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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：川﨑 宣章，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の観賞に合わせ，2022 年３月 25 日（金）～４月 10 日

（日）まで，桜キャンペーンを実施いたします。  

 

今年も「南区桜まつり」を開催する横浜市南区と連携し，京急線各駅にて配布するスタンプ台紙付き

チラシに，日ノ出町駅または京急百貨店に設置のスタンプを押して，対象店舗にお持ちいただくと，各

日先着 25名さまに，「横浜市南区×京急オリジナルスマホステッカー」をプレゼントいたします。 

また，「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」の販

売や，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「伊藤園商品詰合せ」を販売いたしま

す。「KEIKYU SAKURA BOTTLE」と「伊藤園商品詰合せ」を両方購入されたお客さまには先着で「京急オリ

ジナルタンブラー」をプレゼントいたします。もとまちユニオンの３店舗では，「京急オリジナル風呂敷」

に包んだ伊藤園「お～いお茶」紙パック付きの「さくら弁当」を販売いたします。 

 

さらに，日ノ出町から上大岡エリアの対象施設では，チラシ呈示で優待特典を受けることができ，大

岡川の桜並木観賞に合わせて，周遊エリア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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京急線各駅にて配布するチラシ 

大岡川沿い 
桜並木の様子 



別  紙                          

～桜キャンペーン詳細～ 

１．実施期間 

  2022 年３月 25 日（金）～４月 10 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，日ノ出町駅および京急

百貨店に設置しているスタンプのうち，どちらか１つのスタンプを押したのち，プレゼントお渡し場

所の３店舗（「みなみやげ」取扱店舗）から１店舗選び，スタンプ済みのチラシをお持ちください。

各日先着 25 名さまに「横浜市南区×京急オリジナルスマホステッカー」をプレゼントします。 

  ※「みなみやげ」は，南区民の推薦投票によるお土産コンテストで人気の高かった商品を区が認定し

たものです。 

 

（2）スタンプ設置場所 

   日ノ出町駅 （改札外），京急百貨店（３階 連絡通路） 

          

(3) プレゼントお渡し場所 

イ．三吉野   （最寄駅：南太田駅） ※年中無休 

ロ．梅鉢流まみい（最寄駅：弘明寺駅） ※月曜・火曜・水曜日定休 

ハ．盛光堂総本舗（最寄駅：弘明寺駅） ※水曜日定休 

 

（4）プレゼント商品 

「横浜市南区×京急オリジナルスマホステッカー」（各日・各店舗先着 25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｣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」（３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」（３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 

（３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（「京急オリジナルタンブラー」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）2022 年３月26日（土）11:00～ 300 本 

（ﾛ）2022 年３月27日（日）11:00～ 300 本 

（ﾊ）2022 年４月２日（土）11:00～ 300 本 

（ﾆ）2022 年４月３日（日）11:00～ 300 本   合計 1,200 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。 

※お買い上げいただける本数を制限する場合がございます。 

 

オリジナルスマホステッカー 

伊藤園桜ラッピング自販機 

KEIKYU SAKURA BOTTLE 



京急オリジナル 
タンブラー 

さくら弁当 

京急オリジナル風呂敷 

（2）京急オリジナルエコバッグ，缶バッジ付き「伊藤園商品詰合せ」を販売 

   京急オリジナルエコバッグ，けいきゅんの缶バッジ，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「ヘルシールイボスティーティーバッグ」（15 個入り）１点 

（ﾛ）伊藤園「お～いお茶 プレミアムティーバッグ 宇治抹茶入り緑茶」（20 袋入り） １点 

（ﾊ）伊藤園「TULLY’s COFFEE THE BARISTA’S ROAST MILD レギュラーパック」（５袋入り）１点 

（ﾆ）京急オリジナルエコバッグ 

（２種類のうち１種類） 

（ﾎ）缶バッジ 直径約 6.5cm 

（２種類のうち１種類） 

（ﾍ）「伊藤園商品詰合せ」Ｂ券 

（「京急オリジナルタンブラー」の引換えに必要です。）  

※（ﾆ），（ﾎ）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：2022 年３月 26 日（土），27 日（日），４月２日（土），３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 450 個（３月 26 日（土）：150 個/その他各日 100 個） 

 

（3）Ｗチャンス！先着で「京急オリジナルタンブラー」をプレゼント   

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

京急電車のデザインを施した「京急オリジナルタンブラー」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「伊藤園商品詰合せ」 

に同封されている「Ｂ券」の２枚を引換場所にお持ちいただくと， 

先着で「京急オリジナルタンブラー」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。 

※指定日時以外の引換えはできません。 

 ロ．引換場所：南太田駅 駅前広場 特設引換カウンター 

ハ．引換日時：2022 年３月 26 日（土），27 日（日），４月２日（土），３日（日）の合計４日間 

11:00～15:00（特設引換カウンター設置時間） 

 

（4）京急オリジナル風呂敷で包んだ「さくら弁当」を限定販売 

京急オリジナル風呂敷で包んだ，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）京急オリジナル風呂敷（縦 53cm×横 53cm） 

（ﾛ）さくら弁当と伊藤園「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）2022 年３月 25 日（金）～４月 10日（日） 

 （ﾛ）各日，３店舗合計 30 個，11:00～販売開始 

※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。 

※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。 

伊藤園商品詰合せ 



（5）協賛メーカー  

株式会社伊藤園 

 

（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（受付時間：平日 10:00～18:00） 

 

４．周辺施設のおすすめスポット 

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

特典やイベントがあります。 

 

【対象施設】 

（1）京急百貨店（上大岡駅） 

  イ．さくらの写真募集 

   応募テーマ：「とっておきの桜の写真」 

   募集期間：2022 年３月３日（木）～３月 31 日（木） 

   応募方法：①京急百貨店３階 インフォメーション前の応募箱に投函(写真はＡ４サイズ以内) 

        ②「さくらの写真大募集!!」応募専用ホームページから応募 

         応募専用ＵＲＬ：https://www.keikyu-sakura.com/ 

    応募特典：抽選で「京急百貨店レストランギフトカード 3,000 円分」を 20 名さまにプレゼント 

 ロ．応募写真の展示 

     さくらの写真募集で応募された写真を展示します。 

   展示期間：３月 10日（木）～４月 10 日（日） 

展示場所：京急百貨店３階 連絡通路 

  ハ．10 階 レストランフロア「さくらメニュー」の提供（特典：200 円引き） 

  （ｲ）永坂更科布屋太兵衛 ｢桜切り蕎麦と春野菜の天ぷら｣ 1,680 円（税込） 

※各日 15食限定 ４月３日（日）まで 

  （ﾛ）チェゴヤ 「さくらセット」1,980 円（税込） 

  ニ．地下１階 惣菜売場「お花見おすすめ弁当」の販売 

（特典：税込 1,080 円以上のお弁当 100 円引き） 

  （ｲ）大阪焼肉ホルモンふたご 「お弁当各種」 

 

（2）黒湯天然温泉 みうら湯（弘明寺駅） 

     特 典：入浴料金 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） 

  

（3）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：カフェラウンジで 1,000 円（税込）以上ご飲食の方 100 円割引 

営業時間：カフェタイム 11:00～14:00 

バータイム 18:00～22:00 

※バータイムは４月以降の週末に順次営業予定です。 

     定 休 日：火曜日 

 

 

https://www.keikyu-sakura.com/


「けいきゅん缶バッジ」 「エコバッグ」 

（4）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て営業中 

     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。 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://hinode-chofoodhall.com/ 

   定 休 日：火曜日 

 

(5) Chair COFFEE ROASTERS（日ノ出町駅） 

   横浜日ノ出町の自家焙煎珈琲ショップです。 

  特 典：先着 50名さまに「その日のコーヒー豆（１杯分）」をプレゼント   

   営業時間：10:30～17:30  

   定 休 日：火曜日・水曜日（不定休あり） 

 

（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：7:00～16:00（事前予約制） 

    定 休 日：不定休 

 

（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特製横浜水辺マップを印刷した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：1,000 円（税込）以上お買い上げの先着 100 名さまに 

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 

 

（9）春の横浜 大岡川クルーズ 

     春を感じる大岡川をゆったりクルージングできます。 

   特 典：京急線各駅で配布するチラシを入船時にご提示いただいた方，先着 120 名さまに京急 

オリジナルグッズをプレゼント 

   運 行 日：2022 年３月 19 日（土）～４月 10 日（日）（３月 29 日（火），４月３日（日）を除く） 

 

（10）南太田駅前広場 welcome マルシェ 

   Sims kitchen が焼き菓子や雑貨，コーヒーなどを出店するマルシェを開催します。 

特 典：マルシェ内ブースのお買い物 50円引き 

   開催日時：2022 年４月９日（土）10:00～16:00 

 

５．ライブカメラの設置 

   期間中，横浜弘明寺商店街内（観音橋）にライブカメラを設置し，京急電鉄ホームページ内の「京

急沿線ライブカメラ」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。 

   〈ＵＲＬ〉https://www.keikyu.co.jp/visit/keikyulivecamera 

  ライブカメラの配信開始は，３月 24日（木）10:00～を予定しております。 

 

https://hinode-chofoodhall.com/
https://www.keikyu.co.jp/visit/keikyulivecamera


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 

受付時間９:00～17:00 年末年始は休業 

  ※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の徹底をお願いいたします。。 

 

 

参  考 

◆第 32 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） 

  2022 年３月 25（金）～４月 10 日（日）18:00～21:00 

    ※例年実施している蒔田公園でのイベントは中止 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

南区桜まつりのライトアップ 

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

