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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，2019年６月 24日（月）から７月１日（月）までの期間中，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７つのプログラムを販売し，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，三浦半島エリアの産業や京急グループのお仕事体験など，過去最多の７種類のプログ

ラムをご用意しました。夏休みの宿題にもぴったりなプログラムを通じて，この夏のお子さまの

成長を京急グループでサポートいたします。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

○７月 29日（月） 日産追浜工場見学＆モノづくりキャラバン体験 

 

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

 

○８月３日（土）  鉄道模型製作体験ｉｎホビーセンターカトー 

 

○８月９日（金）  京急百貨店 デパート探検隊！ 

 

○８月 17日（土） 帆船日本丸から学ぶ船の体験学習ｉｎみなとみらい 

 

○８月 20日（火） 京急ストア 夏休みの工作＆スーパーマーケット体験 

 

○８月 24日（土） “お米を学ぶ”食育バスツアー 入間へＧＯ！ 

 

※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。 

 

 

 

 



別 紙 

  【１】日産追浜工場見学＆モノづくりキャラバン体験 

設 定 日 2019年７月 29日（月）９：45～16：00 ※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 

集合場所 京急線 追浜駅 改札外 ９：45 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名様 ※最少催行人員 10組 20名様 

※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 

９：45 京急線 追浜駅 改札外集合 

【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～日産追浜工場見学 15：00終了予定 

16：00頃 追浜駅解散 

【企画協力】日産自動車株式会社 

 

【２】三崎でマグロについて学ぼう！魚市場・超低温冷蔵庫見学と大漁旗作り 
設 定 日 2019年７月 31日（水）８：30～12：30  

ツアー内容 

マグロを見て，作って，楽しもう！ 

・競りや市場施設を見学 

・マグロの漁獲・取引・加工・流通を学ぶ 

・マグロが保管されている超低温冷蔵庫を体験 

・自分だけのオリジナル大漁旗を作ろう 

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なります。 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 なし 

募集人員 
20組 40名様 ※最少催行人員 10組 20名様 

※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 

８：30 京急線 三崎口駅 改札外集合 

・路線バスで三崎水産物地方卸売市場へ移動後，市場見学 

・マグロについて勉強会 

・㈱西松にて超低温冷蔵庫体験 ※徒歩移動 

・うらり産直センター（会議室）にて大漁旗作り体験 ※徒歩移動 

12：30頃 現地解散 

【企画協力】三浦市，（一社）三浦市観光協会，株式会社西松，三富染物店 

 



  【３】鉄道模型製作体験ｉｎホビーセンターカトー 

設 定 日 2019年８月３日（土）13：00～16：00  

ツアー内容 

京急デハ 268 号模型を作ろう♪ 

・保存車両撮影会 

・京急デハ 268号アッセンブリキットを組み立ててみよう 

・ホビーセンターカトースタッフによる模型制作レクチャー付 

・制作後は自分で作った模型を実際に走らせてみよう 

会場：ホビーセンターカトー（東京都新宿区） 

集合場所 都営大江戸線 落合南長崎駅 改札外 13：00 集合 

料  金 
親子ペアで 3,600 円 ※体験はお子さまのみ 

※追加：子供お一人さま 3,600円（税込） 

対 象 者 小学３～６年生と保護者の方 

食  事 なし 

募集人員 
10組 20名様 ※最少催行人員５組 10名様 

※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 

13：00 都営大江戸線 落合南長崎駅 改札外 集合 

徒歩（約７分）にて「ホビーセンターカトー」へ 

・保存車両撮影会  ・スタッフによる模型についてのお話 

・模型作り     ・自分の作った模型に動力をつけて操縦体験 

16：00頃 現地解散 

【企画協力】ホビーセンターカトー東京 

 

 【４】京急百貨店 デパート探検隊！ 

設 定 日 2019年８月９日（金）９：30～14：00  

ツアー内容 

デパートの裏側の見学，店内放送や販売お仕事の体験をしよう 

 ・デパートの普段は見られない裏側を探検しよう 

 ・開店時にお客さまのお出迎えをしよう 

 ・店内放送を録音してみよう 

 ・洋服屋さんのお仕事体験をしてみよう 

 ・社員食堂で食事をしてみよう 

集合場所 京急線 上大岡駅 １階改札横「日本旅行」前 ９：30集合 

料  金 お子さまのみ お一人さま 800円 

対 象 者 小学生のお子さま ※集合・解散時は保護者の同伴必須 

食  事 昼食付 

募集人員 
15名様（最少催行人員 10名様） 

※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 

９：30 京急線 上大岡駅 １階改札横 「日本旅行」前 集合 

※受付後，お子さまのみお預かりします 

・お客さまのお出迎え体験 ※保護者の方は，３階入口からご来場ください。 

・デパートの裏側探検   ・社員食堂で食事をしよう 

・売場でお洋服のお畳み等を体験 ※保護者の方は，売場にてご見学ください。 

・店内放送を録音してみよう ※録音した内容は，解散後店内にて放送いたします。 

・修了式 

14：00 解散 京急百貨店１階青のエレベーター前 

※お迎えにいらした保護者の方へお引渡しいたします 

【企画協力】株式会社京急百貨店 



  【５】帆船日本丸から学ぶ 船の体験学習ｉｎみなとみらい  

設 定 日 2019年８月 17日（土）９：45～13：00 

ツアー内容 

船員になりきり，船長さんたちと船について学ぼう 

・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名様 ※最少催行人員 10組 20名様  

※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 

９：45 ＪＲ根岸線 桜木町 南改札外 集合後, 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    

【日本丸】 

・帆を上げる体験   ・甲板磨き  ・ロープワーク ・船内見学 

13：00頃 現地解散 

【企画協力】公益財団法人 帆船日本丸記念財団 

 

 

  【６】京急ストア 夏休み工作＆スーパーマーケット体験 

設 定 日 2019年８月 20日（火）９：30～14：00 

ツアー内容 

小売業のお仕事体験（ａｔ京急ストア能見台店＆生活雑貨館ハウツ） 

・工具なしで楽しく組立てＯＫ！ 

世界にひとつの「うみのとけい」をつくろう！ 

※色塗り具材はご用意いたします。 

・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 2,600円（税込） 

※お子さま一人につき，工作キット代金 1,000円含む 

対 象 者 小学生と保護者の方 

食  事 昼食付 

募集人員 
10組 20名様 ※最少催行人員８組 16名様 

※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 

９：30 京急線 能見台駅 改札外 集合 

（路線バスで「京急ストア能見台店」へ移動） 

・「うみのとけい」づくり 

・接客講習会 

・レジ体験，店舗見学 

14：00頃 現地解散 

【企画協力】株式会社京急ストア 



  【７】“お米を学ぶ”食育バスツアー 入間へＧＯ！  

設 定 日 2019年８月 24日（土）８：30～15：30 

ツアー内容 

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）を見学しよう！ 

・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）の袋詰めを体験しよう！ 

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 

募集人員 
20組 40名様（最少催行人員 10組 20名様）  

※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 

８：30 京急線 横浜駅 北口改札外 集合 

・埼玉県入間市へ貸切バスで移動（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 

 ※お土産としてお持ち帰りいただけます 

15：30頃 横浜駅周辺にて解散  

※道路状況によって時間が前後する可能性もございます 

【企画協力】株式会社むらせ 

 

 

 

応募方法・注意事項について（【１】～【７】共通） 

受付期間 2019年６月 24日（月）10：00～７月１日（月）17：00 

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お申込みとなります。 

※お電話でのお申込みも可能です。 

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 

    （外部サイトにリンクします） 

メールアドレス   travel@keikyu-ad.co.jp 

 

 

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


参 考 

「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） 

 

以 上 


