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京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2019 年から

実施している「夏詣」キャンペーンを本年は 2022 年６月 30 日（木）～８月 31日（水）の期間で実施

します。 

 

「夏詣」は，元日の「初詣」に対し，過ぎし半年の月日に感謝し，来る半年の更なる平穏を願う

もので，京急電鉄では，日本の新たな習慣として，守り伝えるべき風習となるよう広く伝えるべく

取り組んでおります。昨年は延べ約 31,000 名にご参加いただき，今年で４回目の開催となります。 

今回の新しい取り組みとして，オリジナルヘッドマークや手ぬぐい風の特殊中吊りポスターを掲

出した「京急夏詣号」を運行し，車内を快適に過ごしていただけるよう涼し気に彩ります。当社で

発売している IC 企画乗車券「京急全線１日フリーパス」または「京急線・京急バス１日フリーパ

ス」を利用して夏詣キャンペーンに参加された方に「歴代夏詣ヘッドマークステッカー３枚セット」

を先着で 700 名様にプレゼントいたします。 

また，「オリジナルはさみ紙」のプレゼントや，参加神社で御朱印を受けるとオリジナルグッズ

を先着でプレゼントする企画も継続して実施いたします。今回は，16 神社すべてで御朱印を受けた

方には「京急夏詣 参拝の証」を差し上げます。 

神社お寺の検索サイト「ホトカミ」に特集記事を掲載し，より多くの方に夏詣キャンペーンを楽

しんでもらえるよう取り組んでいます。 

 

京急電鉄は，明るい未来を願う皆さまのお気持ちに寄り添える，さまざまな企画を行ってまいり

ます。詳細は別紙のとおりです。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスター ２種類 

手ぬぐい風特殊中吊り イメージ 



別  紙 

「夏詣」キャンペーンについて 

 

１．実施期間 2022 年６月 30 日（木）～2022 年８月 31 日（水） 

２．参加神社  

  ■16 神社 

【北エリア】 【南エリア】 

 神 社 名 最寄駅  神 社 名 最寄駅 

① 浅草神社 都営線浅草駅 ⑨ お三の宮日枝神社 南太田駅 

② 銀杏岡八幡神社 都営線浅草橋駅 ⑩ 富岡八幡宮 京急富岡駅 

③ 磐井神社 大森海岸駅 ⑪ 瀬戸神社 金沢八景駅 

④ 羽田神社 大鳥居駅 ⑫ 森戸大明神 逗子・葉山駅※１ 

⑤ 穴守稲荷神社 穴守稲荷駅 ⑬ 諏訪神社 横須賀中央駅 

⑥ 稲毛神社 京急川崎駅 ⑭ 西岸 叶神社 浦賀駅 

⑦ 若宮八幡宮 川崎大師駅 ⑮ 東岸 叶神社 浦賀駅 

⑧ 伊勢山皇大神宮 日ノ出町駅 ⑯ 海南神社 三崎口駅※２ 

※１京浜急行バス「森戸神社」下車  ※２京浜急行バス「三崎港」下車 

３．実施内容 

キャンペーンリーフレットをご呈示いただき，御朱印を受けた方が対象となります。 

（1）オリジナル「はさみ紙」を集めよう！ 

     参加神社にて，御朱印を受けると，各神社のモチーフが入ったオリジナル「はさみ紙」を各神

社先着 3,000 名様にプレゼントいたします。全てのはさみ紙を集めて並べると１つの絵になり

ます。 

（2）夏詣 2022 オリジナルグッズプレゼント！ 

   参加神社で御朱印を受けると，リーフレット裏面のチェック欄にスタンプを押します。北エリア・

南エリアどちらかの８神社すべてのスタンプを集めた方に，先着で合計 1,400 名様に「オリジナル

グッズ」をプレゼントいたします。 

また，参加 16 神社すべてのスタンプを集めた方に，先着で 500 名様に「京急夏詣 参拝の証」を

プレゼントいたします。 

さらに，引換神社でお渡しする応募用紙に必要事項を記入し備え付けの応募箱に投函すると抽選

で 20 名様にトレインジャックで使用する「手ぬぐい風特殊中刷りポスター」をプレゼントいたしま

す。 

   北エリア・・・①浅草神社～⑧伊勢山皇大神宮 

   南エリア・・・⑨お三の宮日枝神社～⑯海南神社 

 

  ８神社達成賞 

 引換え開始日 賞   品 個数 引換神社 

第１弾 ６月 30 日（木）～ サコッシュ 先着 400 名様 
④羽田神社 

⑨お三の宮日枝神社 
第２弾 ７月 16 日（土）～ クリアコインケース 先着 800 名様 

第３弾 ８月 13 日（土）～ エコバック 先着 200 名様 
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16 神社達成賞 

引換え開始日 賞   品 個数 引換神社 

６月 30 日（木）～ 京急夏詣 参拝の証 先着 500 名様 ⑤穴守稲荷神社，⑭西岸 叶神社 

※引換神社でプレゼント引き換えの旨を伝え，御朱印を受けてから賞品をお受け取りください。 

※お一人様１個のみのお渡しとさせていただきます。代理の方の受け取りもできません。 

※北エリア，南エリアともお渡しするオリジナルグッズは同じものです。 

※リーフレット１冊で「８神社達成賞」「16 神社達成賞」のどちらも獲得できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．トレインジャック 

  夏詣のオリジナルヘッドマークや車内に手ぬぐい風特殊中吊りポスターを 

掲出した「京急夏詣号」を運行します。 

（1）運行期間 2022 年６月 26 日（日）～８月 28 日（日） 

（2）使用車両 1201 編成 

（3）運行区間 京急線全線（大師線を除く。） 

            ※当日の運行情報につきましては京急電鉄ＨＰをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．京急オリジナル御朱印帳の販売 

（1）販売日  2022 年６月 30 日（木）～ 

（2）販売場所 セブン-イレブン京急ＳＴ店（一部店舗） 

京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店 

オンラインショップ「おとどけいきゅう」 

ＵＲＬ：http://www.otodokeikyu-sc.com/ 

（外部サイトへリンクします） 

京急百貨店５階【おもちゃ売場】 

 

（3）販売価格 2,001 円（参考税込価格） 

（4）販売個数 1,000 冊 

  ※状況によりお買い上げいただける点数を予告なく制限 

    させていただくことがございます。 
裏 表 

京急オリジナル御朱印帳 

ヘッドマークデザイン 

手ぬぐい風特殊中吊りポスター２種類 イメージ  

オリジナルグッズ 

「京急夏詣 参拝の証」 

http://www.otodokeikyu-sc.com/


  ※なくなり次第，販売を終了いたします。 

６．ＩＣカード企画乗車券を利用して夏詣に参加された方にオリジナルグッズをプレゼント 

（1）使用カード ＰＡＳＭＯ 

（2）利用乗車券 「京急全線１日フリーパス」または「京急線・京急バス１日フリーパス」 

（3）発売箇所  京急線各駅（泉岳寺駅を除く）※駅窓口発売（自動券売機では発売いたしません） 

（4）発売金額  「京急全線１日フリーパス」     大人 2,000 円 小児 1,000 円 

        「京急線・京急バス１日フリーパス」 大人 3,000 円 小児 1,500 円 

（5）特   典 歴代夏詣ヘッドマークデザインステッカー３枚セット 

（6）条   件 参加神社で御朱印を１つ以上受けて，リーフレット裏面のチェック欄にスタンプ

を押してもらう。引換場所にて，スタンプが押してあるリーフレットと IC カー

ド企画乗車券を一緒に呈示する。 

（7）プレゼント数 先着 700 名様 

（8）引 換 場 所 川崎大師駅，京急富岡駅，浦賀駅 

 

 

 

 

 

 

 

７．キャンペーン特設ページ 

ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/cp/natsumode2022/index.html 
※2022 年６月 24 日（金）15 時公開予定 

 

８．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 

※営業時間は変更となる場合がございます。 

以  上 

 

 

歴代夏詣ヘッドマークデザイン 
ステッカーイメージ 

https://www.keikyu.co.jp/cp/natsumode2022/index.html

