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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，2023年２月５日（日）

～３月５日（日）まで「三浦海岸桜まつりをデジタルきっぷでおトクに満足！」キャンペーンを開催いたし

ます。 

 

本キャンペーンは，早咲きで有名な河津桜をご覧いただける「第 19回三浦海岸桜まつり」（主催：三浦

海岸まちなみ事業協議会 三浦海岸桜まつり運営委員会）にあわせて行うもので，コロナ禍で中止されてお

りましたが，３年ぶりに開催され，お祭りの盛り上げや地域の活性化，三浦半島への観光誘客を目的に実

施いたします。 

 今年のキャンペーン期間中は，河津桜ラッピング電車の登場とともに，２月５日（日）には三浦海岸桜

まつり「お迎え式」や平日に対象のデジタルきっぷで三浦海岸への来場者へ京急オリジナルグッズプレゼ

ント，ウィングシート×伊藤園とのキャンペーン，三浦海岸駅駅名看板の装飾，京急電鉄ホームページで

の開花状況のライブ配信，京急ストア×伊藤園とのタイアップキャンペーンなど，さまざまな取り組みを

実施いたします。なお，今回のキャンペーンは観光庁の補助事業「地域一体となった観光地の再生・観光

地の高付加価値事業」の活用により実施するものです。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料配布先 

国土交通記者会，ときわクラブ，横浜経済記者クラブ，横須賀市政記者クラブ 

※この資料に関するお問い合わせ先 

京急電鉄 広報・マーケティング室（広報担当）渡辺・遠藤  TEL.045-225-9355 

Mail:keikyu-koho_b7n@keikyu-group.jp  

ラッピング電車（イメージ） 



別  紙      

「三浦海岸桜まつりをデジタルきっぷでおトクに満足！」キャンペーンについて 

 

１．三浦海岸河津桜号（ラッピングトレイン）の運行 

三浦海岸の河津桜をイメージしたラッピング列車を運行します。 

（1）運行期間：2023年１月 30 日（月）～２月 25日（土） 

（2）使用車両：1000形１編成（1065編成） 

    

２．三浦海岸駅の駅名看板の装飾 

（1）実施場所：三浦海岸駅 屋外駅名看板 

（2）実施期間：2023年２月５日（日）～３月５日（日） 

 

３．三浦海岸桜まつり「お迎え式」 

三浦海岸桜まつりの盛り上げと，地元ＰＲを目的に，三浦海岸駅前にて「お迎え式」を開催します。地

元有志による陣屋太鼓・ダンス等のステージ，会場には京急電鉄のマスコットキャラクター「けいきゅん」

と三浦海岸地域キャラクター「みうらん」も登場します。また，「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半

島まるごときっぷ」でお越しいだいたお客さまには，きっぷご呈示で三浦特産の野菜を 100名に先着順で

プレゼントいたします。 

（1）日   時：2023年２月５日（日）10:30～ 

（2）場   所：三浦海岸駅 駅前スペース 

（3）内   容： ①三浦海岸桜まつりの紹介，開催宣言 

②陣屋太鼓，ダンス等のステージ 

③三浦特産野菜のプレゼント 13：00～16：00 

※「デジタルみさきまぐろきっぷ」「みさきまぐろきっぷ」「デジタル三浦半島まるごと 

きっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」ご呈示のお客さま 

※先着順，無くなり次第終了とさせていただきます。 

 

４．デジタルきっぷで行こう！デジタル平日限定プレゼントキャンペーン 

（1）実 施 期 間：2023年２月６日（月）～2023年３月３日（金）の平日 19日間 

（2）内 容：期間中の平日に当日有効なデジタルきっぷを三浦海岸駅にて呈示すると，毎週異なる 

         京急オリジナルグッズをプレゼント。 

    ・２月６日（月）～10日（金）    京急電車ラゲージタグ  

   ・２月 13日（月）～17日（金）   京急電車定規      

   ・２月 20日（月）～24日（金）    けいきゅんマスキングテープ（23日の＜木・祝日＞は除く） 

  ・２月 27日（月）～３月３日（金） 京急電車ネックストラップ 

   ※グッズは変更になる場合がございます。 

（3）対 象 乗 車 券：「デジタルみさきまぐろきっぷ」「デジタル三浦半島まるごときっぷ」 

（4）引 換 方 法：デジタルきっぷ画面の優待施設のなかから「三浦海岸駅【平日限定】京急オリジナルグッ

ズプレゼント」をお選びいただき，駅係員にご提示ください。 

（4）配 布 数：先着 2,000名様（各週先着 500名様） 

（5）引 換 場 所：三浦海岸駅 有人改札窓口 

 

京急オリジナルグッズ（イメージ） 

デザイン変更する駅名看板（イメージ） 



５．キーワードラリーの実施 

三浦海岸の河津桜はもちろんのこと，「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」を使って, 

もっと三浦半島の観光をお楽しみいただくために，キャンペーンリーフレット裏面にオススメスポット 

をご紹介するとともに，三浦・三崎を周遊するキーワードラリーを実施いたします。対象施設（８か所） 

のうち，３か所のキーワードを集めると先着 2,000名様に京急オリジナルステッカーをプレゼント。 

（1）実 施 期 間：2023年２月５日（土）～３月４日（日） 

（2）対 象 施 設：８か所 ＜三浦海岸エリア＞BAYSIDE SHARE・三浦海岸駅・コーヒーハウスぽえむ・

BEACHEND CAFÉ ＜剱崎・松輪エリア＞海の幸 畑の恵ぼーめん＜三崎港エリア＞うら

り＜三崎口エリア＞THE STAND BAR.| MISAKIGUCHI ＜油壺エリア＞ホテル京急油壺観

潮荘 油壺温泉  

（3）引 き 換 え 場 所：三浦観光バス事務所（三浦海岸駅前），うらり１階管理事務所（三崎港）の２か所 

（4）プレゼント：京急オリジナルステッカー 

（5）配 布 部 数：2,000枚 

（6）内 容：キャンペーンリーフレット裏面のキーワードを 

３つ以上集めて引き換え場所にて 

「デジタルみさきまぐろきっぷ」「みさきまぐろきっぷ」 

または「デジタル三浦半島まるごときっぷ」 

「三浦半島まるごときっぷ」とリーフレット裏面を 

ご提示いただくと，京急オリジナルステッカーを 

プレゼントいたします。 

 

６．ウィング・シート利用キャンペーン 

期間中ウィング・シート【下り】ご利用のお客さま先着 3,000名様に三浦海岸駅にて，「伊藤園お～ 

いお茶緑茶（600ml）」をプレゼント 

（1）実 施 期 間：2023年２月５日（日）～３月４日（土）土休日９日間 

（2）内 容：期間中ウィングシート（下り）をご利用いただくと，引換券をお渡しいたします。期間

内に三浦海岸駅にお越しいただくと，引換券と「伊藤園お～いお茶 600ml」を交換いた

します。 

（3）配 布 本 数：3,000本 

（4）引 換 場 所：三浦海岸駅 有人改札窓口 

 

７．京急ストア×伊藤園とのタイアップキャンペーンについて 

（1）三浦海岸駅前の伊藤園桜ラッピング自販機で「KEIKYU SAKURA BOTTLE｣の販売 

イ.KEIKYU SAKURA BOTTLE（３種類＋シークレットデザイン）について 

京急電車と桜をイメージした「樹脂製ボトル」に「伊藤園お～いお茶緑茶（190ｇ缶）」と「京急 

オリジナル缶バッジ（３種類のうち１種類）」と「KEIKYU SAKURA BOTTLE Ａ券（京急オリジナル 

「マグカップ」の引換えに必要です）」が入っています。 

また，シークレットデザインが出ると京急デザインのオリジナルＱＵＯカード（500円分）を 

その場でプレゼントいたします。 

※ KEIKYU SAKURA BOTTLE は購入時に自販機からランダムに出てくるため，種類は選択できません。 

※お買い上げ本数を制限する場合がございます。 

 

京急オリジナルステッカー（イメージ） 



ロ.販売場所 三浦海岸駅前「伊藤園桜ラッピング自販機」 

ハ.販売日時および販売数量 

2023年２月５日（日），11 日（土・祝），19日（日），25日（土） 

各日 10：00～（※２/５のみ 13：00～） 

１日 300本×４日間 合計 1,200本 

ニ.販売価格 

   １本 300円（税込み）  

※各日販売予定数量（300 本）がなくなり次第終了とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）京急オリジナルエコバックに入った「伊藤園商品詰合せ」の販売 

「お～いお茶 プレミアムティーバッグ 抹茶入り緑茶」をはじめとした「伊藤園商品」豪華４点に 

加え，「けいきゅん缶バッジ」「伊藤園商品詰合わせＢ券」を京急オリジナルエコバッグに入れて販売 

いたします。 

イ．販売日時および数量 

2023年２月５日（日）150 セット 

2023年２月 11日（土・祝），19日（日），25日（土） 

各日 100セット ９：00 から販売 

ロ.販売場所 京急ストア三浦海岸店 店頭 

ハ.販売価格 1,620円（参考税込価格） 

※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。 

（3）Ｗチャンス！先着で京急オリジナル「マグカップ」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 

した京急オリジナル「マグカップ」をプレゼントします。 

イ.引換方法 

「KEIKYU SAKURA BOTTLE Ａ券」と「伊藤園商品詰合せＢ券」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「マグカップ」とお引換えいたします。 

 ロ.引換場所：三浦海岸駅 改札外広場 特設引換カウンター 

ハ.引換日時 

2023年２月５日（日），11 日（土・祝），19日（日），25日（土）合計４日間 

10：00～16:00（※２/５のみ 13：00～16：00） 

※指定日時以外の引換えはできません。 

※マグカップは絵柄２種類のうちどちらか１つ差しあげます。 

 デザインは選べません。 

 

 
京急オリジナルマグカップ 

（イメージ） 

伊藤園商品詰合わせ 
（イメージ） 

KEIKYU SAKURA BOTTLE 
（イメージ） 

シークレットデザインで 

もれなく QUOカードプレゼント！ 
（イメージ） 

伊藤園桜ラッピング自販機 
（イメージ） 



（4）京急電車デザイン風呂敷で包んだ「さくらまつり弁当」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め合わせ 

たお弁当と伊藤園「お～いお茶緑茶」250ml紙パックをセットにして販売いたします。 

イ.販売場所 京急ストア三浦海岸店，三浦海岸駅前店 

ロ.販売日時および数量 

2023年２月５日（日）～３月５日（日）各日とも 11：00～ 

三浦海岸さくらまつり実施期間中の土休日 10日間 

  各店各日 30食・合計 600 食  

※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。 

ハ．販売価格 1,080円（参考税込価格） 

（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） 

 

８．貸切列車で行く！京急 楽・宴ツアーの実施 

※詳細につきましては京急電鉄ホームページ「三浦海岸 河津桜」キャンペーンページをご確認ください。 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2023/ 

（1）期  間：2023年２月 25 日（土） 

（2）内  容：いちご狩り体験プラン 

        陶芸体験プラン 

            三浦海岸乗馬体験プラン 

            インスタグラマーNachiさんと行くフォトジェニックな撮影体験プラン 

 

９．京急電鉄ホームページにて開花状況をライブ配信 

（1）概  要：京急電鉄ホームページにて三浦海岸駅前の河津桜の様子をライブ配信します。 

（2）実施期間：2023年１月 25 日（水）15：00～３月５日（日）23：59まで 

        ※配信期間は変更になる場合がございます。 

（3）Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2023/ 

 

10．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（営業時間９:00～17:00） 

  

桜まつり弁当（イメージ） 

https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2023/
https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2023/


（参  考） 

○第 19 回三浦海岸桜まつりについて 

三浦海岸桜まつりは，京急線の三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの線路沿い約１キロメートルの間に，約

1,000 本の河津桜が咲く,例年２月上旬から３月上旬まで開催されるイベントです。駅前には三浦の特産品

などを購入できるテント村も設置されます。 

線路沿いには河津桜のほか，菜の花も同時に咲き並び，色とりどりの景色や春の香りを楽しめます。 

この期間中には例年 30万人前後の観光客が訪れる，三浦のひと足早い春の風物詩となっております。 

 

名  称：第 19回三浦海岸桜まつり 

実施期間：2023年２月５日（日）～３月５日（日） 

場  所：京急線三浦海岸駅～小松ヶ池公園 

※会場周辺は駐車場が少ないため，ご来場の際は電車をご利用ください。 

主  催：三浦海岸まちなみ事業協議会 三浦海岸桜まつり運営委員会 

お問い合せ：三浦市観光協会 046-888-0588 

ホームページ：https://miurakawazuzakura.wixsite.com/index 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 

満開の三浦海岸河津桜（イメージ） 

https://miurakawazuzakura.wixsite.com/index

