２０２１年１０月１３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）は，持続可能な社会
の実現に向けた地球環境への取り組みとして，2021 年 10 月 14 日（木）から 12 月 22 日（水）まで，Ｃ
Ｏ₂排出量実質ゼロの「えこきゅん号」を運行します。
これは，羽田空港第３ターミナル駅（旧：羽田空港国際線ターミナル駅）の開業１周年記念日に誕生し
た京急電鉄マスコットキャラクター「けいきゅん」が，2021 年 10 月 21 日（木）に 10 才を迎えることを
記念して実施します。
鉄道はもともとＣＯ₂排出量が少なく環境にやさしい乗り物で，当社もかねてより「ノルエコ」プロジ
ェクトとして公共交通機関の利用促進に取り組んでおりますが，このたび期間中の「えこきゅん号」運行
によって発生する約 159ｔ－ＣＯ₂に，東京都のキャップ＆トレード制度に基づき創出したＣＯ₂削減クレ
ジットを充当することで，ＣＯ₂排出量実質ゼロとして運行します。
さらに車両前面には，京急グループの環境活動において登場する緑色のけいきゅん「ノルエコけいき
ゅん」のデザインを施したヘッドマークを掲出するほか，車内においては，けいきゅんが京急グループの
環境負荷低減に向けた取り組みを紹介するなど，
「えこきゅん号」を通じて子どもから大人までより多く
の方に環境について考えていただくきっかけづくりを目指します。
また同期間では，けいきゅんのお誕生日を記念したキャンペーン「きゅんペーン」を実施します。オリ
ジナルのフードやグッズを京急グループの小売店舗で販売するほか，けいきゅん公式ＷＥＢページのリ
ニューアルや，Ｔｗｉｔｔｅｒにおける「＃けいきゅん 10 才おめでとう」の投稿募集を行います。
今後も京急グループでは，長期経営戦略における基本方針の一つとして掲げるコーポレートサステナ
ブル戦略に基づき，環境負荷低減に向けた取り組みをはじめＥＳＧ経営を推進し，社会課題の解決と沿
線活性化を目指していきます。
詳細は別紙のとおりです。

えこきゅん号
ヘッドマークデザイン

「きゅんペーン」
メインビジュアル

別

紙
「えこきゅん号」運行によるサステナビリティ推進および
けいきゅん 10 才誕生日企画「きゅんペーン」について

１．実施期間
2021 年 10 月 14 日（木）～12 月 22 日（水）
２．特設ＷＥＢページ ※10 月 14 日（木）10：00 に公開いたします。
https://www.keikyu.co.jp/cp/kyunpeen10/index.html

３．企画内容
（1）ＣＯ₂排出量実質ゼロ「えこきゅん号」の運行
イ．概要
東京都のキャップ＆トレード制度（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/index.html ）に
基づき，期間中本列車の運行によって発生する約 159ｔ－ＣＯ₂に，京急電鉄が保有する都内の建物
における 2010 年度～2014 年度の５年間の超過削減量（ＣＯ₂削減クレジット）の一部を充当し，Ｃ
Ｏ₂排出量実質ゼロで運行します。
また「けいきゅん」をモチーフにした車内装飾を通じて，京急グループの環境負荷低減に向けた
取り組みを紹介し，より幅広い世代へ環境について考えていただくきっかけづくりを行ないます。
ロ．対象車両
2100 形８両編成（2149 号編成～）
ハ．車両装飾
（ｲ）ヘッドマーク
（ﾛ）車内ステッカー：えこきゅん号について紹介
（ﾊ）窓 上 ポ ス タ ー：京急グループの環境負荷低減に向けた取り組みを紹介
（ﾆ）中吊りポスター：きゅんペーン企画について紹介
（2）けいきゅん公式ＷＥＢページ リニューアルオープン
イ．概要

車内ステッカーデザイン

けいきゅん公式ＷＥＢページのリニューアルを「きゅんペーン」実施に合わせて展開します。
ロ．リニューアル日
2021 年 10 月 14 日（木）10：00
ハ．ＵＲＬ
https://www.keikyu.co.jp/information/keikyun/
（3）「＃けいきゅん 10 才おめでとう」投稿募集
イ．概要
Ｔｗｉｔｔｅｒで「＃けいきゅん 10 才おめでとう」のハッシュタグをつけた投稿を募集し，一部
投稿をけいきゅん公式Ｔｗｉｔｔｅｒ（@keikyunofficial）によるリツイートにて紹介します。
ロ．投稿募集期間
2021 年 10 月 14 日（木）～12 月 22 日（水）
ハ．参加方法
けいきゅん公式Ｔｗｉｔｔｅｒ（@keikyunofficial）をフォローして，ハッシュタグ「＃けいき
ゅん 10 才おめでとう」をつけて投稿

（4）けいきゅん 10 才アニバーサリーフード発売
イ．ガトーよこはま チーズケーキ（２種） 各 1,980 円（税込）
（ｲ）販売場所・期間：スイーツカレンダー
金沢文庫店：2021 年 10 月 19 日（火）～10 月 27 日（水）
上 大 岡店：2021 年 11 月 11 日（木）～11 月 17 日（水）
横

チーズケーキ（２種）

浜 店：2021 年 12 月 29 日（水）～2022 年１月 11 日（火）

※毎日数量限定
（ﾛ）そ の 他：詳細はスイーツカレンダー公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページにてお知らせします。
予約販売は行っておりません。
ロ．けいきゅん柄クッキー（３個入り） 162 円（税込）
（ｲ）販売期間：2021 年 10 月 21 日（木）～10 月 31 日（日）
（ﾛ）販売場所：京急百貨店１階スキップゲート【プチ・フルール】
ハ．ハロウィンけいきゅんお弁当

けいきゅん柄クッキー

（ｲ）販売期間：2021 年 10 月 21 日（木）～10 月 31 日（日）
（ﾛ）販売場所：京急百貨店地下１階惣菜売場
【鶏三和】しお麹唐揚げ弁当

735 円（税込）

【ビストロ 634】大麦牛デミグラスハンバーグ弁当

972 円（税込）

【eashion】プリプリ海老と新潟県産舞茸の彩り重

799 円（税込）

【聘珍樓】聘珍樓弁当 1,134 円（税込）
【ねり伝】豆腐ハンバーグのチーズ焼き弁当

864 円（税込）

【大阪焼肉ふたご】牛タン塩とふたご焼肉のＷ弁当
【つな八】かき揚げ天丼弁当

1,080 円（税込）

751 円（税込）

※各店舗のお弁当にオリジナルの掛け紙がかかった商品です。
（掛け紙のデザインは同一です。
）
（ﾊ）そ の 他：ハロウィンけいきゅんお弁当をお買い上げの
お子さま連れのお客さまには，
「ハロウィンけいきゅんぬりえ」をプレゼントします。

ハロウィンけいきゅんお弁当
【鶏三和】

（5）けいきゅん 10 才オリジナルグッズ発売
イ．商品概要
（ｲ）Ａ４クリアファイル

300 円（税込）

（ﾛ）スマホケース

2,300 円（税込）

（ﾊ）ハンドタオル

600 円（税込）

（ﾆ）ショッピングバッグ

1,200 円（税込）

ロ．発 売 日：2021 年 10 月 21 日（木）

スマホケース

Ａ４クリアファイル

※デザインは変更になる場合があります。ご了承ください。

※Ａ４クリアファイル・スマホケースのみ，そのほかの商品は順次発売予定です。
詳細はきゅんペーン特設ＷＥＢページにてお知らせいたします。

ハ．販売場所：京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店
京急グッズショップ「おとどけいきゅうプラス」横浜港大さん橋店
オンラインショップ「おとどけいきゅう」
http://www.otodokeikyu-sc.com/（外部サイトへリンクします）
セブン-イレブン京急ＳＴ店（一部の店舗）
京急ストア（一部の店舗）
京急百貨店５階おもちゃ売場
※店舗によって販売商品が異なります。
詳細はきゅんペーン特設ＷＥＢページをご覧ください。
https://www.keikyu.co.jp/cp/kyunpeen10/pdf/shop.pdf
（6）約２年ぶりの新作！ノルエコけいきゅんグッズ発売
イ．商品概要
（ｲ）刺繍アイロンワッペン

500 円（税込）

（ﾛ）ペーパーファイル（歩き）

300 円（税込）

（ﾊ）ペーパーファイル（総柄）

300 円（税込）

（ﾆ）ショッピングバッグ

1,200 円（税込）

（ﾎ）コンパクトボトル

1,200 円（税込）

ロ．発 売 日：2021 年 10 月 21 日（木）

刺繍アイロンワッペン
※デザインは変更になる場合があります。ご了承ください。

※刺繍アイロンワッペンのみ，そのほかの商品は順次発売予定です。
詳細はきゅんペーン特設ＷＥＢページにてお知らせいたします。
ハ．販売場所：京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店
京急グッズショップ「おとどけいきゅうプラス」横浜港大さん橋店
オンラインショップ「おとどけいきゅう」
http://www.otodokeikyu-sc.com/（外部サイトへリンクします）
セブン-イレブン京急ＳＴ店（一部の店舗）
京急ストア（一部の店舗）
京急百貨店５階おもちゃ売場
※店舗によって販売商品が異なります。
詳細はきゅんペーン特設ＷＥＢページをご覧ください。
https://www.keikyu.co.jp/cp/kyunpeen10/pdf/shop.pdf
４．お客さまのお問い合わせ
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。
以

上

