
 

 

 

 

                         ２０１７年４月２７日 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 京浜急行電鉄株式会社(本社：東京都港区，社長：原田 一之，以下 京急電鉄)は，５月 28日(日)

に，株式会社京急ファインテック久里浜事業所（所在地：神奈川県横須賀市）において，「京急

ファミリー鉄道フェスタ 2017」を開催します。 

 日ごろの感謝をこめて，京急電鉄の車両工場である株式会社京急ファインテック久里浜事業所

を，年に一度開放して実施するイベントで，今年で 18 回目の開催となります。毎年多くのお客

さまにご来場をいただいており，昨年は 20,550名のお客さまがご来場されました。 

今年も事前応募のイベント，電車内で現役乗務員と一緒に,ご家族そろって京急のことを学ん

でいただける特別貸切列車「京急ものしり列車」の運行，普段は入ることのできない「運転台

での撮影」や「旧 1000 形の撮影会」を実施いたします。 

また，当日ご参加いただける「800形リバイバル塗装車両展示」，「京急の環境の秘密をもった

けいきゅんを探せ！」，「踏切非常ボタン操作体験」などたくさんのイベントをご用意してお待

ちしております。 

なお，事前応募が必要なイベントの応募締切りは，５月 11日（木）（当日消印有効）までとさ

せていただきます。 

詳細は別紙のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「京急ファミリー鉄道フェスタ 2016」の様子  2017年度のポスター 



 
 別 紙  
 

◇◇◇『京急ファミリー鉄道フェスタ 2017』について◇◇◇ 

 

１．実 施 日 

2017年５月 28日（日）10：00～16：00 雨天決行，荒天中止 

  ※当日の実施の可否は，京急線各駅（泉岳寺駅を除く）または京急のホームページでご確認

ください。（URL:http://www.keikyu.co.jp/） 

 

２．実施場所 

 

 

京急ファインテック 久里浜事業所 

（神奈川県横須賀市舟倉２－４－１） 

※駐車場，駐輪場はございませんので，お車や 

オートバイ，自転車でのご来場はできません。

３．最寄り駅 京急久里浜駅 

【会場までのアクセス】 

（1）京急久里浜駅～会場間で無料シャトルバスを運行 

京急久里浜駅③番バス乗り場付近  ⇔  吉井バス停  

○会場行き     ９：00～14：00 

○京急久里浜駅行き 11：00～16：00 

  （2）京急久里浜駅からのお迎え臨時電車を運行 

     京急久里浜駅  ⇒ 会場 

     ○10：00発，10：50発（計２本）各先着 400名 

  ※京急久里浜駅特設ブース（改札外）にて乗車証を発売いたします。 

      大人 140円  小児 70円 

（3）会場からお帰り臨時電車を運行  

会場 ⇒  京急久里浜駅  

○12：00～16：00（約 30分間隔で運行） 

※京急久里浜駅までご乗車の場合は入場料金を，他の駅までご乗車の場合は 

京急久里浜駅からの普通旅客運賃をいただきます。 

※京急久里浜駅からの乗車券もご利用できます。 

※京急久里浜駅を区間に含む乗車券（企画乗車券，定期券など）もご利用できます。 

※ＰＡＳＭＯなどのＩＣカード乗車券はご利用になれません。 

 

４．ホームページ 

「京急ファミリー鉄道フェスタ 2017 専用ページ」 

（URL：http://www.keikyu.co.jp/information/recommend/tetsudou_fes2017/） 

 

 

※随時運行予定 

 

http://www.keikyu.co.jp/
http://www.keikyu.co.jp/information/recommend/tetsudou_fes2017/


 

５．実施内容 

（1）新規イベント 

イ．旧 1000形撮影 ◎事前応募 

旧 1000形と一緒に記念撮影ができます。※カメラはご持参ください。 
ロ．ペットボトル・ＬＥＤ風車をつくろう ◎事前応募 

 ペットボトルで風車を作って，風力発電でＬＥＤを光らせます。 

ハ．800形リバイバル塗装車両展示 

    2016年 11月からデビュー当時の姿で走行中の 800形を展示します。 

ニ．キッズコーナー「プラレール広場」協賛：株式会社タカラトミー 

  © TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

     プラレールで遊べる広場です。 

ホ．キッズコーナー「キャラクター撮影会」 

     けいきゅんと仲間の首都圏鉄道キャラクターたちが勢ぞろいしますお気に入りのキ

ャラクターと一緒に写真撮影ができます。※カメラはご持参ください 

ヘ．230形への思い出メッセージ 

  昭和初期から活躍して引退後は埼玉県川口市で展示保存されていた貴重な車両が京 

急に帰ってきます。230形にまつわるメッセージを募集します。 

ト．川口市へのお礼メッセージ募集 

     長い間 230形車両を保存してくれた川口市に感謝の気持ちを込めて，京急ファンの皆

様からのメッセージを募集します。 

チ．230形記念式典 

     埼玉県川口市から里帰りする 230 形。1929 年製の歴史ある車両が帰ってくることを

記念して，式典を開催します。 

リ．京急の環境の秘密をもったけいきゅんを探せ 

  会場内にいる環境にまつわる秘密をもったけいきゅんを探して，キーワードを集め 

  ると，オリジナルグッズをプレゼントします。 

ヌ．京浜急行大師線連続立体交差事業 

  京急大師線の地下化に向けたあゆみを映像で紹介します。 

ル．京急グループ紹介コーナー 

  京急電鉄をはじめとする京急グループ各社について，パネル展示で詳しくご紹介い 

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（2）そのほかのイベント           

◎京急ものしり列車             ◎京急車両部品等販売 

◎信号機操作体験              ◎運転台撮影          

●砕石に名前を書こう            ●架線作業車乗車体験             

●パンタグラフ上げ下げ／側面表示機／転換イス操作体験 

●洗車体験                 ●パンタグラフ取り外し作業実演 

●車両撮影                 ●車体上げ作業実演 

●軌道補修作業実演             ●特修工場見学 

●特殊車両展示               ●保存車両展示 

●踏切非常ボタン操作体験          ●顔出しパネル 

●バス展示                 ●主工場見学 

●京急＆環境コーナー              ●正面方向幕実演 

                       

※内容は一部変更となる場合がございます 

◎は事前応募 

※事前応募の詳細は次項以降をご参照ください。 

     

 （3）その他 

   イ．物販コーナー（鉄道各社・京急グループ各社） 

   ロ．鉄道関連中古品販売 

   ハ．飲食コーナー 

   二．大師線キャンペーン オリジナルグッズ引き換え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真は「京急ファミリー鉄道フェスタ

2016」の様子,イメージです 



 

 

６．事前応募イベントについて 

 

（1）旧 1000 形撮影（募集人数：総計 120 名様） 

 

旧 1000形と間近に撮影できるめったにないチャンス 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

【応募方法】 

郵便はがきの宛先に必ず『旧 1000形撮影』宛と明記のうえ，①住所②氏名・年齢 

③電話番号を明記して以下の事務局までお送りください。 

厳正な抽選のうえ，ご当選者には５月 22日（月）頃に，はがきで通知いたします。 

【注意事項】 

イ．カメラはご持参ください 

ロ．撮影時間はあらかじめ指定させていただきます。 

 

（2）京急ものしり列車（募集人数：総計 200名様） 

京急川崎駅            ８：27発（予定） 

京急ファミリー鉄道フェスタ会場  ９：11着（予定） 

会場まで特別ダイヤを設定。現役乗務員と一緒に京急に 

ついて学んでいただきます。 

※10時までイベントを実施いたします。 

※会場の入場は一般のお客様が優先となります。 

 

 

 

 

 

 

 

【応募方法】 

郵便はがきの宛先に必ず『京急ものしり列車』宛と明記のうえ，①住所②氏名・年齢 

（小学生以下のお子さま連れのご家族であれば，ご家族単位でお申し込みいただくこと 

ができます。ご参加ご希望の方全員分をご記入ください）③ベビーカーの有無（ベビー 

カーに乗られる方は，名前の横に＜ベビーカー＞と記入ください）④電話番号（当日の 

連絡先）を明記して以下の事務局までお送りください。 

厳正な抽選のうえ，ご当選者には５月 22日（月）頃に，はがきで通知いたします。 

【注意事項】 

イ．「京急ものしり列車」は，小学生以下のお子さま連れのご家族に限ります。 

ロ．大人のご参加は，最大２名までとさせていただきます。 

ハ．乗車駅の京急川崎駅までの運賃は，お客さまのご負担となります。 

二．当日の運行状況により，中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 



  

（3）運転台撮影（募集人数：150組 300名様） 

本物の電車の運転台で，制帽をかぶったお子さま 

の勇姿を撮影していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）信号機操作体験（募集人数：150組 300 名様） 

   本物の信号機を操作します。 

   

 

 

 

 

 

【（3）・（4）応募方法】 

郵便はがきの宛先に必ずイベント名を明記のうえ，①住所②氏名・年齢（参加ご希望 

  のペアお二人分）③電話番号を明記して，以下の事務局までお送りください。厳正な 

抽選のうえ，ご当選者には５月 22日（月）頃に，はがきで通知いたします。 

【注意事項】 

イ．小学生以下のお子さまとその保護者のペアに限ります。 

中学生以上はご参加いただけません。 

   

ロ．当日の実施時間は，あらかじめ指定させていただきます。 

 

 

 

（5）車両部品 優先販売 

実際に使用していた，電車の部品などを販売 

いたします。 

 

 

 

【応募方法】 

往復はがきをご使用いただき，以下の事務局までお送りください。往信面に「車両 

部品 優先販売」とご記入のうえ，①住所②氏名③電話番号を明記ください。返信面の 

あて先として，必ずご自身の住所と氏名をご記入ください。厳正な抽選により， 

時間で指定した整理番号を５月 22日（月）頃に，はがきで返送いたします。 

【注意事項】 

イ．お一人さま１枚のご応募とさせていただきます。 

ロ．商品には数に限りがありますので，ご応募いただいてもご希望の商品がご購入 

いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

ハ．ご応募いただかなくても，当日ご購入になれる場合もございますが，ご応募 

いただいたお客さまを優先させていただきます。 

二．詳細につきましては，ご応募いただいた方へ直接ご通知いたします。 



 

（6）ペットボトル・ＬＥＤ風車をつくろう（募集人数：24 組 48名様） 

 

ペットボトル･LED 風車をつくって，環境にやさしい 

風車の仕組みを知りましょう。 

 

 
 

 
                                 見本 

                                        （実際のものとは異なります） 
 

【応募方法】 

郵便はがきの宛先に必ず『ペットボトル・ＬＥＤ風車をつくろう』宛と明記のうえ， 

①住所②氏名・年齢（小学生以下のお子様とその保護者のペアに限ります。ご参加 

ご希望の方全員分をご記入ください）③電話番号（当日の連絡先）を明記して以下の 

事務局までお送りください。 

厳正な抽選のうえ，ご当選者には５月 22日（月）頃に，はがきで通知いたします。 

【注意事項】 

イ．小学生以下のお子様とその保護者のペアに限ります 

ロ．はさみを使用しますので，保護者同伴でご参加ください 

ハ．当日の実施時間は，あらかじめ指定させていただきます。 

また、制作に１時間程度かかります。ご了承のうえお申込みください 

 

 

【（1）～（6）の応募先】 

＜宛 先＞ 

〒101-0061 東京都千代田区三崎町３－１０－１８ マルキビルディング２階 

「京急ファミリー鉄道フェスタ 2017事務局」宛 

 

＜応募締切日＞ 

2017年５月 11日（木）※当日消印有効 

※応募方法については，「京急ファミリー鉄道フェスタ 2017」専用ページにて 

必ずご確認ください。 

（URL：http://www.keikyu.co.jp/information/recommend/tetsudou_fes2017/） 

※イベント内容を一部変更する場合があります。 

 

７．お客さまのお問い合わせ先 

「京急ファミリー鉄道フェスタ 2017 事務局」 

TEL．０３－５２７５－５９１２ 

営業時間：平日のみ 10：00～17：00 

フェスタ前日 5月 27日（土）10：00～17：00 

フェスタ当日 5月 28日（日） 9：00～16：00   

以  上 

当社はＹ（ヨコハマ）－グリーンパートナーとして 

横浜市風力発電事業に協賛しています。 

このコーナーは，世界的な風車のお祭り「Global Wind Day」

行事の１つとして，日本風力発電協会と日本風力エネルギ

ー学会のご協力により実施します。 

http://www.keikyu.co.jp/information/recommend/tetsudou_fes2017/

