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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），株式会社ノ
ース・スターズ・ピクチャーズ（本社：東京都武蔵野市，社長：堀江 信彦）および株式会社音
遊（本社：東京都目黒区，社長：榑井 勇輝）は,『北斗の拳』とコラボした北斗の拳 35 周年
×京急 120 周年記念「北斗京急周年のキャンペーン」を 2018 年７月 30 日（月）～９月 17 日（月・
祝）の期間で実施いたします。
これは，1983 年から 1988 年まで「週刊少年ジャンプ」に連載され，当時社会現象になるほど
の高い人気を誇った『北斗の拳』（原作：武論尊 漫画：原哲夫）の 35 周年と，2018 年２月 25
日に創立 120 周年を迎えた京急電鉄が，双方の周年を記念して行うキャンペーンです。
キャンペーン期間中は，35 周年を迎える『北斗の拳』のキャラクターや，三浦海岸にて「北
斗の拳＆蒼天の拳 スペシャルミニライブ＆トークイベント」が行われる「OTODAMA SEA STUDIO」
の特別ラッピングを施した電車を運行し，夏の三浦海岸を盛り上げます。また，駅名看板を『北
斗の拳』仕様に特別装飾するほか，記念乗車券「北斗の券」を発売いたします。このほか，京
急線の北斗七星を巡るスタンプラリーきっぷも発売をいたします。
また，京急百貨店では 2018 年８月１日（水）～８月 31 日（金）の期間中,地下１階食品フロ
アと 10 階レストランフロアにおいて，
『北斗の拳』をイメージしたオリジナルメニューの販売や
コラボフェアを実施します。さらに，京急ステーションコマースでは，『北斗の拳』仕様に特別
装飾した駅名看板キーホルダー等を販売いたします。この夏は，ご家族そろってぜひ京急沿線に
お出かけください。
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。

「北斗の拳」仕様に特別装飾した駅名看板
武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証 EV-708
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別

紙１
北斗の拳 35 周年×京急 120 周年記念 北斗京急周年のキャンペーンについて

１．実施期間
2018 年７月 30 日（月）～９月 17 日（月・祝）
２．実施内容
（1）ラッピング電車の運行
イ．概要
京急トラッドトレイン新 1000 形８両編成を『北斗の拳』のキャラクターや，三浦海岸に
て「北斗の拳＆蒼天の拳 スペシャルミニライブ＆トークイベント」が行われる「OTODAMA
SEA STUDIO」でラッピングを施し，夏の三浦海岸を盛り上げます。また，ラッピング電車
の車内は全て，『北斗の拳』や「OTODAMA SEA STUDIO」のポスターになります。
ロ．運行期間
2018 年７月 30 日（月）～９月 17 日（月・祝）
ハ．運行スケジュール
当日および翌日の運行スケジュールにつきましては，ホームページにて公開いたします。
http://www.keikyu.co.jp/train-info/train/keikyuspecialcolortrain/index.html
※運行開始・終了日は，変更となることがあります。

ラッピング電車イメージ

（2）駅名看板装飾
イ．概要
期間中，京急蒲田駅，上大岡駅，県立大学駅の駅名看板を『北斗の拳』仕様に特別装飾
いたします。
ロ．駅名看板デザイン
京急蒲田駅「京急かぁまたたたたーっ駅」

上大岡駅「上ラオウ岡駅」

県立大学駅「北斗の拳立大学駅」

（3）スタンプラリーの開催
イ．概要
スタンプラリーきっぷを発売いたします。ご購入いただいた方にお渡しする応募はが
きに,「北斗七星」をイメージした京急線の７つの駅で全スタンプを押印しご応募いた
だくと，抽選でオリジナルグッズをプレゼントします。
ロ．スタンプラリーきっぷの内容
（ｲ）京急線全線１日フリー乗車券（品川～泉岳寺駅を除く）
（ﾛ）スタンプラリー帳
（ﾊ）応募はがき
（ﾆ）オリジナルクリアファイル
ハ．発売場所
品川駅（高輪口），京急蒲田駅，横浜駅（中央改札口），
上大岡駅（１階改札口），三浦海岸駅
※発売初日の７月 30 日（月）は 10 時からの発売となります。
ニ．発売枚数
大人 2,000 枚，小児 500 枚（５駅合計の発売枚数）
※なくなり次第終了となります。
スタンプ設置駅

ホ．発売金額
大人 2,000 円（税込），小児 1,000 円（税込）
ヘ．乗車券有効期間
発売日当日１日
ト．スタンプ設置場所
京急蒲田駅，羽田空港国際線ターミナル駅，京急川崎駅，小島新田駅，上大岡駅，
県立大学駅，三浦海岸駅の７駅
チ．賞品
Ａ賞：北斗の拳 究極版 第１巻表紙イラストレプリカ
（武論尊先生・原哲夫先生直筆サイン入り）と，
北斗の拳“拳王兜”（1/4 スケール）のセット
１名様
Ｂ賞：オリジナルタペストリーまたは駅名看板ミニチュアレプリカ
35 名様
Ｃ賞：オリジナルイラストポスター
リ．応募期間
2018 年７月 30 日（月）～９月 19 日（水）※当日消印有効
ヌ．その他
（ｲ）他社線への区間変更はできません。

120 名様

（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（スタンプラリー帳，応募はがき，クリアファイルも
含む）の場合に限り，全線各駅（泉岳寺駅除く）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。
（4）記念乗車券の発売
イ．概要
北斗の拳 35 周年と京急 120 周年を記念した記念乗車券「北斗の券」を発売いたします。
ロ．期間
2018 年９月１日（土）７:00～ ９月 17 日（月・祝）まで
※なくなり次第終了となります。
ハ．発売場所
京急蒲田駅
ニ．発売枚数
2,000 枚 ※お一人さま２セットまで
ホ．発売金額
2,000 円（税込）
ヘ．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（台紙含む）の場合に限り，全線各駅（泉岳寺駅除く）
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）京急百貨店でのオリジナルメニューの販売
イ．おみやげ用ミニ丼ぶり付！満腹どんぶりの販売
（ｲ）期間：2018 年８月１日（水）～８月 19 日（日）まで
（ﾛ）メニュー
店名

フロア

メニュー名

価格（税込）

天ぷら つな八

地下１階
（イートイン）

北斗七星天丼

1,800 円

北斗七種海鮮丼

3,240 円

三崎豊魚

北斗七種海鮮丼

北斗七星天丼

ロ．北斗の拳×京急オリジナルカード付！テイクアウト商品の販売
（ｲ）期間：2018 年８月１日（水）～８月 31 日（金）まで
（ﾛ）メニュー
店名

フロア

メニュー名

価格（税込）

ＰＡＯＰＡＯ

地下１階
(テイクア
ウト)

「ひでぶ」まん（旨辛肉まん）

900 円（１パック３個入り）

「あべし」揚げ

777 円（１パック３種入り）

京鳥
聘珍樓

（炎の唐揚げ，一味唐揚げ，黒七味唐揚げ）

「たわば」丼ぶり（三元豚の黒豆いため）

「あべし」揚げ

810 円（１折り）

「たわば」丼ぶり

「ひでぶ」まん

ハ．北斗の拳×京急オリジナルカードプレゼント！カレーフェアの実施
（ｲ）期間：2018 年８月１日（水）～８月 31 日（金）まで
（ﾛ）メニュー
店名

フロア

メニュー名

価格（税込）

永坂更科布屋太兵衛

10 階レストラン

つけカレーそば（うどん） 1,477 円

チェゴヤ

カレートッポギ

880 円

ターボロ・ディ・フィオーリ

夏野菜とシーフードのス
パイシーマドラスカレー

1,480 円

點心茶室

パイナップルカレー炒飯

1,728 円

牛兵衛 草庵

山形牛カレー

1,480 円

ニ．その他
（ｲ）販売個数については，すべて毎日限定数となります。
（ﾛ）北斗の拳×京急オリジナルカードはなくなり次第終了となります。
（6）おとどけいきゅうでの「北斗の拳」仕様，駅名看板キーホルダー販売
イ．販売価格
ロ．商品規格

各 600 円（税込）
両面印刷 80mm×20mm
（キーホルダー部分を除く）

ハ．商品種類
（ｲ）京急かぁまたたたたーっ駅
（ﾛ）上ラオウ岡駅
（ﾊ）北斗の拳立大学駅
ニ．販売個数
各 500 個
ホ．発 売 日

計 1,500 個

駅名看板ホルダー
（上）京急かぁまたたたたーっ駅
（中）上ラオウ岡駅
（下）北斗の拳立大学駅

2018 年８月１日（水）

へ．販売場所
セブン-イレブン京急ＳＴ蒲田改札前店
セブン-イレブン京急ＳＴ上大岡京急店
京急ステーションストア県立大学駅店
京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店
京急グッズショップ「おとどけいきゅうプラス」横浜港大さん橋店
オンラインショップ「おとどけいきゅう」
３．お客さまのお問い合わせ先
【実施内容（1）～（5）に関するお問い合わせ】
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。
【実施内容（6）に関するお問い合わせ】
京急ステーションコマース リテール事業部 TEL．03-6408-5486
（平日 10：00～17：00）
おとどけいきゅう鮫洲店 TEL．03-5796-6183
（受付時間おとどけいきゅう営業時間内）
【参考】『北斗の拳』について
「週刊少年ジャンプ」に 1983 年～1988 年まで，原作・武論尊，漫画・原哲夫により連載さ
れ，2018 年は 35 周年を迎えます。核戦争により文明社会が失われ，暴力が支配する世界とな
った世紀末を舞台に，北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長
していく姿が描かれており，テレビアニメや劇場版，脇役たちをフューチャーした外伝が作ら
れるなど人気は高く，社会現象にまでなった作品です。
（北斗の拳 35 周年特設サイト）http://www.hokuto-no-ken.jp/35th
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