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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，2020 年２

月５日（水）～３月８日（日）まで「三浦海岸 河津桜とまぐろ満喫の旅」キャンペーンを開催い

たします。 

本キャンペーンは今年で６回目となり，早咲きで有名な河津桜をご覧いただける「第 18 回三浦

海岸桜まつり」（主催：三浦海岸まちなみ事業協議会 桜まつり運営委員会）にあわせて行うもの

で，お祭りの盛り上げや地域の活性化，三浦半島への観光誘客を目的に実施しております。 

 今年のキャンペーン期間中も，①三浦海岸駅前および三浦海岸駅～三崎口駅間線路沿いの河津

桜ライトアップを行うとともに同区間は列車の減速運転を行い，ゆっくりとした速度で車内から

艶やかな桜をお楽しみいただけます。また，河津桜ラッピング電車も運行し，②２月 15 日（土）

にはその車両を使用し午前と午後の各１便，貸切イベント列車を運行します。今回は午前，午後

の便で内容を変更し，午前の便は，お茶と和菓子とともに，俳句づくりに挑戦する「お茶で特別

なひと時！みうら河津桜号」，午後の便は，ビールやおつまみを片手に夜桜へ向かう「ビールで乾

杯！みうら夜桜号」を運行いたします。このほか，③三浦海岸桜まつり「お迎え式」，④平日来場

者へのノベルティプレゼント，⑤三浦海岸と大岡川の桜の相互ＰＲを目的とした「京急で桜を見

に行こう！三浦海岸 河津桜×大岡川 桜並木キャンペーン」，⑥三浦海岸駅駅名看板の変更，⑦京

急電鉄ホームページでの開花状況のライブ配信など，さまざまな取り組みを実施いたします。詳

細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別  紙      

「三浦海岸 河津桜とまぐろ満喫の旅」キャンペーンについて 

 

１．河津桜夜間ライトアップ 

（1）三浦海岸駅前ライトアップ 

イ．実施期間  2020 年２月５日（水）～３月８日（日）  

各日 17:00～21:00 

  ロ．実施エリア  三浦海岸駅前の河津桜６本 

（2）三浦海岸駅～三崎口駅間線路沿いライトアップ 

イ．実施期間  2020 年２月８日（土）～２月 27 日（木）  

各日 17:30～20:30 

 ロ．実施エリア  三浦海岸駅～三崎口駅間の線路沿い 

         ※期間中は三浦海岸駅～三崎口駅間の列車の減速運転を実施いたします。 

 

２．貸切イベント列車「お茶で特別なひと時！みうら河津桜号」・「ビールで乾杯！みうら夜桜号」の運行 

品川駅・京急川崎駅～三浦海岸駅まで直通運行の貸切イベント列車です。品川駅発の午前の便は，

「お茶で特別なひと時！みうら河津桜号」として運行いたします。車内では，伊藤園オリジナルド

リンクと和菓子をご用意して，伊藤園社員によるトークショー，俳句講師の方と「河津桜」，「お花

見」，「京急」などをキーワードに俳句作りに挑戦します。 

京急川崎駅発の午後の便は，「ビールで乾杯！みうら夜桜号」として，車内ではキリン一番搾り

と，崎陽軒シウマイなど，ビールに合うおつまみをご用意して運行します。ほろよい気分の中，キ

リンビール社員によるクイズ大会もお楽しみいただきます。 

また両列車内で三味線の演奏を行い，車内のお花見気分をさらに盛り上げます。 

（1）実施日時  2020 年２月 15 日（土） 

 お茶で特別なひと時！みうら河津桜号：品川駅（９：02 発）～三浦海岸駅（10：08 着） 

 ビ ー ル で 乾 杯 ！ み う ら 夜 桜 号：京急川崎駅（15：12 発）～三浦海岸駅（16：27 着） 

（2）使用車両  新 1000 形１編成（1065 編成） 

※三浦海岸の河津桜をイメージしたラッピング列車 

（3）募集人数  各号 128 名様（申込受付・入金先着順となります） 

                ※みうら夜桜号はアルコールを提供するため，20 歳以上の方のみの募集とさせ

ていただきます。なお，当日は公共交通機関をご利用ください。 

（4）応募方法  ２月３日（月）10：00 から特設ページにて募集開始 

         募集期間：2020 年２月３日（月）10：00～２月 12 日（水）12：00 

【特設ページ】https://www.keikyu.co.jp/cp/sakuratrain2020/index.html 
         （１月 27 日（月）17：00 公開予定） 

※ＷＥＢからの応募のみとなります。応募の詳細は京急電鉄ホームページでご 

確認ください。 

※先着順，定員に達し次第終了となります。 

 

 

 

 

ライトアップの様子 

https://www.keikyu.co.jp/cp/sakuratrain2020/index.html


（5）参加費用  お茶で特別なひと時！みうら河津桜号：5,500 円（税込） 

                 みさきまぐろきっぷ＋お茶・和菓子＋車内コンテンツ 

※大人・小児（乳幼児を含む）同一料金 

ビ ー ル で 乾 杯 ！ み う ら 夜 桜 号 ：3,000 円（税込） 

片道乗車券＋ビール・おつまみ＋車内コンテンツ 

（6）イベント内容                                                         

＜お茶で特別なひと時！みうら河津桜号＞ 

イ．お花見セット（お茶＆和菓子セット）の配布 

 お茶：伊藤園 おーいお茶，matcha LOVE 

 和菓子：濱うさぎ 和菓子，どら焼き 

ロ．車内にて伊藤園社員によるトークショー，俳句講師との俳句づくり，三味線の演奏 

 【出演者】三味道 

ハ．三浦海岸駅にて，京急電鉄公式キャラクター「けいきゅん」がお出迎え 

ニ．三浦特産品（野菜）のお土産 

  着地の三浦海岸駅にて，お土産に三浦特産野菜をお渡しします。 

 

＜ビールで乾杯！みうら夜桜号＞ 

イ．お花見セット（ビール＆おつまみセット）の配布  

  ビール：キリン一番搾り 350ml（２缶） 

おつまみ：崎陽軒シウマイ，三崎くろば亭チップス カルビ焼き風味 

ロ．車内にてキリンビール社員によるクイズ大会，三味線の演奏 

  【出演者】三味道 

ハ．三浦海岸駅にて，京急電鉄公式キャラクター「けいきゅん」がお出迎え 

ニ．三浦特産品（野菜）のお土産 

  着地の三浦海岸駅にて，お土産に三浦特産野菜をお渡しします。 

 

３．三浦海岸河津桜ラッピングトレインの運行 

三浦海岸の河津桜をイメージしたラッピング列車を運行します。 

（1）運行期間   2020 年１月 27 日（月）～３月７日（土） 

（2）使用車両   新 1000 形１編成（1065 編成） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京急電鉄公式キャラクター 

「けいきゅん」 

 

ラッピングトレイン（イメージ） 



４．三浦海岸桜まつり「お迎え式」 

三浦海岸桜まつりの盛り上げと，地元ＰＲを目的に，三浦海岸駅前にて「お迎え式」を開催しま

す。地元有志による陣屋太鼓・ダンスのステージや，「陣屋汁」の振る舞いのほか，会場には京急

電鉄のマスコットキャラクター「けいきゅん」と三浦海岸地域キャラクター「みうらん」も登場し

ます。また，「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半島 1ＤＡＹ・２ＤＡＹきっぷ」でお越しいだい

たお客さまには，きっぷご呈示で三浦特産の野菜を先着順でプレゼントいたします。 

（1）日  時   2020 年２月８日（土）10:30～ 

（2）場  所   三浦海岸駅 駅前スペース 

（3）内  容   ①三浦海岸桜まつりの紹介，開催宣言 

②陣屋太鼓，ダンスのステージ 

③三浦特産野菜，キリン一番搾り 350ml のプレゼント 

※「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島１ＤＡＹ・２ＤＡＹきっぷ」ご呈示の 

 お客さま 

※先着順，無くなり次第終了とさせていただきます。 

 

５．平日来場者限定！オリジナル桜ノベルティプレゼント 

（1）実施期間   2020 年２月５日（水）～３月６日（金）の平日 

（2）内  容   期間中の平日に対象乗車券を三浦海岸駅にて呈示 

          すると，毎日先着で河津桜ラッピングトレインパ 

ッケージ羊羹をプレゼントいたします。 

（3）対 象 乗 車 券   「みさきまぐろきっぷ」，「三浦半島１ＤＡＹ・２ＤＡＹきっぷ」 

（4）配 布 数   各日先着 100 名様 

（5）引換場所    三浦海岸駅 有人改札窓口 

 

６．京急で桜を見に行こう！三浦海岸 河津桜×大岡川 桜並木キャンペーン 

「三浦海岸 河津桜とまぐろ満喫の旅」リーフレットに三浦海岸駅設置のスタンプを押し，「大

岡川 桜並木キャンペーン」期間中に，Tinys Yokohama Hinodecho にお持ちいただくと，各日先

着 40 名様（土日祝日は先着 100 名様）に濱うさぎ×KEIKYU オリジナルパッケージ野菜かりんとう

をプレゼントいたします。 

（1）スタンプ設置場所  三浦海岸駅 改札外 

（2）スタンプ設置期間  2020 年２月５日（水）～３月８日（日） 

（3）プレゼント引換場所  Tinys Yokohama Hinodecho（日ノ出町駅から徒歩４分）          

（4）プ レ ゼ ン ト 引 換 期 間  2020 年３月 21 日（土）～４月 12 日（日） 

             ※先着順，無くなり次第終了とさせていただきます。 

 

７．三浦海岸駅の駅名看板の変更 

（1）実施場所   三浦海岸駅 屋外駅名看板 

（2）実施期間     2020 年２月５日（水）～３月８日（日） 

 

８．京急電鉄ホームページにて開花状況をライブ配信 

（1）概  要   京急電鉄ホームページにて三浦海岸駅前の河津桜の様子をライブ配信します。 

（2）実施期間   2020 年１月 24 日（金）～３月９日（月）まで 



         ※配信期間は変更になる場合がございます。 

（3）Ｕ Ｒ Ｌ     https://www.keikyu.co.jp/cp/kawaduzakura2020/index.html 
 

９．その他 

ライトアップにあわせて，駅前のテント村で「ちょい飲み」を実施いたします。 

（1）実施日時 ２月 15 日（土），２月 20 日（木）， 

２月 21 日（金），２月 22 日（土）の計４日間 

（2）実施時間 各日 17：00～20：00 

 

10．お客さまのお問い合わせ先 

 京急ご案内センター TEL 03-5789-8686／045-225-9696 

 （平日９:00～19:00 土・日・祝日９:00～17:00） 

 

以  上 

 

駅前のテント村の様子 

https://www.keikyu.co.jp/cp/kawaduzakura2020/index.html

