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 京浜急行電鉄株式会社（本社：神奈川県横浜市西区，社長：原田 一之，以下 京急電鉄）と

株式会社京急アドエンタープライズ（本社：神奈川県横浜市，社長：亀卦川 悟）は，2019 年 11

月 11 日（月）～11 月 18 日（月）までの期間中，体験型旅行商品「けいきゅうキッズチャレン

ジ！」の冬シリーズとして３つのプログラムを販売し，参加者を募集します。 

 けいきゅうキッズチャレンジは，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿

線をフィールドに，普段はできない「本物体験」を通じてお子さま自身の成長につなげるととも

に京急沿線の魅力を知ってもらうことを目的とした，多くの方にご好評をいただいているプロ

グラムです。 

 今回は，京急グループ新本社を舞台にした「お仕事体験」，沿線の企業とタイアップした工場

見学，料理体験など「食」をテーマにした特別プログラムをご用意しました。 

募集対象は，それぞれ小学生１～６年生とその保護者の方，ＷＥＢもしくはメールよりお申込

みいただき，お申込み多数の場合は受付終了後抽選の上，当選者にのみご連絡とさせていただき

ます。 

詳細は別紙のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

豪華３本立て！ 
冬の新企画 

 



 

ケンタッキーフライドチキン×けいきゅうキッズチャレンジ共同企画 

「オリジナルチキンマイスターから学ぶ！ＫＦＣキッズスクール！」 

   

設 定 日 2019 年 12 月 7日（土）10：15～14:00 

ツアー内容 

オリジナルチキンマイスターから 

美味しいケンタッキーの秘密を学ぼう 

・食事の大切さを知ろう 

・実際にフライドチキンを作ってみよう 

・フライドチキンのお勉強 

・自分で作ったフライドチキンを食べてみよう 

集合場所 新高島駅 改札外 10:15 集合 

料  金 親子ペアで１組 2,000 円（税込） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 自分で作ったチキンがすぐに食べられます！ 

募集人員 
15 組 30 名さま ※最少催行人員 10 組 20 名さま 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方にのみご連絡いたします。 

行  程 

10：15 新高島駅 改札外 集合 

 

・オリジナルチキンマイスターの紹介 

・食事・フライドチキンについての勉強会 

・実際にフライドチキンを作ってみよう 

・自分で作ったフライドチキンを食べてみよう 

・修了式 

 

14：00 頃 解散 

受付期間 11 月 11 日（月）10:00 から 11 月 18 日（月）17:00 まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10 日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいたお

客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合がご

ざいます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

【企画協力】日本ケンタッキー・フライド・チキン（株） 

https://www.keikyu-ad.co.jp
mailto:travel_w84@keikyu-group.jp


 

京急のお仕事探検隊！～京急グループ本社ビルに潜入しよう～ 

設 定 日 2019 年 12 月 21 日（土）10:00～15:00  

ツアー内容 

京急グループ本社ビルに潜入しよう！ 

・京急グループ本社ビル内を見学 

 ・開業準備中の京急ミュージアムの見学 

・京急電鉄に所蔵する貴重な史料展示物などを通じて京急の歴史を学ぼう 

 ・みんなの手で京急ミュージアムの告知ポスターを作ろう 

集合場所 京急グループ本社 10:00 集合（横浜駅から徒歩７分） 

料  金 
親子ペアで１組 3,000 円（税込） 

※追加：お一人さま 1,500 円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 昼食付 

募集人員 
12 組 24 名さま ※最少催行人員 8 組 16 名さま 

※受付終了後抽選となり，当選された方のみにご連絡させていただきます。 

行  程 

京急グループ本社 10:00 集合・京急グループ本社の施設見学 

・開業準備を行っている「京急ミュージアム」を見学 

※工事中につき，シミュレータ等展示を予定している施設の体験はできませんのでご

了承ください。 

・京急電鉄が所蔵する貴重な史料展示物を見ながら，京急の歴史や電車を学ぶ 

＜最上階カフェテリアにてお弁当＞ 

 

・見学したことや勉強したことをもとに，京急ミュージアムを紹介するポスターを，

みんなの力で制作 

※ポスターは，後日京急ミュージアムにて掲示されます。 

 

現地解散  

受付期間 11 月 11 日（月）10:00 から 11 月 18 日（月）17:00 まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10 日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・食物アレルギーがある方は，応募画面で必ず申告願います。 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいたお

客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合がご

ざいます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp
mailto:travel_w84@keikyu-group.jp


 

味の素「川崎工場見学」クリスマス特別バージョン！ 

設 定 日 2019 年 12 月 24 日（火）9：30～12:30  

ツアー内容 

味の素「川崎工場」で 

うま味体験と京急の歴史を学ぼう！ 

 

・工場見学「ほんだし🄬」コース  
・鈴木町と京急の歴史を学ぼう 

・「アジパンダ×けいきゅん」 

オリジナルペーパークラフト制作 

☆クリスマスプレゼント付 

集合場所 京急大師線 鈴木町改札外  9：30 集合 

料  金 親子ペアで 1 組 1,000 円（税込） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 なし 

募集人員 
20 組 40 名様（最少催行人員 10 組 20 名さま） 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

9：30 京急大師線 鈴木町駅改札外 集合 

 

・「ほんだし🄬」コース見学参加 ※鈴木町と京急の歴史についてツアー内で解説 
・「アジパンダ×けいきゅん」オリジナルペーパークラフト制作 

 

12：30 鈴木町駅 解散 

受付期間 11 月 11 日（月）10:00 から 11 月 18 日（月）17:00 まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからお申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

中止連絡 
原則として開催 10 日前までにご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

・本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただいたお

客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていただく場合がご

ざいます。 

お問い合わせ 

販売元 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 045-307-3855（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

メールアドレス   travel_w84@keikyu-group.jp 

【企画協力】味の素株式会社 

https://www.keikyu-ad.co.jp
mailto:travel_w84@keikyu-group.jp


 別 紙  

「けいきゅうキッズチャレンジ！」について 
 
１．概要 

「けいきゅうキッズチャレンジ！」では，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれ

る京急沿線をフィールドに，もっとたくさんの子どもたちに沿線の魅力を知っていただき，さ

らには子どもたち自身の成長にもつながるプログラムを実施しています。 
ふだんはできない“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心

を育み，心身の成長をサポートいたします。 

 
 
２．シリーズロゴ 
 
 
 
 
 
 
３．内  容 

“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の成

長につながるプログラムを企画します。 

  感 自然や文化にふれ，地域の人たちと交流していくことで，子どもたちの感性や感受性

を育てていきます。 

  知 見る・聞く・触れるなどの五感をフル回転！子どもたちの「なんだろう？」や「やっ

てみたい！」という気持ちを応援します。 

  育 教育と体験に重きを置き，子どもたちの好奇心を育みます。参加後にご家庭でも心身

の成長が感じられるようなプログラムを提供します。 

 

 

４．そ の 他 

参加されたお子さまには，オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

 

 

５．問い合わせ先 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

TEL．045-307-3855（平日 10：00～18：00 のみ受付） 

 

 


