２０２１年３月２５日

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）では，2021 年

５月から運行開始する新造車両を貸切列車としてご利用していただけるよう，2017 年 10 月から販売した
貸切列車の内容を 2021 年５月８日（土）から大幅にリニューアルいたします。また，新造車両のお披露
目イベントとして展示会・試乗会を開催するとともに，記念乗車券を発売いたします。
貸切イベント列車のリニューアルは，新行路の設定，お支払い総額の見える化，申し込み期限の見直
し等を行い，お客さまがご利用しやすい仕組みを構築し，車両を広告媒体として扱う「広告プロモーシ
ョンプラン」と非日常なイベントを楽しむ「イベント・旅行のお手伝いプラン」の商品に分け，利用目
的に応じたフレキシブルな対応を可能といたしました。
「広告プロモーションプラン」では，貸切列車の
車内での招待イベントや，駅ホームを活用した駅利用者へのプロモーションも可能となります。また，
購入特典として当社車両約 800 両への中づり広告１期分をセットとした大変おトクな広告媒体となりま
す。
「イベント・旅行のお手伝いプラン」では，京急初となるトイレの常設やフレキシブルな座席配置が
可能な新造車両を使用することで，同窓会やオフ会，結婚式など車内でさまざまなイベントの開催が可
能となります。
また，お披露目イベントとして，車内設備を一新した車両を体感いただけるよう，2021 年４月 17 日（土）
に展示会，４月 24 日（土）に試乗会を開催いたします。両イベントは，３月 29 日（月）から京急電鉄
ホームページ内の特設ページで募集し，抽選で当選したお客さまをご招待いたします。
さらに，新造車両のデビューを記念した記念乗車券を４月 25 日（日）から京急蒲田駅で発売いたしま
す。ウィズコロナ時代に適した新しい通勤環境を提供する車両として，車内設備をご紹介するとともに，
オリジナルマスクケースと抗菌・抗ウイルス座席シート地付きの記念乗車券となります。
京急電鉄では，
「貸切イベント列車」，
「展示会・試乗会」および「記念乗車券の発売」を通じて，車両
や駅ホームなどの当社資産を最大限活用するとともに，京急沿線への定住促進や沿線活性化につながる
イベントを企画してまいります。詳細は別紙のとおりです。

2021 年５月運行開始予定新造車両

貸切イベント列車の活用（2019 年３月実施）

別

紙
「貸切イベント列車」の販売内容リニューアルについて

１．利用開始日 2021 年５月８日（土）～（土日祝日限定）
２．プラン内容
（1）広告プロモーションプラン
概 要：貸切列車の車内での招待イベントや，駅ホームを活用した駅利用者へのプロモーションが
可能なプラン。購入特典として当社全車両（約 800 両）への中づり広告１期分サービス。
利用例：新商品発表イベント（カメラや飲料など），物産展イベントなど
対 象：企業さまや地方自治体さまなど
（2）イベント・旅行のお手伝いプラン
概 要：電車内や駅ホームを活用したイベントおよび列車運行プラン
利用例：同窓会，オフ会，結婚式列車など
対 象：旅行会社さま，イベント会社さま，個人・団体さまなど
３．行路のリニューアル
[新行路]
・【リニューアル】大師線京急川崎駅～小島新田駅２往復＋京急川崎駅１番線ホーム使用
・【新規】品川駅～京急蒲田駅（京急川崎駅折り返し）２往復＋京急蒲田駅２・５番線ホーム使用
・【リニューアル】品川駅～三浦海岸駅 or 三崎口駅 or 浦賀駅（往路のみ）
[旧行路]
・大師線京急川崎駅～小島新田駅２往復
・品川駅～三浦海岸駅 or 浦賀駅（往路のみ）
４．販売価格の改定（基本料金・税込）
（1）広告プロモーションプラン
Ａプラン

Ｂプラン

大師線２往復

品川駅～京急蒲田駅 品川駅～三浦海岸駅 or
２往復

Ｃプラン
三崎口駅 or 浦賀駅（往路のみ）

４両編成（120 名まで）

935,000 円

990,000 円

1,045,000 円

８両編成（240 名まで）

取り扱いなし

取り扱いなし

1,342,000 円

※購入特典として，当社全車両（約 800 両）に掲出する，中づり広告１期分サービス
※ＡプランおよびＢプランは運行中の車両内だけでなく，駅ホームを利用したプロモーションが可能
※料金は，鉄道利用料，調整立会費（各種調整・乗車のご案内や駅構内での安全管理ほか，ご利用に関
する必要業務費）および広告料金の合算
※興業中止保険料（荒天やダイヤ乱れ等が発生し，運行中止になった場合の保険料）が別途発生
※オプションで車内装飾やイベント演出もご対応可能（オプション利用料が別途発生）
※実施内容に応じて，
「広告プロモーションプラン」か「イベント・旅行のお手伝いプラン」か判断します。

（2）イベント・旅行のお手伝いプラン
Ａプラン

Ｂプラン

Ｃプラン

大師線２往復

品川駅～京急蒲田駅

品川駅～三浦海岸駅 or

２往復

三崎口駅 or 浦賀駅（往路のみ）

４両編成（120 名まで）

539,000 円

594,000 円

649,000 円

８両編成（240 名まで）

取り扱いなし

取り扱いなし

946,000 円

※ＡプランおよびＢプランは，列車運行のほか，駅ホームを利用したイベントが可能
※料金は，鉄道利用料と調整立会費（各種調整・乗車のご案内や駅構内での安全管理ほか，ご利用に関
する必要業務費）の合算
※興業中止保険料（荒天やダイヤ乱れ等が発生し，運行中止になった場合の保険料）が別途発生
※オプションで車内装飾やイベント演出もご対応可能（オプション利用料が別途発生）
※実施内容に応じて，
「広告プロモーションプラン」か「イベント・旅行のお手伝いプラン」か判断します。
５．利用イメージ
（1）広告プロモーションプラン（品川駅～京急蒲田駅２往復プラン）
■京急線巡回「動く物産展」イベント
貸切列車では，
「動く物産展会場 兼 展示会コーナー」として，品川駅と京急蒲田駅を巡回し，１か
所に留まらない移動販売を実施するとともに，京急蒲田駅ホームに物産展ブースを設置することで，
多くのお客さまに地方の名産品をＰＲする。
購入特典の中づり広告をイベント告知として使用することで，京急線のみならず，京急車両の乗り
入れ先をご利用のお客さまにもイベント開催を周知することができる。
概算イベント開催費（参考）：1,400,000 円（税込）
※ＰＲブースなどイベントに使用する備品レンタル費や運営スタッフ費などを含む
（2）イベント・旅行のお手伝いプラン（大師線２往復プラン）
■同窓会列車
貸切列車では，校章をヘッドマークとして掲げて列車を運行し，車内ＢＧＭとして校歌や応援歌な
どを聞きながら，学生時代の思い出を同窓生と一緒に懐かしむとともに，京急川崎駅ホームではフォ
トパネルなどを設置し，ホームにおいても当時を振り返りながら楽しむことができる。
概算イベント開催費（参考）：1,000,000 円（税込）※100 名参加
※テーブルなどの備品レンタル費や飲食費などを含む
６．申し込み方法
（1）期間
実施予定日の６か月前から申込みを受け付けます。
（先着順）
運行実施日の２か月前までに申込みください。
（2）申込窓口
株式会社京急アドエンタープライズ（メディア営業部）TEL．045-307-3853
※平日（月～金 10：00～17：00）のみ
（3）申し込み後のスケジュール
お電話により実施希望日・内容をヒアリングさせていただきます。実施可能な場合，初回の打ち合
わせのお時間をいただき，その際に専用の申込書など必要書類をご記入いただきます。
（4）保証金
保証金 110,000 円（税込）を指定日（申込み日から１週間以内）までにご納金いただきます。

※実施内容などをご確認後，正式な申込み手続きの完了となります。
※指定日までに納金がなかった場合は，お申し込みを取り消させていただきます。
※保証金は，費用の一部に充当させていただきます。

新造車両のお披露目イベントおよび記念乗車券の発売について
１．新造車両展示会
（1）日

時

４月 17 日（土） ９：00～15：30 まで

（2）場

所

品川駅３番線

（3）募集方法

各回 60 名さま，合計 360 名さまを京急ＨＰ内の特設ページから募集します。
（抽選制）
特設ページＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/cp/1000gata/

（4）募集期間

３月 29 日（月）10：00～４月７日（水）10：00
※当選のご連絡は，４月 12 日（月）までにメールでご連絡します。

（5）内

容

30 分を１セットとし，計６回実施します。（お客さまが応募時に参加回を選択する）
第１回

9：00～9：30

第４回 13：00～13：30

第２回 10：00～10：30

第３回

11：00～11：30

第５回 14：00～14：30

第６回 15：00～15：30

※当日の受付場所は，品川駅高輪口改札外とし，各回受付時間が異なりますので，
特設ページに記載の応募要項や当選のご連絡に記載する内容をご確認ください。
（6）特
（7）そ

典
の

他

当日の参加者に三浦の野菜をプレゼントします。
車内をご自由にご覧いただけますが，車内のトイレを使用することはできません。
撮影の際，三脚などのご使用はご遠慮ください。

２．新造車両試乗会
（1）日

時

４月 24 日（土） ８：20～10：45 まで

（2）行

路

品川駅～京急久里浜駅
※車両展示（8：20）- 品川駅発車（9：35）～京急久里浜駅到着（10：30）
※集合場所となる品川駅高輪口改札外までの交通費・宿泊費および帰りの乗車券代等は
お客さま負担となります。

（3）募集方法

60 名さまを京急ＨＰ内の特設ページから募集します。
（抽選制）
特設ページＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/cp/1000gata/

（4）募集期間

３月 29 日（月）10：00～４月７日（水）10：00
※当選のご連絡は，４月 12 日（月）までにメールでご連絡します。

（5）内

容

品川駅で車両をご覧になった後，品川駅から京急久里浜駅まで列車を運行します。

（6）特

典

当日の参加者に京急久里浜駅でノベルティーをプレゼントします。

（7）そ

の

他

車内をご自由にご覧いただけますが，車内のトイレを使用することはできません。
撮影の際，三脚などのご使用はご遠慮ください。

３．記念乗車券の発売
（1）発売期間

2021 年４月 25 日（日）７：00～2021 年５月 31 日（月）17：00 まで
※売り切れ次第終了

（2）発売場所

京急蒲田駅 改札外特設ブース

（3）内

マスクケース付き記念乗車券

容

Ｄ型硬券４枚セット

※台紙に抗菌・抗ウイルス座席シート地（実物）付き

京急蒲田駅から 800 円区間，三崎口駅から 800 円区間
京急蒲田駅から 200 円区間，泉岳寺駅から 200 円区間
※乗車券の有効期間は，2021 年４月 25 日（日）～９月 30 日（木）まで
（4）発売部数

2,000 部（お一人さま２セットまで購入可能）

（5）発売金額

2,000 円

記念乗車券 ※イメージ

新造車両のお披露目イベントおよび記念乗車券の発売ポスター ※イメージ
４．お客さまの問い合わせ先
京急ご案内センター TEL

03-5789-8686

（受付時間）平日 9：00～17：00

/ 045-225-9696

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。

