
                          ２０１７年１１月１４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）と京急観光

株式会社（本社：東京都大田区，社長：木村 健 以下 京急観光）では，体験型旅行商品「け

いきゅうキッズチャレンジ！」の冬シリーズとして，５つのプログラムを販売します。 

けいきゅうキッズチャレンジは，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれる京急沿 

線をフィールドに，「本物の体験」を通じてお子さま自身の成長につなげるとともに，価値ある

京急沿線の魅力を知ってもらう「普段は出来ない本物体験」というテーマのもと，多くの方に

ご好評をいただいております。 

今回は，三浦半島の魅力や京急グループのお仕事体験ができる，豪華５本立てをご用意して

おります。今まで開催していたイベントで好評だった内容のほかに，新たにイベントを企画い

たしました。 

詳細は別紙のとおりです。 

○12 月３日（日） ホテルでクリスマスケーキを作ろう！ 

         ～ホテルのパティシエからケーキデコレーションを学ぼう～ 

○12 月 17 日（日）  三浦で農家のお仕事体験，かながわブランド三浦大根を収穫しよう！ 

         ～収穫・洗浄・箱詰めなど農家のお仕事を体験しよう～ 

2018 年 

○１月 20 日（土）  プレミアム体験ツアー特別編“シーサイドライン運転体験”  

         ～シーサイドラインの運転手さんになろう～

○１月 27 日（土）  昭和の家電を使ってみよう！in 川崎 東芝未来科学館 

         ～掃除機やトースターなどの 50 年前の家電を実際に動かしてみよう～ 

○２月４日（日） 海苔のふるさと大森で海苔づくり体験と“かわいい”絵巻き寿司づくり体験 

              ～大森海苔のふるさと館で海苔づくり体験と，かわいい絵巻き寿司づくりに

挑戦～ 

※すべての商品が抽選となります。予めご了承ください。 



 別  紙  

【１】ホテルでクリスマスケーキを作ろう！ 

設 定 日 2017 年 12 月３日（日） 

ツアー内容

ホテルのパティシエから学んでクリスマスケーキを作ろう！ 

・ホテルのパティシエからケーキデコレーションを学ぼう 

・親子でホテルビュッフェのランチを堪能しよう 

・ホテルのお仕事体験，ベッドメイキングを学ぼう 

・作成いただいたケーキは，お土産としてお持ち帰りいただけます。 

集合場所 京急線 馬堀海岸駅 改札外 10：00 

料  金 

親子ペアで１組 6,000 円（税込） 

※追加：大人 2,600 円（税込)，子ども（ケーキあり）4,000 円（税込) 

子ども（ケーキなし）2,000 円(税込) 

対 象 者 小学生（保護者の方の同伴が必要） 

食  事 なし 

募集人員 
20 組 40 名さま（最少催行人員 10 組 20 名さま） 

※受付修了後，抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線 馬堀海岸駅 改札外集合 10：00 

・送迎バスで観音崎京急ホテルへ移動 

・クリスマスケーキデコレーション体験（イチゴのロールケーキ） 

・館内見学 

・昼食 

・ベッドメイキング体験 

 現地解散 12：00 ごろ  

 解散後，お配りします割引券を使って，温浴施設 SPASSO や観音崎周辺の散策を

お楽しみください。 

募集開始 
11 月 15 日（水）10：00 から 11 月 21 日（火）17：00 まで 

※この商品については，京急観光にてお電話もしくはＷＥＢの受付となります。

ツアー 

キャンセル

原則として出発７日前にご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注  意 

施設の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

※本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただ

いたお客さまの画像は，京急ホームページ・その他の媒体で使用させていた

だく場合がございます。 

お問い合わせ

販売元 

京急観光 TEL. 03-5767-9717（平日 10：00～18：00） 

ホームページＵＲＬ http://www.keikyu-travel.com

【企画協力】観音崎京急ホテル 



【２】三浦で農家のお仕事体験，かながわブランド三浦大根を収穫しよう！ 

設 定 日 2017 年 12 月 17 日（日） 

ツアー内容

収穫・洗浄・箱詰めなど，農家のお仕事を体験しよう 

・大根収穫体験 

・農家のお宅で野菜の洗浄や箱詰め体験 

・農家のおかみさんから「大根のおいしいレシピ」の伝授 

・昼食は，金田漁港で海の幸を堪能 

・三浦の大根やお野菜のお土産付 

集合場所 京急線 三浦海岸駅 改札外 10：00 

料  金 
親子ペアで１組 3,000 円（税込） 

※追加：お１人さま 1,500 円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生（保護者の方の同伴が必要） 

食  事 昼食付き 

募集人員 
20 組 40 名さま（最少催行人員 10 組 20 名さま）  

※受付終了後抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線 三浦海岸駅 改札外 集合 10：00 

・三浦市金田にて大根収穫，洗浄，箱詰め体験，大根レシピの紹介 

・金田漁港「レストラン KANEDA」にてランチ 

・三浦市太々久保土地改良区にてお土産用の大根を収穫体験 

三浦海岸駅 解散 15：00 ごろ 

受付期間 
11 月 15 日(水)10：00 から 11 月 21 日(火)17：00 まで 

※この商品については，京急観光にてお電話もしくはＷＥＢの受付となります。

ツアー 

キャンセル

原則として出発７日前にご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注  意 

施設の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

※本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただ

いたお客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていた

だく場合がございます。 

お問い合わせ

販売元 

京急観光 TEL. 03-5767-9717（平日 10：00～18：00） 

ホームページＵＲＬ http://www.keikyu-travel.com

【企画協力】神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター，三浦市農協，レストラン KANEDA



【３】プレミアム体験ツアー特別編“シーサイドライン運転体験”

設 定 日 2018 年１月 20 日（土） 

ツアー内容

シーサイドラインの運転手さんになろう 

・普段，あまり入ることのできないシーサイドラインの基地を見学 

・車両の構造や自動運転の仕組みを学ぶ 

・非常口からの降車体験や洗浄体験 

・シーサイドラインの制服を着て実際の電車を運転しよう 

・解散後は，１日乗車券を使ってシーサイドラインを満喫しよう 

・シーサイドライングッズのお土産付 

集合場所 京急線 金沢八景駅 市大口改札外９：30 

料  金 
親子ペアで１組 6,000 円（税込） 

※ペア限定，運転体験はお子さまのみ 

対 象 者 小学４年生～６年生の２人１組限定 

食  事 昼食付き 

募集人員 
12 組 24 名さま（最少催行人員 10 組 20 名さま） 

※受付終了後抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線 金沢八景駅 市大口改札外 集合９：30 

・シーサイドラインにて移動 

・シーサイドライン車両基地の見学 

・昼食 

・運転体験 

現地解散（並木中央） 15：30 ごろ  

解散後は，１日乗車券を使ってシーサイドラインを各自お楽しみください。 

募集開始 

11 月 15 日(水)10：00 から 11 月 21 日（火）17：00 まで 

※この商品については，京急観光にてお電話もしくはＷＥＢの受付となります。

ツアー 

キャンセル

原則として出発７日前にご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注  意 

施設の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

※本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただ

いたお客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていた

だく場合がございます。 

お問い合わせ

販売元 

京急観光 TEL. 03-5767-9717（平日 10：00～18：00） 

ホームページＵＲＬ http://www.keikyu-travel.com

【企画協力】横浜シーサイドライン 



【４】昭和の家電を使ってみよう！in 川崎 東芝未来科学館 

設 定 日 2018 年１月 27 日（土） 

ツアー内容

掃除機やトースターなどの 50 年前の家電を実際に動かしてみよう 

・「家電の東芝」自慢の懐かしの家電たちのデモンストレーションや実際に動か

して体験しよう 

・東芝未来科学館内アテンダントによるガイドツアー 

・サイエンスショー

・解散後は，自由に館内をお楽しみください 

集合場所 京急線 京急川崎駅 中央口改札外 13：00 

料  金 
親子ペアで１組 3,000 円（税込） 

※追加：お一人さま 1,000 円（税込：大人，小人同額） 

対 象 者 小学生（保護者の方の同伴が必要になります） 

食  事 なし 

募集人員 
15 組 30 名さま（最少催行人員 10 組 20 名さま） 

※受付終了後抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線 京急川崎駅 中央口改札外集合 13：00 

・保存家電のデモンストレーション・操作体験 

 ・ガイドツアー 

 現地解散 16：00 ごろ   

解散後は，自由に館内見学やサイエンスショーをお楽しみください 

受付開始 
11 月 15 日（水）10：00 から 11 月 21 日（火）17：00 まで 

※京急観光にてお電話のみの受付となります。 

ツアー 

キャンセル

原則として出発７日前にご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注  意 

施設の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

※本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただ

いたお客さまの画像は，京急ＨＰ・その他の媒体で使用させていただく場合

がございます。 

お問い合わせ

販売元 

京急観光 TEL. 03-5767-9717（平日 10：00～18：00） 

ホームページＵＲＬ http://www.keikyu-travel.com

【企画協力】東芝未来科学館 



【５】海苔のふるさと大森で海苔づくり体験と“かわいい”絵巻き寿司づくり体験 

設 定 日 2018 年２月４日（日） 

ツアー内容

大森海苔のふるさと館で海苔づくり体験と，かわいい絵巻き寿司づくりに挑戦

・海苔の手すきに挑戦してみよう 

・大森海苔のふるさと館で都内でも盛んだった「海苔づくり」について学ぼう

・ペンギンのかわいい顔の絵巻き寿司づくり体験 

 ・お作りいただいた太巻きと細巻きはお持ち帰りいただけます。海苔は乾燥し

て後日郵送します。  

集合場所 京急線 平和島駅 改札外９：30 

料  金 
親子ペアで１組 7,000 円（税込） 

※追加：お１人さま 3,000 円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生（保護者の方の同伴が必要） 

食  事 なし 

募集人員 
20 組 40 名さま（最少催行人員 10 組 20 名さま） 

※受付終了後抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線 平和島駅 改札外 集合９：30 

・徒歩にて移動（約 20 分） 

・大森海苔のふるさと館にて「海苔づくり体験」 

・絵巻き寿司づくり体験 

 現地解散 12：30 ごろ 

解散後は，周辺施設の大森ふるさとの浜辺公園， 

ＢＩＧＦＵＮ平和島などでお楽しみください。 

受付開始 
11 月 15 日（水）10：00 から 11 月 21 日（火）17：00 まで 

※この商品については，京急観光にてお電話もしくはＷＥＢの受付となります。

ツアー 

キャンセル

原則として出発７日前にご連絡します。 

※集客状況によっては変更となる場合もございます。 

注  意 

施設の状況により，ツアー当日でも変更および中止する場合がございます。 

※本イベント中，撮影をさせていただく場合がございます。撮影させていただ

いたお客さまの画像は，京急ホームページ，その他の媒体で使用させていた

だく場合がございます。 

お問い合わせ

販売元 

京急観光  TEL. 03-5767-9717（平日 10：00～18：00） 

ホームページＵＲＬ http://www.keikyu-travel.com

【企画協力】大森海苔のふるさと館，巻き寿司教室ぐるり



 参  考  

「けいきゅうキッズチャレンジ！」について 

１．「けいきゅうキッズチャレンジ！」概要 

三浦半島は，美しい自然や豊かな産業など多彩な魅力にあふれています。京急では，この

三浦半島をフィールドに，もっとたくさんの子どもたちに三浦半島の魅力を知っていただき，

さらには子ども達自身の成長にもつながるプロジェクトを始動させます。 

“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の

成長をサポートいたします。 

２．シリーズロゴ 

３．内  容 

“本物”の職業体験や自然体験を通じて子どもたちの五感を刺激し好奇心を育み，心身の

成長につながるプログラムを企画します。 

感 自然や文化にふれ，地域の人たちと交流していくことで，子どもたちの感性や感受

性を育てていきます。 

知 見る・聞く・触れるなどの五感をフル回転！子どもたちの「なんだろう？」や「や

ってみたい！」という気持ちを応援します。 

育 教育と体験に重きを置き，子どもたちの好奇心を育みます。参加後にご家庭でも心

身の成長が感じられるようなプログラムを提供します。 

４．そ の 他 

参加されたお子さまには，京急オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

５．問い合わせ先 

京急観光 TEL. 03-5767-9717（平日 10：00～18：00） 


