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 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）と株式会社

京急アドエンタープライズ（本社：神奈川県横浜市，社長：亀卦川 悟 以下 京急アドエンタ

ープライズ）では，体験型旅行商品「けいきゅうキッズチャレンジ！」の夏シリーズとして，５

つのプログラムを販売し 2018年６月 25日（月）から７月２日（月）までの期間で参加者を募集

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「普段はできない本物体験」というテーマのもと，多くの方にご好

評をいただいているプログラムです。 

今回は，横須賀・三浦半島の魅力や京急グループのお仕事体験ができる，５種類のプログラム

をご用意いたしました。昨年もご好評をいただいた内容のほかに，新たに３つのプログラムを企

画し，この夏のお子さまの成長をサポートいたします。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

○７月 21日（土） 船員になりきり，船長さんと船について学ぼう！ 

          ～船の体験学習 inみなとみらい 帆船日本丸から学ぶツアー～ 

 

○７月 22日（日） 海上自衛隊見学と海軍カレー教室！ 

          ～見て！聞いて！作って！横須賀を学ぼう！～ 

 

○７月 31日（火） 三崎でマグロについて学ぼう！魚市場・超低温冷凍庫見学と大漁旗作り 

          ～見て，作って，楽しもう！目指せマグロ博士～ 

 

○８月４日 （土） 「お米の心を伝える」むらせライスの工場見学イベント 

          ～入間へＧＯ！お米を学ぶ食育バスツアー～ 

 

○８月 21日（火） ＰＯＰ制作やレジに立ち，スーパーマーケットを体験しよう！ 

          ～京急ストア at能見台店 小売業のお仕事体験～ 

 

※すべての商品が受付後抽選となります。予めご了承ください。 

 

 

 

 



 

【１】船員になりきり，船長さんと船について学ぼう！ 

設 定 日 2018年７月 21日（土） 

ツアー内容 

船の体験学習 in みなとみらい 帆船日本丸から学ぶツアー 

・船の勉強とクイズで知識を増やそう 

 ・船員の基本！ロープワークを学習 

・船の帆を上げ，甲板を磨き，船員のお仕事体験 

 ・船内の見学 

集合場所 ＪＲ根岸線桜木町駅 南改札外９:45集合 

料  金 
親子ペアで１組 2,600円（税込） 

※追加：お一人さま 1,300円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

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 

ＪＲ根岸線桜木町駅 南改札外９:45集合 

徒歩にて横浜みなと博物館へ 

【訓練センター第３教室】 

・船についての勉強会・クイズ 

・ロープワーク 

【日本丸】 

・帆を上げる体験  

・甲板磨き 

・船内見学 

 現地解散 13:00頃 

受付期間 

６月 25日（月）10:00から７月２日（月）17:00まで 

※この商品については，京急アドエンタープライズにてお電話もしくはＷＥＢ(メ

ール)での受付となります。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※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 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 03-3447-1298（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

【企画協力】公益財団法人 帆船日本丸記念財団 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 

【２】海上自衛隊見学と海軍カレー教室！ 

設 定 日 2018年７月 22日（日） 

ツアー内容 

見て！聞いて！作って！横須賀を学ぼう！ 

・海上自衛隊横須賀基地の艦艇見学ツアー 

・横須賀海軍カレーを作って食べよう！ 

集合場所 京急線汐入駅 改札外８:15集合 

料  金 
親子ペアで１組 2,000円（税込） 

※追加：お一人さま 1,000円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 昼食付き 

募集人員 
10組 20名さま ※最少催行人員７組 14名さま 

※受付終了後抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線汐入駅 改札外８:15集合 

徒歩にて海上自衛隊横須賀基地へ 

・艦艇見学ツアー 

・徒歩にて生涯学習センター（調理室）へ 

・横須賀海軍カレー教室 

・昼食（みんなで作った海軍カレーを食べます） 

現地解散 13:30頃 

受付期間 

６月 25日（月）10:00から７月２日（月）17:00まで 

※この商品については，京急アドエンタープライズにてお電話もしくはＷＥＢ 

(メール)での受付となります。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※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 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 03-3447-1298（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

 

【企画協力】横須賀市ほか 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 

【３】三崎でマグロについて学ぼう！魚市場・超低温冷凍庫見学と大漁旗作り 

設 定 日 2018年７月 31日（火） 

ツアー内容 

見て，作って，楽しもう！目指せマグロ博士 

・魚市場を見学 

・マグロの漁獲・取引・加工・流通について学ぶ 

・超低温冷蔵庫でマイナスの世界を体験 

・自分だけのオリジナル大漁旗を作ろう（後日郵送） 

集合場所 京急線三崎口駅 改札外８:30集合 

料  金 

親子ペアで１組 4,700円（税込） 

※追加：大人お一人さま 700円（税込），子供お一人さま 4,000円（税込） 

※大漁旗作り体験はお子さまのみとさせていただきます。 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 昼食なし 

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 

京急線三崎口駅 改札外８:30集合 

路線バスで三崎水産物地方卸売市場へ移動 

 ・魚市場を見学 

・マグロについての勉強会 

・超低温冷蔵庫体験 

・徒歩にて旧三崎中学校へ，大漁旗作り体験 

現地解散 12:30頃 

受付期間 

６月 25日（月）10:00から７月２日（月）17:00まで 

※この商品については，京急アドエンタープライズにてお電話もしくはＷＥＢ

(メール)での受付となります。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※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 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 03-3447-1298（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

【企画協力】三浦市，（一社）三浦市観光協会，㈱西松，三富染物店 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 

【４】「お米の心を伝える」むらせライスの工場見学イベント 

設 定 日 2018年８月４日（土） 

ツアー内容 

入間へＧＯ！お米を学ぶ食育バスツアー 

・“お米”の勉強会 

・むらせライス首都圏工場（埼玉県入間市）見学 

・お米の食べ比べ＆好きなお米ランキング決定 

・あきた ecoらいす（２キロ）の袋詰め体験（お土産になります） 

集合場所 京急線横浜駅 北口改札外８:30集合 

料  金 
親子ペアで１組 2,000円（税込） 

※追加：お一人さま 1,000円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 昼食付き（お弁当） 

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 

京急線横浜駅 北口改札外８:30集合 

埼玉県入間市へ貸切バスにて移動（約 90分） 

・“お米”の勉強会 

・むらせライス首都圏工場（埼玉県入間市）見学 

・お米の食べ比べ＆好きなお米ランキング決定 

・あきた ecoライス（２キロ）の袋詰め体験 

 ※こちらはお土産としてお持ち帰りいただけます 

横浜駅周辺にて解散 15:30ごろ 

受付期間 

６月 25日（月）10:00から７月２日（月）17:00まで 

※この商品については，京急アドエンタープライズにてお電話もしくはＷＥＢ

(メール)での受付となります。 

中止連絡 
原則として出発 10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 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 03-3447-1298（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

【企画協力】株式会社むらせ  

 

 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 

【５】ＰＯＰ制作やレジに立ち，スーパーマーケットを体験しよう！ 

設 定 日 2018年８月 21日（火） 

ツアー内容 

京急ストア at能見台店 小売業のお仕事体験 

 

・おすすめ商品の良さを勉強して，アピールできるＰＯＰを作ろう 

 ・自分で作ったＰＯＰを店頭に貼って販売しよう 

・プロから学ぶ「接遇」ご挨拶体験 

 ・レジ体験，店舗見学 

集合場所 京急線能見台駅 改札外９:30集合 

料  金 
親子ペアで１組 1,600円（税込） 

※追加：お一人さま 800円（税込，大人・小人同額） 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 昼食付き 

募集人員 
10組 20名さま ※最少催行人員８組 16名さま 

※受付終了後抽選とさせていただきます。 

行  程 

京急線能見台駅 改札外９:30集合 

路線バスで京急ストア能見台店へ移動 

・ＰＯＰ作り体験 

・接客講習会 

・レジ体験，店舗見学 

現地解散 14:00頃 

受付期間 

６月 25日（月）10:00から７月２日（月）17:00まで 

※この商品については，京急アドエンタープライズにてお電話もしくはＷＥＢ

(メール)での受付となります。 

中止連絡 
原則として開催 10日前までにご連絡します。 

※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 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

 TEL. 03-3447-1298（平日 10:00～18:00） 

ホームページＵＲＬ https://www.keikyu-ad.co.jp 

 

【企画協力】株式会社京急ストア 
 

https://www.keikyu-ad.co.jp/


 別 紙  

「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げたいと始動したプロジェクトです。 

“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，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 

㈱京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

TEL．03-3447-1298（平日 10:00～18:00のみ受付） 

 

 


