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京急電鉄貸切イベント列車



１．ご挨拶

1

京急線の車両を貸し切って、
オリジナルイベントを企画してみませんか

京急線の車両を貸し切って、車内や駅ホームで様々な企画に対応できます。
広告宣伝をはじめ、宴会や結婚式、三浦半島への小旅行など・・・。

企業様の広告プロモーションやイベント会社さま、旅行会社さま、
個人、団体様のイベントや旅行をお手伝いします。

是非この機会に貸切イベント列車をご利用ください。



２．イベント列車実績
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京急アド撮影

広告プロモーション

社会科見学

結婚式

広告プロモーション

広告プロモーション

※過去実施実績より一部ご紹介

※2019年３月23日開催



３．運行プラン 概要

１．運行日：土曜日・日曜日・祝日
※１年を通してご利用いただけますが、年末年始や沿線催物(花火大会など)の開催日や京急電鉄の指定する除外日はご利用いただけません。

荒天やダイヤ乱れ時など、実施を中止させていただく場合がございます。

２．運行行路：全３種
Ａプラン ： 京急川崎 ←→ 小島新田 (大師線２往復) ▶詳細 P４

４両編成での運行

Ｂプラン ： 品川 ←→ 京急蒲田 (２往復) ▶詳細 P５
４両編成での運行 (車両は京急川崎駅で折り返し)

Ｃプラン ： 品川 → 三浦半島 (往路のみ) ▶詳細 P６
降車駅を三崎口・三浦海岸・浦賀から選択可
４両編成 または ８両編成での運行

４．乗車人数：編成車両数×30名まで
例）４両編成の場合 ： ４両×30名＝上限120名
運営スタッフ・関係者を含む ※乗車人数には京急関係者を除く 3

３．ご利用料金：利用方法により料金が変わります

企業・商品のプロモーションでご利用の企業様など ▶詳細 P８

個人、団体様でご利用の方
またはプロモーション行為を行わない企業様など ▶詳細 P９
※ “プロモーション“とは企業や商品の広告・宣伝および販売促進などを指します。

詳しくはお問合せください。

【京急線路線図】

広告プロモーションプラン

イベント・旅行お手伝いプラン



【PRブース設置エリア】
7.2ｍ×1.8ｍ

【告知用イーゼル設置可能場所】
B1サイズまで

ブース展開位置

４．運行プラン 詳細

● Aプラン 京急川崎駅 大師線２往復プラン (4両編成のみ運行可能)
※商品プロモーションや社内懇親会・宴会などに最適なプラン

運行時間
調整可能

【車両運行】
京急川崎駅 ←→ 小島新田駅

往復所要時間約40分

10:00 ホーム車両引き渡し・搬入開始
※車両は10:00前から京急川崎駅に留置

商品概要
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21:00 完全撤収

運行時間
調整可能

【車両運行】

京急川崎駅 ←→ 小島新田駅
往復所要時間約40分

・京急川崎駅 - 小島新田駅間を２往復
・運行ダイヤは調整が可能
・運行車両は４両編成のみ
・京急川崎駅１番線ホームに7.2m×1.8mの

ブース設置可能
・オープン参加型のイベント開催可能

注１ホーム上での催事の為、参加者は入場券の購入を要します。
イベント列車への乗車が確定している参加者は入場券の購入は要しません

注２車両の運行は１便目の出発から２便目の到着までが６時間以内かつ、19時
までに運行が終わるようプランニングください。

注３来場者が車内・ホーム上に滞在できる時間は19時までとなります。

19:00 車両運行終了・ホーム来場者退館



・品川 - 京急蒲田間を２往復
・運行ダイヤは調整が可能
・運行車両は４両編成のみ
・京急蒲田駅２番線ホームもしくは５番線ホームに

7.2m×1.8mのブース設置可能
・オープン参加型のイベント開催可能

注１ホーム上での催事の為、参加者は入場券の購入を要します。
イベント列車への乗車が確定している参加者は入場券の購入は要しません

注２車両の運行は１便目の出発から２便目の到着までが６時間以内かつ、19時
までに運行が終わるようプランニングください。

注３来場者が車内・ホーム上に滞在できる時間は19時までとなります。

４．運行プラン 詳細

● Bプラン 品川駅 - 京急蒲田駅２往復プラン (4両編成のみ運行可能)
※商品プロモーションに最適なプラン

運行時間
調整可能

【車両運行】
品川駅 ←→ 京急蒲田駅

往復所要時間約60分

10:00 車両引き渡し
京急蒲田駅2番 or 5番ホーム引渡し

※車両は10:00前から品川駅3番、京急蒲田駅
２番、５番ホームの指定場所に留置
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運行時間
調整可能

【車両運行】
品川駅 ←→ 京急蒲田駅

往復所要時間約60分

21:00 完全撤収

19:00 車両運行終了・ホーム来場者退館

商品概要

の中からご希望のエリアに7.2m×1.8mのスペース利用と

京急蒲田駅 ３階 (横浜方面行 ホーム)

２番線ホーム

５番線ホーム

１番線ホーム
３番線ホーム

４番線ホーム
６番線ホーム

京急蒲田駅 中２階 (品川方面行 ホーム)

ブース展開位置

※車両は京急蒲田駅発も可能



４．運行プラン 詳細

● Cプラン 品川駅 – 三浦半島（三浦海岸駅 or 三崎口駅 or 浦賀駅）プラン
※三浦半島の観光、社内旅行などに最適なプラン (乗車時間：約70分間。車両は往路のみの運行)

9:00 受付開始

9:25 乗車終了

9:35

品川駅発

三浦海岸駅 or 三崎口駅
or 浦賀駅着

所要時間約70分

10:40頃

8:00 受付準備
※車両は8:40頃品川駅に入線。

※車両は降車駅到着後ただちに出線します。

・品川駅発 - 降車駅は浦賀駅 or 三浦海岸駅 or 三崎口駅
から選択

・車両は４両編成、８両編成から選択
・プロモーションでの利用も可

注１車内の施工を要する際は前日に作業を行うことができます。
(別途費用が発生します)
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商品概要



５．ご利用料金
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●広告プロモーションプラン (企業や商品の宣伝・販売を主たる目的としたご利用)
※プロモーションでのご利用の際は、京急車両(約800両)への一般中づり広告を１期サービスします(通常料金470,000円/期)。

編成両数 Ａプラン
大師線２往復

Ｂプラン
品川 – 京急蒲田 ２往復

Ｃプラン
品川 – 三浦半島

４両編成
乗車人数：120名まで

935,000円
(うち広告料金 550,000円)

990,000円
(うち広告料金 550,000円)

1,045,000円
(うち広告料金 550,000円)

８両編成
乗車人数：240名まで

取り扱いなし 取り扱いなし 1,342,000円
(うち広告料金 550,000円)

※ホームのみの利用、車両のみの利用、車両の運行を行わない場合も料金に変動はありません
※適用される料金プランは申請いただいた利用内容により審査を行い決定いたします。申請内容と実際の利用内容に差異が生じた際は実際の利用内容に応じて

利用料金プランをご請求させていただきます。
※乗車人数とは運営に関わるスタッフを含めた乗車可能人数の総数となります。所定の上限に満たない場合も基本利用料に変更はありません。
※上記料金には安全管理要員としてAプラン・Cプランの４両編成で３名、Bプランの４両編成で４名、Cプランの８両編成で５名が立会い業務を行います。

利用内容により追加要員(1名¥30,000)を要する場合があります。また、人員は安全管理要員であり、運営要員として稼働することはできません。

※税込

オプション料金
※9ページ参照

興行中止保険
※13ページ参照

必要に応じたオプション料金、興行中止保険への加入費用を要します

＋ ＋
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５．ご利用料金
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●イベント・旅行のお手伝いプラン (個人利用や社内の懇親会を目的としたプラン)
※企業様の利用でも企業、商品の宣伝・販売を目的としない場合は当プランでの利用が可能

※ホームのみの利用、車両のみの利用、車両の運行を行わない場合も料金に変動はありません。
※適用される料金プランは申請いただいた利用内容により審査を行い決定いたします。申請内容と実際の利用内容に差異が生じた際は実際の利用内容に応じて

利用料金プランをご請求させていただきます。
※乗車人数とは運営に関わるスタッフを含めた乗車可能人数の総数となります。所定の上限に満たない場合も基本利用料に変更はありません。
※上記料金には安全管理要員としてAプラン・Cプランの４両編成で３名、Bプランの４両編成で４名、Cプランの８両編成で５名が立会い業務を行います。

利用内容により追加要員(1名¥30,000)を要する場合があります。また、人員は安全管理要員であり、運営要員として稼働することはできません。

編成両数 Ａプラン
大師線２往復

Ｂプラン
品川 – 京急蒲田 ２往復

Ｃプラン
品川 – 三浦半島

４両編成
乗車人数：120名まで

539,000円 594,000円 649,000円

８両編成
乗車人数：240名まで

取り扱いなし 取り扱いなし 946,000円

必要に応じたオプション料金、興行中止保険への加入費用を要します

※税込

オプション料金
※9ページ参照

＋ ＋ 興行中止保険
※13ページ参照



６．オプション料金

9※その他、運営備品・運営スタッフ・飲食物なども手配出来ますのでお気軽にご相談ください

※実施内容により金額に変動が生じる場合があります。
注１：先頭車両の屋外面への掲出はできません。終了後ヘッドマークはお持ち帰りいただけます。

※税込

参考価格

みさきまぐろきっぷ Ｃプランと併せてのご利用に最適なきっぷ 大人 3,570
こども 2,580

よこすか満喫きっぷ Ｃプランと併せてのご利用に最適なきっぷ 大人 3,110
こども 2,580

ヘッドマーク制作費 乗務員室内から窓面に吸盤留めとなります (注１ １枚あたり 38,500
車内放送設備利用料 車内スピーカーのすべてから出力可能なマイク１本 0
前日設営費 指定の車両工場にて実施 110,000
車内広告差し換え費 掲出物お持込み １両あたり 3,300
車両形式・車号指定 運行状況によりご要望にお応えできない場合があります 110,000

２名用テーブル イベント列車用に作成したオリジナルテーブル(W700×D300) １台あたり 準備中
テーブル設置要員 車内テーブル設置要員。２名での作業 １名あたり 22,000
ポータブルマイク 可搬タイプの音響セット １台当たり 27,500

備品運搬費 上記備品類の運搬費用 (2tトラック1台＋運搬人工2名)
※京急川崎以外で備品を利用の際ご請求 110,000

電源利用料 ホームおよび車両の電源使用料金。1hごとの料金 550
物販手数料 販売額の10% (京急川崎駅 / 京急蒲田駅) 10%

オリジナル弁当 880～
おつまみセット 550～
アルコール 各種 実費
ソフトドリンク 各種 実費

追加立会人件費 実施内容により追加人員が必要と判断した時 １名あたり 33,000
制作費 提出を要する書類の代理制作費 55,000～
運営費 別途見積り
ごみ処理費 お持ち帰りになれない場合のみ有料にて処理いたします。 実費
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７．使用可能車両

●メイン使用車両

●下記の４車両はオプション(有料)にて使用可能

1500形 600形 2100形 1000形

●1000形ＬC 車 (2021年５月デビュー)

【特徴】
・ ロングシート、クロスシートどちらも使用可
※さまざまなイベントに対応可能

・ 全座席にコンセント設置

・ 京急初のトイレ常設

・ 換気も万全、安心してご利用可能



※車両の乗員数の上限は出演者・運営スタッフを含み車両数×30名様となります。
※座席はオレンジ色の箇所を除き回転します。車両ごとにクロスシート、ロングシートの選択を要します。１席ごとの指定は対応いたしかねます。
※８両編成でのご利用時は上記４両編成を２編成連結し運行いたします。※車内放送用のマイクは最後尾の車両にございます。
※オプションでのご対応となりますが、LCカ車以外の車両形式もご利用いただけます。

●プランAご利用時 ２両目 / プランB・Cご利用時 ３両目 座席数30席 トイレ(大)１基

●プランAご利用 最後尾 / プランB・Cご利用 先頭車両 座席数34席

●プランAご利用時 ３両目 / プランB・C ご利用時 ２両目 座席数32席 トイレ(小)１基

●プランA ご利用時先頭車両 / プランB・Cご利用時最後尾座席数34席

８．イベント列車 メイン使用車両(1000形 LC車) 座席配置
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９．スケジュール
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開催１０日前開催１か月半前開催２か月前開催６カ月前

★申込受付開始 ★申込受付締切

開催日

オペレーション
最終調整期間詳細協議・手配期間実施検討期間

★詳細資料提出期限

●保証金ご入金(実施２か月前まで)
※一律11万円(税込)

●申込書類提出

●実施可否報告(審査期間２週間)
※実施可否の報告をもって本契約となります

●実施内容検討(都度情報共有ください)

●詳細資料提出
※実施概要・チケットデザイン・

乗車人数等、実施に関わる全ての
情報の提出

●興行中止保険加入
※イベント実施費用の総額で加入

●ご利用料金残金ご入金
※利用料金から保証金を除いた

金額＋オプション料金の全額

事後ご入金●
※追加手配分
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10．よくある質問

Q１．利用できる車両は？
2021年5月運行開始予定の1000形LC車(トイレ付)車両(ロングシートもしくはクロスシート選択可)です。
その他の車両の利用はオプション(有料)です。

Q２．途中下車はできる？
途中下車はできません。

Q３．運行時間の変更はできる？
Ａ・Ｂプランは調整可能。Ｃプランは変更不可。

Q４．車内で飲食はできる？
成分表示の貼付された未開封商品のみ飲食可能。調理行為を伴う飲食は出来ません。

Q５．オプションプラン以外の物品手配はできる？
リストに掲載のない備品類も手配可能(有料)

Q６．運営の手伝いはできる？
内容次第となりますがご相談ください。運営人員の手配(有料)をします。

Q７．ゴミの処理はできる？
ゴミは原則お持ち帰りでお願いしています。持ち帰れない場合のみ有料処理します。

Q８．搬入出用の駐車場はある？
駐車場はありません。近隣の駐車場をご利用ください。

Q９．事前搬入はできますか？
Ａ・Ｂプランご利用時は当日の設営でお願いします。Ｃプランご利用時はオプション(有料)にて前日設営が可能。
※車両形式・車号指定を行われている際は前日設営を行えない可能性あり。

Q10．スタッフや関係者の控室や着替え場所はある？
控室、更衣室の用意はありません。車内を区画分けして控室を作ってください。

Q11. 興行中止保険ってなに？
悪天候や交通機関のトラブルなどにより興行が開催前に中止になった時に補償を受けられる保険。

Q12. 興行中止保険はどうやって入れば良い？
保険会社にて加入ください。保険会社の紹介も可能です。



５．利用前の打合せについて

① 申し込み後、必要に応じ各営業担当者
と打合せを行ってください。

② 利用の10日前までに各営業担当者と最
終打合せを済ませ、各種資料(※1)を提
出ください。

６．ご利用にあたって

① ご利用中、責任者は必ず現場内に常駐
し、京急アドエンタープライズ担当者
と連絡が取れる状態を維持してくださ
い。

② 利用者は、利用者の責任と負担におい
て各種保険に加入してください。

③ 利用期間中の事故(※2) については、利
用者ご自身のみならず手配業者、来場
者の行為であっても、利用者の責任と
なります。事故防止には万全を期して
ください。

④ 利用時間中に京急電鉄または京急アド
エンタープライズが損害を被った際は,
利用者に対し、その損害額をご請求し
ます。

⑤ 利用時間中に発生した、盗難、破損等
については京急アドエンタープライズ
は一切の責を負いません。また、京急
アドエンタープライズの責めに帰すべ
き事由により利用者に損害が生じた場
合、京急アドエンタープライズは、当
施設の利用に関して利用者から支払わ
れた金員の全部または一部を返還する
こと以外の保証は致しかねます。

３．ご利用料金について

① 別ページの京急アドエンタープライズ
が定める料金表をご確認ください。

② ご利用料金は最大３回に分けご入金を
いただきます。１回目は利用２カ月前
までに保証金として11万円(税込)をご
入金ください。２回目は開催10日前ま
でに調整立会費からご入金済みの11万
円(税込)を除いた金額、鉄道利用料の
全額、広告料金の全額、オプション料
金の全額をご入金ください。別途ご請
求金額(飲食手配費、運営協力費など)
が発生した際は開催終了後お支払くだ
さい。

③ ご入金に関わる手数料は利用者負担と
なります。

④ ご入金後の返金には応じかねます。
⑤ お振込みは指定の口座へお願いします。

４．キャンセル料金について

① 実施の2か月前～利用10日前までは保
証金11万円(税込)がキャンセル料とな
ります。

② 利用10日前以降はご利用料金の全額を
キャンセル料として申し受けます。

11．利用規約
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１．お申し込みからご契約成立まで

① お申込みは利用予定日の６カ月前。
② お申し込みの際、ご利用目的、内容等

を明示ください。内容によりお断りす
る場合があります。

③ 京急アドエンタープライズの営業担当
者とお打合せののち、利用申込書に必
要事項をご記入の上ご提出ください。
京急アドエンタープライズおよび京急
電鉄の承認をもって決定となり、申込
者と京急アドエンタープライズとの間
で本規約に基づく契約の成立となりま
す。

④ 利用者は本契約に基づく、権利及び義
務について、その目的の如何を問わず、
第三者に譲渡したり引き受けさせるこ
とはできません。

２．ご利用時間について

① 基本利用時間はＡ・Ｂプランについて
は10:00～:19:00、Ｃプランについて
は8:00～降車駅到着時間までとなりま
す。

② Ｃプランで車内施工を行う場合は前日
に指定の車両工場で施工となります
(有料) 

③ Ａ・Ｂプランの車内施工は基本利用時
間内に含まれます。



⑥ 以下の各号に該当する場合はご利用を
お断りいたします。

a.公序良俗に反する場合
b.お申込書に偽りがあった場合
c.関係省庁から中止命令が出た場合
d.旅客運行に障害のおそれがある場合
e.利用者が暴力団等反社会勢力の構成

員またはこれに準ずる者と見なされ
た場合

⑦ 以下の各号に該当する場合はご契約の
解除、利用の中止をさせていただく場
合があります。

a.「項目６⑥」の各号に該当する場合
b.天変地異などの不可抗力により施設

の利用ができなくなった場合
c.京急電鉄および京急アドエンタープ

ライズが定める規約に違反した場合
d.京急電鉄の運行上、やむを得ぬ事由
(乗り入れ線を含む事故、官公庁によ
る中止命令、伝染病などによる隔離
等)が生じた場合

⑧ 車内・ホームで施工作業を行われる際
は周囲の状況に注意を払い、京急電鉄
および京急アドエンタープライズ係員
の指示に従い作業にあたってください。
特に朝夕のラッシュ時の搬入出には細
心の注意を払ってください。

⑨ 駐車スペースのご提供はありませんの
で近隣駐車場を利用し、搬入出くださ
い。

７．その他注意事項

① 指定区域外への立入りはご遠慮くださ
い。特に前日施工で工場等へ入場され
る際は係員の指示に従い行動ください。

② 風などにより設置物やチラシなどが飛
ばされないようご注意ください。

② 車内で臭いの発生する行為は、翌日の
営業運行に支障をきたしますのでご遠
慮ください。

③ 大音量を発生させる行為は車両運行上、
妨げとなりますので禁止させていただ
きます。

④ 車内の照明はいかなる演出であっても
消灯することは出来ません。

⑤ 車内・ホームは禁煙です。
⑥ 京急電鉄 旅客営業規則 第307条に定

める持込み禁制品は駅構内へのお持込
みは出来ません。

京急電鉄 旅客営業規則：
https://www.keikyu.co.jp/ride/
ticket/pdf/ryokakueigyou.pdf

11．利用規約
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※本規約は予告なく変更する場合がございます。

あらかじめご了承ください (2021年５月策定)

※1：実施概要、参加チケットのデザイン、
乗車人数など実施に関わる資料一式
をご提出いただきます。

※2：ここで定める事故とは京急電鉄の旅
客営業に支障が生じることを指し、
車両やホームなど京急電鉄資産を損
じることは勿論、物品落下等による
ダイヤ乱れ、搬入・設営時の一般旅
客への接触行為などを指します。



株式会社京急アドエンタープライズ
交通メディア局 メディア営業部

045-307-3853
Mail : eigyou_p79@keikyu-group.jp

(平日9:30～18:00) 
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