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２０１９年７月５日

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：上野

賢了）は，2019 年７月 11

日（木）から８月 18 日（日）まで，昨年に引き続き『上大岡フェスティバル 2019』を開催いた
します。
今年もお客さまと一緒に暑い夏を乗り切る『クール』なイベントを開催します。７月 20 日（土）
から 31 日（水）の 12 日間は，京急百貨店の社員が毎日開店前に『ラジオ体操』を行い，その
『ラジオ体操』にご参加いただいた方にはドリンクをプレゼントいたします。
また，７月 27 日（土）には，若手社員を中心に『打ち水大作戦』と『縁日』を開催し，また
７月 26 日（金），27 日（土）の２日間は食品フロアを 21：00 まで延長営業いたします。さら
に，『ゆかた』をお買い上げ，または『ゆかた』でご来店のお客さまには，店内でご利用できる
サマークーポンをプレゼントいたします。
このほかにも，５階子ども服売場・リビングフロアでは『きかんしゃトーマスわくわくショッ
プ』や『すみっコぐらしフェスタ』の開催，10 階レストランフロアでは『夏のどんぶりフェステ
ィバル』や『夏休みお子さまメニュー半額フェア』の開催など，ご家族でお楽しみいただける夏
休みイベントを開催いたします。
詳細は別紙のとおりです。

『きかんしゃトーマスフェア』
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若手社員による『打ち水』
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◆◆◆◆◆上大岡フェスティバル 2019 について◆◆◆◆◆

期

間：2019 年７月 11 日（木）～８月 18 日（日）

１．お客さまと一緒に！『みんなでラジオ体操』
ご参加のお客さまには，
『ドリンク（１本）』をプレゼントいたし
ます。７月 27 日（土）には，京急電鉄マスコットキャラクター『け
いきゅん』も登場します！
日
時：７月 20 日（土）～７月 31 日（水）
各日９：45 より（各日９：30 より受付）
場
所：３階インフォメーション前

『みんなでラジオ体操』

参 加 費：無料
２．京急百貨店の『夏まつり』開催！
（1）７月 26 日（金）・27 日（土）『冷たいもの』プレゼント
■ドリンクやアイスをプレゼント
日
時：７月 26 日（金）11：00～19：00
場
所：３階婦人靴売場【シューズ ア ラ モード】
４階婦人服売場

京急電鉄マスコットキャラクター
『けいきゅん』

■紳士服フロアにて 17：00 以降にお買い物のお客さま先着 50 名様に
『【サントリー】金麦（１本）』をプレゼントいたします。
日
時：７月 26 日（金）17：00～
場
所：６階紳士服売場
■ＬＩＮＥ＆モモカクーポンと京急百貨店にて当日中の 2,000 円（税込）
以上お買い上げレシートをご提示の先着 200 名様に『けいきゅんサイダ
ー』をプレゼントいたします。
日
時：７月 26 日（金）15：00～
場
所：３階婦人雑貨売場【オゥ マルシェ】

『けいきゅんサイダー』

■『ビールまつり』対象売場にてビールセットをご注文の
お客さまに『ナッツ（１袋）』をプレゼントいたします。
日
時：7 月 26 日（金）・27 日（土）
場
所:１階スキップゲート
（2）若手社員による『打ち水』大作戦＆『縁日』開催！
日
時：７月 27 日（土）11：00～
場
所：１階京急線上大岡駅改札口前特設会場
（鎌倉街道沿い広場）
若手社員による『打ち水』

（3）２日間限定！食品フロア延長営業～食品夏まつり～
食品フロアは２日間限定で 21：00 まで延長営業いたします。また，20：00 以降にお買い物
のお客さま，先着 200 名様に『ビンラムネ（１本）』をプレゼントいたします。
期
間：７月 26 日（金）・27 日（土）
３.人気のキャラクターが京急百貨店に大集合！
（1）『きかんしゃトーマスわくわくショップ』
期
間：７月 18 日（木）～８月 25 日（日）
場
所：５階おもちゃ売場
■きかんしゃトーマスが遊びにくるよ！
開 催 日：７月 20 日（土）・８月 17 日（土）
開催時間：11：30，13：30，15：00（各回約 20 分）
※お客さまのカメラでの撮影となります。

ⓒ2019 Gullane(Thomas)Limited.

（2）夏の『すみっコぐらしフェスタ』
すみっコぐらしのキャラクター雑貨や文具など新商品を含め
アイテムを多数販売します。
期
間：８月８日（木）～14 日（水）
場
所：７階文具・事務用品売場
■すみっコぐらしキャンドルワークショップ
開 催 日：８月 10 日（土）・11 日（日・祝）・12 日（月・祝）
開催時間：各日 11：00～17：00
参 加 費：1,640 円（税込）

ⓒSAN-X

（3）夏休み メルちゃんフェア
期
間：８月 15 日（木）～31 日（土）
場
所：５階おもちゃ売場
■メルちゃんなりきり撮影会
開 催 日：８月 18 日（日）
開催時間：11：00，14：00

メルちゃんなりきり撮影会（イメージ）

定
員：各回 10 名さま
※各日，10:00 から５階おもちゃ売場カウンターにて
整理券を配布いたします。
※ドレスのサイズは 110 ㎝です。
■メルちゃんがやってくる！
開 催 日：８月 31 日（土）
開催時間：11：00，14：00（各回約 30 分）
参 加 費：無料
※お客さまのカメラでの撮影となります。

ⓒPILOT INK

メルちゃん

４．懐かしの駄菓子が登場！『全国菓子まつり』
懐かしい駄菓子やレトロ玩具，手土産に最適な箱菓子
などをご用意しております。
期
間：７月 11 日（木）～21 日（日）
場
所：５階特設会場（赤のエスカレーター横）
『全国菓子まつり』※写真はイメージ

５.レストランで『夏フェスティバル』開催！
（1）どんどん食べよう！『夏のどんぶりフェスティバル』
期
間：７月 20 日（土）～８月 31 日（土）
場
所：10 階レストラン
※【和幸】，【福ろく寿】，【日本橋伊勢定】は除外
※対象メニューご注文でレストラン券が当たる
『推し DONBURI コンテスト』も開催いたします。

『夏のどんぶりフェスティバル』
※写真はイメージ

（2）『夏休みお子さまメニュー半額フェア』
カラっと揚がった【和幸】自慢のとんかつをご家族お揃いで
ぜひご賞味ください。
期
間：７月 20 日（土）～８月 20 日（火）
場
所：10 階 とんかつ【和幸】
※定食以外の商品は対象外となります。
ほか 12 店舗でも期間限定で半額メニューをご提供いたします。
とんかつ【和幸】

６.【ウィング上大岡】国産カブトムシつかみどり！！
期
間：７月 27 日（土）・28 日（日）
開催時間：12：00，15：00
場
所：ウィング上大岡２階ガーデンコート
対象年齢：小学生以下のお客さま
ウィング上大岡にて 1,000 円（税込）以上お買い上げの
当日レシート（合算可）をお持ちください。
《整理券》は開催時間の１時間前から各回先着 50 名様に配布します。

※写真はイメージ

国産カブトムシつかみどり！！

７．お客さまのお問合せ先
京急百貨店

TEL. 045-848-1111（代表）【受付時間

※写真はイメージ

営業時間内】
以

上

