改札）， 

京急川崎駅（中央口），横浜駅（中央改札），上大岡駅（１階改札） 

※初日 11 月 18日（月）は 10：00から発売開始となります。 

（4）発売枚数 

各 3,000セット（５駅合計の発売枚数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）発売金額 

１セット 2,500円（税込） ※大人・小児同額 

（6）乗車券有効期間 

発売当日限り 

羽田すみっコラリー（イメージ） 大師線すみっコラリー（イメージ） 

イメージ 

イメージ 



（7）スタンプ設置場所 

すみっコぐらし７周年にちなんで，それぞれ全７か所にスタンプを設置します。また，スタ

ンプを設置する駅では，ご参加いただくお客さまにさらにお楽しみいただけるよう，ホーム上

の駅名看板１か所をすみっコの仲間たちで装飾いたします。 

 【羽田すみっコラリー しろくま編】計７か所 

糀谷駅，大鳥居駅，穴守稲荷駅，天空橋駅，羽田空港国際線ターミナル（お祭り広場），

羽田空港国内線ターミナル駅（THE HANEDA HOUSE），羽田空港国内線ターミナル駅（第２ターミナル側）  

 【大師線すみっコラリー とかげ編】計７か所 

京急川崎駅（大師線ホーム），港町駅，鈴木町駅，川崎大師駅，東門前駅，産業道路駅， 

小島新田駅 

 

 

 

 

 

 

（8）スタンプ全７種集めるともらえるプレゼント 

【羽田すみっコラリー しろくま編】  

イ．引換場所：羽田空港国内線ターミナル駅（第２ターミナル側改札） 

ロ．引換商品： 

  しろくまパイロット ver. ＆ ほこりパイロット ver. 

  ＆ ひこうき 

【大師線すみっコラリー とかげ編】  

  イ．引換場所：京急川崎駅（中央口） 

  ロ．引換商品： 

   とかげ駅長 ver.＆ とかげ（本物）駅長 ver.  

＆でんしゃのひも 

 （9）同封のはがきで応募すると抽選で当たるプレゼント 

  イ．賞品 

   Ａ賞：2020年１月 26日（日）運行の貸切イベント列車へご招待     50組 100名様 

   Ｂ賞：たぴおおおか駅駅名看板ミニチュアレプリカまたは貸切イベント列車使用タペストリー     ７名様 

   Ｃ賞：３色のラッピング電車車内中吊りポスター３種セット         70名様 

    ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

ロ．応募期間 

  Ａ  賞：2019年 11 月 18日（月）～2019年 12 月 24 日（火）当日消印有効 

  Ｂ・Ｃ賞：2019年 11月 18日（月）～2020年１月 28日 （火）当日消印有効 

 

３．貸切イベント列車の運行 

（1）概  要 

各種スタンプラリーで，スタンプ全７種を押印のうえご応募いただいたお客さまの中から抽

選で 50組 100名様を，特別装飾を施した貸切イベント列車にご招待いたします。「すみっコぐ

らし号」で京急油壺マリンパークに向かい，“すみっコ”と記念撮影を行います。 

（2）運 行 日  2020年１月 26日（日）  

（3）運行区間  品川～三崎口駅間 

看板装飾 イメージ スタンプ イメージ 

イメージ 

イメージ 



（4）イベントスケジュール（予定） 

   ９：00頃  品川駅集合 

    ９：30頃  貸切イベント列車の運行（品川～三崎口駅間） 

   11：20頃  京急油壺マリンパークへ移動 

“すみっコ”のステージイベント＆記念撮影会 

    12：15頃  順次解散 

   ※スケジュールは変更になる場合がございます。 

   ※荒天・ダイヤ乱れ時等，イベントを中止させていただく場合がございます。 

 

４．すみっコぐらし×けいきゅう 記念乗車券の発売 

（1）概  要 

すみっコぐらし×けいきゅうコラボキャンペーンを記念した記念乗車券を発売いたします。 

（2）期  間  2019年 12月 21日（土）８：00 ～2020年１月 26日（日） 

※なくなり次第終了となります。 

（3）発売場所  京急百貨店（上大岡駅１階特設会場） 

         ※12月 21日（土）15：00までは上大岡駅改札前特設会場にて発売します。

12 月 22 日（日）からは，残数がある場合のみ，京急百貨店５階おもちゃ

売場カウンターにて発売します。 

（4）発売枚数  3,500セット ※お一人様２セットまで 

（5）発売金額  １セット 1,500円（税込） 

（6）乗車券内容 Ｄ型硬券５枚 

         当社線の“すみっこ”５駅からの記念乗車券です。 

羽田空港国内線ターミナル駅から 130円区間（小児） 

小島新田駅から 160円区間 

新逗子駅から 160円区間 

浦賀駅から 800円区間 

三崎口駅から 250円区間 

 

５．すみっコぐらしステージイベント＠羽田空港の開催 

（1）日  時  2019年 12月８日（日） 

①11：00～11：30 ②13：00～13：30 ③15：00～15：30 

（2）場  所  羽田空港国際線ターミナルビル４階 江戸舞台 

（3）実施内容 

   すみっコの仲間たちが江戸舞台に登場し，すみっコぐらし音頭をおどります。また，ステ 

ージの後には写真撮影会も行います。 

※すみっコぐらし音頭の見学と撮影会への参加は無料です。 

※写真撮影会は各回先着 30組限定とさせていただきます。 

※イベント当日 10：30から江戸舞台にて各回分の整理券を配布いたします。 

 

６．お客さまのお問い合わせ先 

 京急ご案内センター ＴＥＬ：03-5789-8686または 045-441-0999 

（平日９：00～19：00 土日祝９：00～17：00）※営業時間は変更になる場合がございます。 

以 上 

🄫SAN-X 2019 

イメージ 


