２０１８年２月１５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）とサンエッ

クス株式会社（本社：東京都千代田区，社長：千田 昌男）は,人気キャラクター「リラックマ」
とコラボした「リラックマ 15th×京急 120th 記念 リラックマ＆京急 一緒にごゆるりお祝い
キャンペーン」を 2018 年３月５日（月）～５月 13 日（日）の期間で実施いたします。
このキャンペーンは，2018 年に誕生から 15 周年を迎える「リラックマ」と 2018 年２月 25 日
（日）に創立 120 周年を迎える「京急電鉄」を，一緒にごゆるりお祝いするものです。
今回のキャンペーンでは，前回までにお知らせした３色のラッピング電車の運行および駅への
装飾，グループ施設でのコラボ企画に加え，おトクなきっぷキャンペーンやスタンプラリーを開
催いたします。
また,リラックマ 15 周年×京急 120 周年を記念した記念乗車券も発売いたします。
おトクなきっぷキャンペーンでは，京急電鉄で発売している三浦半島おトクなきっぷ「みさき
まぐろきっぷ」，
「よこすか満喫きっぷ」，
「葉山女子旅きっぷ」のそれぞれのレジャー施設利用券
or おみやげ券と，それぞれの企画乗車券をモチーフにしたオリジナルぬいぐるみ（非売品）を
引き換えていただけます。
また，スタンプラリーでは，京急線の４駅と京急百貨店に設置するスタンプの計５個を全て押
印し，応募していただいた方の中から，抽選で 50 組 100 名さまを，５月 13 日（日）に運行予定
の特別貸切イベント電車「赤い電車でお出かけ！リラックマのイチゴケーキ号」へご招待いたし
ます。
京急電鉄は創立 120 周年イヤーを盛り上げていくために今後も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。

←前回実施時のイベント電車車内の様子
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一緒にごゆるりお祝いキャンペーンについて

１．三浦半島のおトクなきっぷを購入してオリジナルぬいぐるみを集めよう!!
（1）概要
好評発売中の三浦半島おトクなきっぷ３種（みさきまぐろきっぷ・よこすか満喫きっぷ・
葉山女子旅きっぷ）の施設利用券 or おみやげ券との引き換えの１つに，このお祝いキャン
ペーンでしか手に入らないオリジナルぬいぐるみを期間限定・数量限定で追加します。
（2）実施期間
2018 年３月５日（月）～５月 13 日（日）※なくなり次第終了となります。
（3）対象乗車券，引き換え場所・個数，引き換えグッズ

高さ 約 21cm

三崎のまぐろを競り落とした?!「みさきまぐろリラックマ」

高さ 約 19cm

スカジャンを着て横須賀を満喫する♪「よこすか満喫コリラックマ」

高さ 約 12cm

浮き輪をつけて葉山のビーチでのんびりする★「葉山女子旅キイロイトリ」

２．特別貸切イベント電車が当たる！スタンプラリー開催!!
（1）概要
「リラックマ 15 周年×京急 120 周年 一緒にごゆるりお祝いスタンプラリーきっぷ」を
発売いたします。購入いただいた方にお渡しする応募はがきに全スタンプを押印しご応募い
ただくと，抽選で特別貸切イベント電車のご招待やオリジナルグッズをプレゼントします。
（2）実施期間
2018 年３月５日（月）10：00～４月 15 日（日）
※期間に関わらず発売枚数に達し次第，発売終了となります。
（3）スタンプラリーきっぷの内容
イ．京急線乗車券
フリー区間：（本線）品川～堀ノ内,（久里浜線）堀ノ内～京急久里浜,
（空港線）京急蒲田～羽田空港国際線ターミナル
ロ．バッグ型オリジナルクリアファイル
ハ．スタンプラリー帳
ニ．応募はがき
（4）発売場所
品川駅，横浜駅，上大岡駅，京急久里浜駅
（5）発売枚数
10,000 枚（４駅合計の発売枚数）
（6）発売金額
1,500 円（税込）
（7）乗車券有効期間
発行日当日１日
（8）スタンプ設置場所
羽田空港国際線ターミナル駅，大鳥居駅，横浜駅，京急百貨店，京急久里浜駅
（9）賞品
Ａ賞：2018 年５月 13 日（日）運行の特別貸切イベント電車
「赤い電車でお出かけ！リラックマのイチゴケーキ号」ご招待
50 組 100 名様
Ｂ賞：特別貸切イベント電車「赤い電車でお出かけ！リラックマのイチゴケーキ号」に
実際に飾られたタペストリーまたは駅名看板ミニチュアレプリカ
15 名様
Ｃ賞：３色のラッピング電車車内中吊りポスター３種セット
150 名様
（10）応募期間
2018 年３月５日（月）～2018 年４月 17 日（火）消印有効
（11）その他
イ．他社線への区間変更はできません。
ロ．有効区間外使用の場合は，別途当該区間の普通旅客運賃を収受いたします。
ハ．有効期間内で未使用・未開封（クリアファイル，スタンプラリー帳，応募はがきも含
む）の場合に限り，全線各駅（泉岳寺駅を除く）にて手数料 220 円を収受して払い戻
しいたします。
ニ．身体障害者割引等の特殊割引はいたしません。
ホ．当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

乗車券
スタンプラリー帳中面

バッグ型クリアファイル

３．特別貸切イベント電車の運行
（1）概要
スタンプラリーに参加いただき，全スタンプを押印のうえご応募いただいたお客さまの中
から抽選で 50 組 100 名さまを，特別装飾を施した「赤い電車でお出かけ！リラックマのイ
チゴケーキ号」にご招待いたします。リラックマたちの世界に入ったような車内を楽しんで
いただき，「みさきまぐろきっぷ」で三浦・三崎を満喫していただいたあと，京急百貨店に
てリラックマとの撮影会を行います。
（2）運行日
2018 年５月 13 日（日）
（3）運行区間
品川～三浦海岸駅間
（4）イベントスケジュール（予定）
８時 15 分頃
品川駅集合
９時 00 分頃
特別貸切イベント電車の運行（品川～三浦海岸駅間）
15 時 00 分頃

「みさきまぐろきっぷ」を使って三浦・三崎を満喫（各自）
京急百貨店にてリラックマとの撮影会
撮影会終了後順次解散

※スケジュールは変更になる場合がございます。
※荒天・ダイヤ乱れ時等，イベントを中止とさせていただく場合がございます。
４．リラックマ 15 周年×京急 120 周年 記念乗車券の発売
（1）概
要
リラックマ 15 周年と京急 120 周年を記念した記念乗車券を発売いたします。
（2）期
間
2018 年４月７日（土）10：00 ～５月 13 日（日）
※なくなり次第終了となります。
（3）発売場所
京急百貨店
※４月７日（土）19:00 までは上大岡駅改札前特設会場にて発売します。
４月８日以降に残数がある場合は５階おもちゃ売場カウンターにて発売
します。
（4）発売枚数
3,000 枚 ※お一人様５セットまで
（5）発売金額
1,500 円（税込）
（6）乗車券内容

Ｄ型硬券４枚
羽田空港国際線ターミナル駅から 450 円区間，大鳥居駅から 570 円区間，
上大岡駅から 280 円区間，京急久里浜駅から 200 円区間

（7）その他
イ．他社線への区間変更はできません。
ロ．有効区間外使用の場合は，別途当該区間の普通旅客運賃を収受いたします。
ハ．有効期間内で全券片未使用・未開封（台紙含む）の場合に限り，全線各駅（泉岳寺駅
を除く）にて手数料 220 円を収受して払い戻しいたします。
ニ．身体障害者割引等の特殊割引はいたしません。

５．キャンペーン開催マップ

【参考】おトクなきっぷキャンペーン
乗車券名称

対象乗車券について

概要

料金（大人）

発売箇所

有効
期間

みさきまぐろ 乗車駅から三崎口駅までの京急線往復乗 品 川 駅 か ら 京 急 線 各 駅 １日
（泉岳寺駅・三
きっぷ
車券と三浦・三崎エリア指定区間の京急バ 3,500 円
スフリー乗車券，厳選したまぐろ料理が楽 横 浜 駅 か ら 崎口駅を除く）
しめるまぐろまんぷく券とレジャー施設 3,400 円
またはお土産の引き換えができる三浦・三
崎おもひで券がセットになった人気のき
っぷです。
よこすか満喫 京急線往復乗車券と京急線・京急バスの横 品 川 駅 か ら 京 急 線 各 駅 １日
（泉岳寺駅を除
きっぷ
須賀エリア指定区間のフリー乗車券に，ヨ 3,050 円
コスカネイビーバーガー，よこすか海軍カ 横 浜 駅 か ら く）
レー，三浦半島の地産メニューの中から選 2,950 円
べる食べる券に，施設利用またはお土産引
き換えができる遊ぶ券がセットになった
横須賀を１日満喫できるきっぷです。
葉山女子旅
きっぷ

乗車駅から新逗子駅までの京急線往復乗
車券と逗子・葉山エリア指定区間の京急バ
スフリー乗車券，選べる逗子・葉山ごはん
券，選べるおみやげ券がセットになった，
葉山を１日楽しめるきっぷです。

品川駅から
3,000 円
横浜駅から
2,800 円

京 急 線 各 駅 １日
（ 泉岳寺駅・新
逗子駅・羽田空
港国際線ターミ
ナル駅・羽田空
港国内線ターミ
ナル駅を除く）

