２０１８年３月２０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）では，ソメ
イヨシノの開花シーズンにあわせ，横浜でも有数の桜の名所である大岡川沿いの桜並木と大岡川
エリアにある当社グループ施設の魅力をひろくＰＲするため，2018 年３月 24 日（土）から４月
15 日（日）まで，優待特典がいっぱいのリーフレットの配布や，Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（インス
タグラム）を活用したキャンペーンを行います。
これは大岡川沿いの桜並木の見ごろと，４月７日（土）・８日(日)に実施される「大岡川桜ま
つり」，４月８日(日)に実施される「南区桜まつり」にあわせて開催するものです。期間中京急
線各駅にて配布するリーフレットを指定の施設でご提示いただくと，さまざまな特典を受けるこ
とができます。また，今年度はＩｎｓｔａｇｒａｍを活用したキャンペーンも行います。大岡川
の桜並木を撮影し，Ｉｎｓｔａｇｒａｍに投稿，ご応募いただくと抽選で「高架下タイニーハウ
スホステル宿泊チケット」や「京急百貨店商品券 5,000 円分」などの賞品をプレゼントいたしま
す。
大岡川沿いの桜並木周辺には屋台が多く並び，食べ歩きをしながらお花見を楽しむことができ
ます。また，日中の桜もさることながら，ぼんぼりに照らされた夜桜も圧巻です。咲きほこる桜
を愛でながら，ぜひ大岡川周辺をご散策ください。さらに，同期間にあわせて，横浜日ノ出桟橋
とみなとみらいエリアを周遊する「春の横浜大岡川クルーズ」を運航いたします。
京急電鉄では，春の訪れを感じさせる大岡川の桜をＰＲし，横浜エリアをさらに盛り上げてま
いります。
詳細は別紙のとおりです。

大岡川沿い桜並木の様子

京急線各駅にて配布するリーフレット

別

紙
～イベント詳細～

１．実施期間
2018 年３月 24 日（土）～４月 15 日（日）
２．リーフレット提示優待特典
期間中，京急線各駅で配布するリーフレットを対象施設にて提示していただくと，各施設で
お得な優待特典を受けることができます。
【対象施設】
（1）黒湯天然温泉 みうら湯
炭酸泉の保湿効果と黒湯天然温泉のさまざまな効能を一度に体感できる「黒湯炭酸泉」を
はじめ，ジェットバスやサウナなど，バラエティ豊かなお風呂がそろっています。
特典：ご入浴された方にミネラルウォーター（ペットボトル 500ml）１本をプレゼント
※ お一人様１本限りとさせていただきます。
※ 受付で入浴券とリーフレットをご提示ください。
（2）京急百貨店
大岡川から少し足をのばすと，期間限定の「さくらメニュー」や「さくらのスイーツ」が
登場する京急百貨店でお買い物やお食事をお楽しみいただけます。
特典：お食事代金から 300 円割引
※ 10Ｆレストランフロアのみ使用できます。
※ １レシート 3,000 円（税込）以上のご利用に限ります。
特典：
「ケーキ」100 円割引（１個につき）
期間：３月 30 日（金）～４月１日（日）〈３日間限定〉
※ 地下１階菓子売場 対象店舗：「ラ・マーレ・ド・チャヤ」，「鎌倉ニュージャーマン」，
「ストラスブール」，「デメル」
※ 一品 216 円（税込）以上の商品に限ります。
※ 生ケーキに限ります。（一部対象外商品がございます。）
（3）日ノ出町～黄金町駅間 高架下スペース複合施設
京急電鉄×ＹＡＤＯＫＡＲＩ 2018 年４月末に日本初高架下タイニーハウスホステル,
カフェラウンジ，水上アクテビティー拠点が誕生するのに先駆け，４月７日（土）・８日
（日）の２日間先行公開いたします。
イ.高架下タイニーハウスホステル見学会（各日 11：00～17：00）
特典：ご見学された方から抽選で各日３名様に高架下タイニーハウスホステル宿泊チ
ケットをプレゼント
ロ.カフェラウンジ開放（各日 11：00～20：00）
特典：カフェラウンジでのドリンク購入で各日先着 150 名様にオープン後に利用でき
るドリンクチケットをプレゼント

ハ.Ｅボート桜クルーズ
大型カヌー「Ｅボート」で約 40 分大岡川を周遊するクルーズです。
乗船場所：大岡川桜桟橋
料
金：１名 1,500 円（税込）（大人・小人一律）
運行時間：11：00～16：00（予定）
※ 受付は当日 10:30 から現地にて，定員になり次第終了となります。
※ 各回定員８名様
運
営：桜桟橋 E－boat CLUB
協
力：横浜ＳＵＰ倶楽部，一般社団法人水辺荘
特
典：Ｅボート桜クルーズにご乗船された方にはもれなく当日水上アクティビテ
ィー拠点で利用できるドリンクチケットをプレゼント
（4）京急電鉄×リザーブドクルーズ 春の横浜 大岡川クルーズ
「横浜日ノ出桟橋」を出発し，水辺に咲く桜が美しい大岡川をゆったりと下り，東京湾を
出て，横浜ランドマークタワーなどのみなとみらいエリアをいつもとは違う角度から眺め
ることができるクルーズです。
運 航 ﾙｰﾄ：横浜日ノ出桟橋～みなとみらいエリア～横浜日ノ出桟橋（約 40 分間）
運 行 日：３月 24 日（土）～４月 15 日（日） ※ ４月７日（土）・８日（日）を除く
乗船場所：横浜日ノ出桟橋 ※京急線日ノ出町駅から徒歩約３分
料
金：事前申し込み 大人 2,000 円（税込） 小人（１歳～11 歳）1,000 円（税込）
当日申し込み 大人 2,500 円（税込） 小人（１歳～11 歳）1,250 円（税込）
特
典：乗船時，リーフレットをご提示いただいた方に,京急オリジナルグッズをプレ
ゼント
※ 数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

３．#京急で大岡川Ｉｎｓｔａｇｒａｍキャンペーン
期間中，大岡川沿いの桜並木の写真を撮影し，インスタグラムにて指定のハッシュタグ「#
京急で大岡川」をつけて投稿していただくと，抽選で合計 15 名様に「高架下タイニーハウ
スホステル宿泊券」や「京急百貨店商品券」などの賞品をプレゼントします。
（1）応募方法
大岡川の桜並木を撮影し，指定のハッシュタグをつけて投稿，以下のアカウントをフォロ
ーすることで応募完了となります。
※ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ社はキャンペーンに関与したり，支援や支持はしておりません。
※ キャンペーンに参加する場合はＩｎｓｔａｇｒａｍのアカウント設定が公開になって
いる事をご確認ください。
※ 当選発表は，厳正な抽選後，当選者に「京急電鉄【公式】（@keikyu_official）」から
ダイレクトメッセージをお送りいたします。
（2）指定アカウント
京急電鉄【公式】（@keikyu_official）
ＵＲＬ： https://www.instagram.com/keikyu_official/
（3）指定ハッシュタグ
「＃京急で大岡川」
（4）賞品
イ.高架下タイニーハウスホステル宿泊チケット
１名様
※ １室最大４名様までご宿泊いただけます。
※ 繁忙期等ご利用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。
ロ.京急百貨店商品券 5,000 円分
４名様
ハ.京急電鉄のおトクなきっぷ「葉山女子旅きっぷ」ペアご招待券
10 名様
４. 京急で桜を見に行こう！三浦海岸 河津桜×大岡川 桜並木
２月５日（月）～３月４日（日）の期間，「三浦海岸 河津桜とまぐろ満喫の旅」リーフレ
ットに，三浦海岸駅改札内コンコースに設置していたスタンプを押していただいたお客さま
先着 500 名様には，本キャンペーン期間中スタンプの押されたリーフレットを日ノ出町駅有
人改札窓口にお持ちいただくと，桜金太郎飴をプレゼントいたします。
（1）プレゼント引換場所
日ノ出町駅有人改札窓口
（2）プレゼント引換期間
2018 年３月 24 日（土）～４月 15 日（日）
※ 賞品は無くなり次第終了となります。
※ プレゼントはお一人様１個までとなります。
「三浦海岸 河津桜とまぐろ満喫の旅」
リーフレット →
←

桜金太郎飴

５．お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL 03-5789-8686/045-441-0999
（平日 9：00～19：00 土・日・祝日 ９：00～17：00）
※ 営業時間は変更になる場合がございます。

参

考

◆第 26 回大岡川桜まつりについて
開 催 日 ：2018 年４月７日（土），８日（日）
会
場 ：福富町西公園，大岡川桜桟橋，横浜日ノ出桟橋，各町内会他
時
間 ：11：00～16：00
イベント ：大岡川沿いの桜並木を舞台に，乗船大会やライブコンサート，周辺町内会や各種
団体による出店など，さまざまなイベントを行います。
※ 一部なくなり次第終了するイベントや夜間イベントがあります。
◎ぼんぼりによるライトアップ
３月 24 日（土）～４月 15 日（日）17：00～24：00
◆第 28 回南区桜まつりについて
開 催 日：2018 年４月８日（日）
会
場：蒔田公園
時
間：10：00～15：00
イベント：震災被災地物産展，模擬店，バザー，ステージイベントほか
※ 販売物は売り切れ次第終了となります。
◎桜のライトアップ ぼんぼり点灯
３月 24 日（土）～４月 11 日（水）18：00～22：00（月～木は 21：00 まで）
詳細はホームページをご確認ください。
URL：http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/00seikatsu/10culture/100002.html
◆日ノ出町～黄金町駅間高架下スペースについて
１．所
在
神奈川県横浜市中区日ノ出町２丁目 日ノ出スタジオ横
２．ア ク セ ス
日ノ出町駅徒歩約４分，黄金町駅徒歩約７分
３．敷 地 面 積
約 495 ㎡
４．施 設 機 能
タイニーハウスホステル，カフェラウンジ，水上アクティビティー拠点
（シャワー，更衣室，トイレ，ＳＵＰ事業者施設など）
５．開 業 日
2018 年４月末（予定）

◆春の横浜 大岡川クルーズについて
コ ー ス：横浜日ノ出桟橋～みなとみらいエリア～横浜日ノ出桟橋（約 40 分間）
料
金：事前申し込み 大人 2,000 円（税込） 小人（１歳～12 歳）1,000 円（税込）
当日申し込み 大人 2,500 円（税込） 小人（１歳～12 歳）1,250 円（税込）
※ 事前申し込みにより満席の場合は当日乗船ができませんので，あらかじめご了
承ください。
乗 船 場 所：横浜日ノ出桟橋
（横浜市中区日ノ出町１丁目 205 番地 ※京急線日ノ出町駅から徒歩約３分）
問い合せ先：リザーブドクルーズ
電話 045－290－8377（平日 10：00～18：00）
Email info@reservedcruise.com
以
上

