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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）と株式会社京急ス

トア（本社：横浜市西区，社長：佐藤 憲治，以下 京急ストア）は，ソメイヨシノの開花シーズンに，

横浜でも有数の桜の名所である大岡川沿いの桜並木と大岡川エリアにある当社グループ施設の魅力を広

くＰＲすることを目的に，今年も「南区桜まつり」にあわせて，2021年３月 26 日（金）から４月 11日

（日）まで，大岡川沿いで桜キャンペーンを実施します。  

当キャンペーンは，地元地域と共に大岡川エリアの更なる回遊を促進するため，2013 年から実施して

いるもので，今年で９回目となります。 

今年は初めての企画として，横浜市南区と連動し，京急線各駅にて配布するスタンプ台紙付きチラシ

に，日ノ出町駅改札外に設置のスタンプを押し，横浜弘明寺商店街内の盛光堂総本舗にお持ちいただく

と，毎週水曜日を除く各日先着 30名さまに，横浜市南区民のおすすめするお土産（みなみやげ）に選ば

れている盛光堂総本舗「観音最中」をプレゼントします。 

また，毎年三浦海岸桜まつり期間に三浦海岸駅で設置している「桜ラッピング自販機」を南太田駅に

設置し，日時・本数限定で「KEIKYU SAKURA BOTTLE」を販売するとともに，京急ストア日ノ出町店では

京急オリジナルエコバッグ付き「伊藤園 leaf tea詰合せ」を販売いたします。「KEIKYU SAKURA BOTTLE」

と「伊藤園 leaf tea詰合せ」を両方購入されたお客さまには先着で京急オリジナル「ステンレスボトル」

をプレゼントします。加えて，もとまちユニオンの３店舗では，伊藤園「お～いお茶」紙パック付きの

「桜まつり弁当」を販売します。 

さらに，チラシを指定の施設で呈示することで，大岡川沿いの施設でドリンク割引サービスなどさま

ざまな特典を受けることができ，大岡川の桜並木を存分にお楽しみいただけます。 

京急電鉄では，春の訪れを感じさせる大岡川の桜をＰＲし，感染防止対策を徹底して，横浜エリアを

盛りあげてまいります。 

詳細は別紙のとおりです。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

大岡川沿い桜並木の様子 

京急線各駅にて配布するチラシ 

SUP体験もできます 



別  紙                          

～キャンペーン詳細～ 

１．実施期間 

  2021年３月 26日（金）～４月 11日（日） 

 

２．横浜市南区×京急キャンペーン 

（1）参加方法 

キャンペーン期間中，京急線各駅にて配布するチラシ内のスタンプ台紙に日ノ出町駅改札外に設置

のスタンプを押し，横浜弘明寺商店街内「盛光堂総本舗」へお持ちください。毎週水曜日を除く期間

中，各日 30名さまに盛光堂総本舗「観音最中」（みなみやげ）をプレゼントします。 

（2）スタンプ設置場所 

   日ノ出町駅 改札外          

(3) プレゼント引換場所 

   盛光堂総本舗（横浜弘明寺商店街内） 

   ※営業時間：9：30～19：00 

   ※毎週水曜日は定休日のため，引換えできません。 

（4）プレゼント 

盛光堂総本舗「観音最中」（各日先着 30名さま） 

      

３. 京急ストア×伊藤園 タイアップ企画 

（1）伊藤園桜ラッピング自販機で「KEIKYU SAKURA BOTTLE｣限定販売 

南太田駅 駅前広場に，桜をイメージしたラッピングを施した飲料自販機を設置し，「KEIKYU SAKURA 

BOTTLE」（２種類）を日時・本数限定で販売いたします。 

イ．商品内容「KEIKYU SAKURA BOTTLE」（２種類） 

（ｲ）京急電車と桜をイメージした樹脂製ボトル（縦約 12.1cm×直径約 6.5cm） 

（ﾛ）京急オリジナルアクリルキーホルダー（２種類のうち１種類） 

（ﾊ）伊藤園「お～いお茶 緑茶」190ｇ缶 

（ﾆ）「KEIKYU SAKURA BOTTLE」Ａ券（京急オリジナル「ステンレスボトル」の引換えに必要です） 

     ※（ｲ）・（ﾛ）は，購入時自動販売機からランダムに出てくるため，選択できません。 

ロ．販売場所 南太田駅 駅前広場の伊藤園桜ラッピング自販機 

ハ．販売価格 300円（税込） 

ニ．「KEIKYU SAKURA BOTTLE」の販売日時および数量 

（ｲ）2021年３月 27日（土）10：00～ 250本 

（ﾛ）2021年３月 28日（日）10：00～ 250本 

（ﾊ）2021年４月 3 日（土）10：00～ 250本 

（ﾆ）2021年４月 4 日（日）10：00～ 250本 

                            合計 1,000本 

 ※各日販売予定数量がなくなり次第終了とさせていただきます。 

※お買い上げいただく本数を制限する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛光堂総本舗「観音最中」 

「伊藤園桜ラッピング自販機」 

「KEIKYU SAKURA BOTTLE」２種類およびボトル内容 



京急オリジナル 

「ステンレスボトル」 

「桜まつり弁当」 

（2）京急オリジナルエコバッグ，缶バッジ付き「伊藤園 leaf tea詰合せ」を販売 

   京急オリジナルエコバッグとけいきゅんの缶バッジと伊藤園商品が入ったおトクなセットです。 

イ．商品内容 

（ｲ）伊藤園「ジャスミン茶ティーバッグ」（30袋）１点 

（ﾛ）伊藤園「お～いお茶 若茎入り緑茶（100ｇ）１点 

（ﾊ）京急オリジナルエコバッグ  

（ﾆ）けいきゅん缶バッジ 直径約 6.5cm（２種類のうち 1種類） 

（ﾎ）「伊藤園 leaf tea詰合せ」Ｂ券 

（京急オリジナル「ステンレスボトル」の引換えに必要です。）  

※（ﾊ），（ﾆ）は，購入時に選択できません。 

 ロ．販売場所：京急ストア日ノ出町店 

ハ．販売価格：1,080円(参考税込価格) 

 ニ．販 売 日：2021年３月 27日（土），28日（日），４月３日（土），４日（日）の合計４日間 

                ※各日 10：00～（各日販売予定数量がなくなり次第終了） 

ホ．販 売 数：４日間合計 350個 

（3）Ｗチャンス！先着で京急オリジナル「ステンレスボトル」をプレゼント   

「KEIKYU SAKURA BOTTLE｣と「伊藤園 leaf tea詰合せ」を購入いただくと先着で 

京急電車のデザインを施した京急オリジナル「ステンレスボトル」をプレゼントします。   

イ．引換方法 

「KEIKYU SAKURA BOTTLE」に同封されている「Ａ券」と「伊藤園 leaf tea 詰合せ」 

に同封されている「Ｂ券」の２枚を京急ストア日ノ出町店店頭特設カウンターに 

お持ちいただくと，先着で京急オリジナル「ステンレスボトル」とお引換えいたします。 

※引換え予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。 

※指定日以外の引換えはできません。 

 ロ．引換場所：京急ストア日ノ出町店 店頭特設カウンター 

ハ．引換日時：2021年３月 27日（土），28日（日），４月３日（土），４日（日）の合計４日間 

10：00～16：00（店頭特設カウンター設置時間） 

（4）京急電車デザイン風呂敷で包んだ「桜まつり弁当」を限定販売 

京急電車デザインの風呂敷で包んだ，たけのこごはんや季節の天ぷらが入った春の味覚を詰合せた 

 お弁当です。 

イ．商品内容 

（ｲ）京急電車デザイン風呂敷（縦 53cm×横 53cm） 

（ﾛ）桜まつり弁当 

（ﾊ）伊藤園「お～いお茶 緑茶」250ml紙パック 

 ロ．販売場所：もとまちユニオン 上大岡店（京急百貨店地下１階＝デイリーフーズマーケット），   

                                 元町店，鎌倉店 

ハ．販売価格 972円（参考税込価格） 

ニ．販売日時および数量 

（ｲ）2021年３月 26日（金）～４月 11日（日） 

 （ﾛ）各日，３店舗合計 35個 

 （ﾊ）11：00から販売開始 

※各日販売予定数量がなくなり次第終了とさせていただきます。 

※店舗によって販売数が異なります。 

※お買い上げいただく点数を制限する場合がございます。 

（5）協賛メーカー  

株式会社伊藤園 

「伊藤園 leaf tea 詰合せ」 



（6）商品に関するお問い合わせ先 

   株式会社京急ストア 

   0120-34-0453（受付 平日 10：00-18：00） 

 

４．チラシ呈示優待特典 

期間中，京急線各駅で配布するチラシを対象施設にて呈示していただくと，各施設でおトクな優待

特典を受けることができます。 

【対象施設】 

（1）黒湯天然温泉 みうら湯（弘明寺駅） 

     特 典：入館料金 100 円引き 

※期間中弘明寺みうら湯きっぷご利用でバスタオルレンタル無料   

    ※営業時間：平 日 10：00～23：00（最終入館 22：30） 

           土休日 10：00～24：00（最終入館 23：30）    

（2）京急百貨店（上大岡駅） 

   期間限定の「さくらメニュー」や「さくらのスイーツ」が登場する京急百貨店で，お買い物やお食 

事をお楽しみいただけます。 

    特 典 １：ケーキ 100 円割引（１個につき） 

  ※地下１階菓子売場 対象店舗：「ラ・マーレ・ド・チャヤ」，「ブールミッシュ」，「ストラスブー 

ル」，「ユーハイム」，「鎌倉レザンジュ」，「デメル」 

※一品 324円（税込）以上の生ケーキに限ります（ 一 部 対 象 外 商 品 が ご ざ い ま す 。 ） 

     期 間：３月 26日（金）～３月 28日（日） 

     特 典 ２：10Ｆレストランフロア「永坂更科布屋太兵衛」300円割引 

   期 間：３月 26日（金）～３月 31日（水） 

※１回のお会計で税込 1,540 円以上のご利用に限ります。 

（3）日ノ出町フードホール（日ノ出町駅） 

  名店を“はしご酒”できる地域の大食堂が日ノ出町高架下に誕生！ 

     特 典：対象ドリンク 100円引き（一部対象外商品あり） 

※営業時間：ホームページをご確認のうえご利用ください。 

      ＵＲＬ：https://hinode-chofoodhall.com/ 

   定 休 日：火曜日 

(4) Chair COFFEE ROASTERS（日ノ出町駅） 

   焙煎をめぐる旅が日ノ出町からはじまる！日ノ出町高架下にオープンした自家焙煎珈琲ショップ 

  特 典：先着 60名さまにドリップパックプレゼント（ご注文時にチラシをご呈示ください）   

   ※営業時間：10：30～17：30  

   定 休 日：火曜日・水曜日（不定休あり） 

（5）Tinys Yokohama Hinodecho（日ノ出町駅） 

日本初高架下タイニーハウスホステル＋カフェラウンジ＋水上アクティビティー拠点 

   特 典：カフェラウンジにて生ビール 100円割引 

※営業時間：11：00～18：00（予約状況等により変動）  

     定 休 日：火曜日 

（6）横浜 SUP倶楽部（日ノ出町駅） 

   ライフスタイルにパドリングを「毎日 SUPできる環境づくり」をテーマに活動しています。 

  特   典：SUPにご参加いただいた方にオリジナル Tシャツをプレゼント 

   ※営業時間：午前の部：10：30～11：30 

          午後の部：13：00～14：30 

    定 休 日：不定休 

 



「けいきゅん缶バッジ」「エコバッグ」 

（7）水辺荘（日ノ出町駅） 

   ４歳からシニアまで幅広い年齢にカバーした SUP＆水上お花見企画を実施しています。 

     特 典：SUPにご参加いただいた方にオリジナルクリアファイルをプレゼント 

   ※営業時間：7：00～17：00（事前予約制） 

   定 休 日：不定休 

（8）セブン-イレブン京急 ST 黄金町店（黄金町駅） 

   特 典：500円（税込）以上お買い上げのお客さまに先着 100名に， 

けいきゅん缶バッジとエコバッグをプレゼント 

   ※営業時間：24時間営業 

 

５．ライブカメラの設置 

   期間中，横浜弘明寺商店街内にライブカメラを設置し，特設ホームページ内から大岡川沿いの桜の

開花状況をリアルタイムでご覧いただけます。 

   〈特設ホームページＵＲＬ〉https://www.keikyu.co.jp/cp/ookagawasakura2021/ 

   ※特設ホームページ開設は３月 22日（月）を予定しております。 

 

６．お客さまのお問い合わせ先 

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

（平日 ９：00～17：00 土・日・祝日 ９：00～17：00） 

  ※営業時間は変更になる場合がございます。 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大および開花状況等により，イベント内容等は予告なく変更・中止す

る場合がございます。 

※各店舗の営業状況が変更となる場合がございます。ご利用の際は，必ず各施設に確認のうえご利用

ください。 

※お出かけの際は，感染症拡大防止対策を行ったうえでお出かけください。 

 

参  考 

◆第 31回南区桜まつりについて 

 ◎ぼんぼりによるライトアップ（観音橋～井土ヶ谷橋間のみ） 

  ３月 26（金）～４月 11日（日）18：00～20：00（金，土，日曜日のみ） 

詳細はホームページをご確認ください。 

  ＵＲＬ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/event-bosyu/kanko/minami-sakura-event.html  

  （外部サイトにリンクします） 

 

 

南区桜まつりのライトアップ 


