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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）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，３つ

のプログラムを販売し，2018年 11月７日（水）から 11月 13日（火）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，三浦半島の自然や産業，京急グループのお仕事体験ができる３種類のプログラムをご

用意いたしました。募集対象は，小学１～６年生１名とその保護者の方１名のペアで，ＷＥＢま

たは電話からお申し込みいただき，お申し込み多数の場合は受付終了後抽選とさせていただきま

す。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

冬もたのしくお仕事体験！あつまれ，ワクワク元気っ子！ 

 

○12月８日（土） ワクワク ドキドキ バス運転士体験！ 

 

○12月 16日（日） 三浦のだいこん収穫と農家のお仕事体験 

               お野菜の新たな美味しさ発見！ 

 

○12月 25日（火） 日産追浜工場見学＆モノづくりキャラバン体験 

 

※お申込み多数の場合，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 ワクワク ドキドキ バス運転士体験！ 

設 定 日 2018年 12月８日（土）10：00～ ※荒天の場合，中止となります 

ツアー内容 

 

集合場所 京急大師線 川崎大師駅 改札外 10：00 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 

募集人員 
６組 12名さま ※最少催行人員３組６名さま 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

集合 10：00 京急大師線川崎大師駅 改札外 

・送迎バスにて移動（約 20分） 

【川崎鶴見臨港バス 塩浜営業所にて】 

営業所見学 

バスの運転席でドア開閉操作・写真撮影 

洗車機体験 

臨港バスキャラクター「りんたん」と記念撮影 

  （スケジュール進行により途中で昼食） 

・送迎バスにて移動 

解散 15：00 京急大師線川崎大師駅 

受付期間 11月７日（水）10：00から 11月 13日（火）17：00まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからのお申し込みとなります。 

※電話でのお申し込みも可能です。 

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。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，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，京急電鉄オフィシャルサイト，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 

メールアドレス   travel@keikyu-ad.co.jp 

・バスの運転席でハンドルやスイッチに触ってみよう 

・運転以外にもお仕事たくさん・・・？ 

・運転訓練車の中身も見せちゃうよ 

バスの運転士さんの１日って，どんな１日？ 

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


 

②三浦のだいこん収穫と農家のお仕事体験 お野菜の新たな美味しさ発見！ 

設 定 日 2018年 12月 16日（日）９：00～17：00 ※荒天中止，雨天時行程変更となります。 

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（子供のみ，１人 15本） 

 ・実際の農家のお宅で野菜の洗浄や箱詰め体験（子供のみ） 

 ・昼食は，金田漁港で海の幸 

 ・自分のお土産用の大根を収穫しよう 

★屋根のない２階建てバス「KEIKYU OPEN TOP BUS」特別乗車付 ※雨天時中止 

集合場所 京急線 三崎口駅 改札外 ９:00 集合 

料  金 
親子ペアで１組 3,000円（税込） 

※追加：お一人さま 1,500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 

募集人員 
20組 40名さま ※最少催行人員 10組 20名さま 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

集合９：00 京急線三崎口駅改札外  

 

・「KEIKYU OPEN TOP BUS」に乗車し風光明媚な三浦半島を見学 ※雨天時中止 

・三浦市農協にて三浦半島の農業を勉強 

・三浦市南下浦町金田地区にて農地見学 

・金田漁港「レストランＫＡＮＥＤＡ」にてランチ 

・三浦市南下浦町金田地区にて大根収穫 

・三浦市南下浦町金田地区にて大根の洗浄・箱詰め体験 

・大根レシピ紹介，美味しい野菜の見分け方講座 

 

解散 17：00 京急線三浦海岸駅  

受付期間 2018年 11月７日（水）10：00から 11月 13日（火）17：00 まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからのお申し込みとなります。 

※電話でのお申し込みも可能です。 

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。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，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，京急電鉄オフィシャルサイト，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 

メールアドレス   travel@keikyu-ad.co.jp 

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


 

③日産追浜工場見学＆モノづくりキャラバン体験 

設 定 日 2018年 12月 25日（火）10：00～16：00 ※荒天の場合，中止となります。 

ツアー内容 

日産追浜工場で車について楽しく学べるチャンス！！ 

・「日産モノづくりキャラバン」でモノづくりの大切さや楽しさを学ぼう 

・日産追浜工場見学で車の組立を見てみよう 

 

★お楽しみクリスマスプレゼントあり♪ 

 

 

 

集合場所 京急線 追浜駅 改札外 10：00 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 

募集人員 
20組 40名さま ※最少催行人員 10組 20名さま 

※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみにご連絡いたします。 

行  程 

集合 10：00 京急線追浜駅改札外 

 

【日産追浜工場にて】 

10：30～「日産モノづくりキャラバン」 

（昼食） 

13：30～ 追浜工場見学  

15：00  終了予定 

 

解散 16：00 頃 京急線追浜駅  

受付期間 2018年 11月７日（水）10：00から 11月 13日（火）17：00 まで 

受付方法 
京急アドエンタープライズのホームページからのお申し込みとなります。 

※電話でのお申し込みも可能です。 

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。 

注意事項 

・施設や運行の状況により，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，京急電鉄オフィシャルサイト，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 

メールアドレス   travel@keikyu-ad.co.jp 

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るプロジェクトです。 

“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） 

 

６．Ｈ  Ｐ 

  けいきゅうキッズチャレンジの詳細および過去のイベントについてご紹介しています。 

  http://www.keikyu.co.jp/information/kidschallenge/index.html 

 

以  上 

http://www.keikyu.co.jp/information/kidschallenge/index.html

