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実施内容については協議の上決定となります。
過去事例にないコンテンツもご相談ください。

イベント列車開催事例

１．ANA空の旅号
２．コカ・コーラ満喫列車
３．ほろよい宮崎 ひなたトレイン
４．リラックマのイチゴケーキ号
５．うらりマルシェ号



お土産配布

2019年3月23日(土) 全日本空輸株式会社様
ウィーン線就航記念「ANA×KEIKYU 空の旅号」（Aプラン４両編成）
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全日本空輸様のウィーン線就航を記念して実施された「ANA×KEIKYU 空の旅号」。
２・３両目を客室として利用し機内食の提供と航空教室(トークショー)を行ったほか、１両目ではウィーンをイメージした
管弦楽コンサートを実施。参加者は大師線を２往復する間に客室での飲食とコンサートを入れ替わりで楽しんだ。

車内コンサート

機内食航空教室

機内サービス

フォトブース



車内はコカ・コーラ仕様

車掌室にもコカ・コーラ！ ビンゴ大会モクテルコーナー

京急沿線グルメ

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様主催「夏の自販機キャンペーン」の応募賞品として実施。
車内では京急沿線グルメが振舞われコカ・コーラはなんと飲み放題！
モクテルの紹介・試飲コーナーやコカ・コーラグッズの当るビンゴ大会が実施された。復路用にみさきまぐろきっぷを配布。
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2019年10月5日(土) コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様
コカ・コーラ満喫列車（Cプラン４両編成）

コカ・コーラ飲み放題



宮崎県の5年連続本格焼酎出荷日本一達成を祝し、地酒と県産品のPRのため実施された「ほろよい宮崎 ひなたトレイン」。
PRブースの設置や車内販売を活用し県産品のプロモーションを行った。PRブースにはマスコットキャラの「みやざき犬のかぁくん」も
登場し犬ダンスの披露など大いに賑わいに花を添えた。
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2019年11月23日(土) 宮崎県東京事務所 様
ほろよい宮崎 ひなたトレイン（Aプラン ４両編成）

焼酎出荷量日本一！

クイズ大会

オリジナルヘッドマーク

ＰＲブース 車内販売

開催風景



品川駅車両入線

車内装飾フォトスポット

車体ラッピング バルーン広告 フォトセッション

2018年5月13日(日) サンエックス株式会社様
赤い電車でおでかけ！リラックマのイチゴケーキ号（Cプラン８両編成）
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リラックマを運営するサンエックス株式会社と京急電鉄のタイアップ企画「リラックマ15周年×京急120周年記念 一緒にごゆる
りお祝いキャンペーン」の一環として実施された「赤い電車でおでかけ！リラックマのイチゴケーキ号」。
特別装飾車両での撮影会や豪華景品の当たる抽選会などを実施。貸切イベント列車以外の媒体も広く活用し周年のお祝いとした。

※その他媒体利用
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毎年２月の第一土曜日に開催される京浜急行電鉄主催、川崎市、三浦市後援「うらりマルシェ号」。
京急川崎駅１番線ホームに川崎市、三浦市の名産品を取り扱う飲食店14店舗に出店いただき、来場者にはホーム・車両内で
京急沿線グルメをお楽しみいただいた。車両は飲食スペース、物品販売スペースとしての利用のみで運行は行わなかった。

2020年2月1日(土) 京浜急行電鉄株式会社様
うらりマルシェ号（Aプラン 車両運行なし）

※京急川崎駅構内への火気・燃料の持込みは出来ません
※電源容量はホーム全体で40Aとなります。

イベント会場全景

車内物品販売 ホーム飲食販売

キッズスペース

フェンス広告 車内飲食スペース



１．カメラメーカー新製品体験列車
２．動く物産展列車
３．企業様 還暦祝い列車

イベント列車 ご利用想定イメージ
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イベント列車ご利用想定イメージ

動く物産展列車 (広告プロモーションプラン / Bプランご利用)

イベント列車内に物産展コーナーを作成。品川駅と京急蒲田駅を巡回する「動く物産展列車」
として京急線利用者にプロモーションを実施。京急蒲田駅２番線ホームに観光案内やＩターン、
Ｕターン相談カウンターをし地域創成へと繋げる。

【イメージ】 9:00～11:00 設営 11:00～13:30 品川駅物販
13:30～14:00 車両運行(商品補充) 14:00～15:30 京急蒲田駅物販
15:30～16:00 車両運行(商品補充) 16:00～18:00 品川駅物販 18:00～20:00 撤去

企業様 還暦祝い列車 (イベント・旅行のお手伝いプラン / Ｃプランご利用)

還暦を迎えた方のお祝いのため運行される社内懇親会 兼 社員旅行車両。
車内は前日に施工を行い、還暦者の思い出写真や業績などを中づりポスターとして吊り込み。
後輩からのお祝いメッセージなどで車内を満喫し、降車後は三浦半島の観光へと繰り出す。

【イメージ】 前日車両工場にて設営 8:00～9:00 受付準備 9:00～9:25 受付・乗車開始
9:35～10:40 車両運行 10:40 三浦海岸駅到着 10:40～ 三浦半島の観光

カメラメーカー新製品体験列車 (広告プロモーションプラン / Ａプランご利用)

京急川崎駅１番ホームに新商品のＰＲブースを設置。
新製品の体験会や車内で撮影講座なども開催するカメラ好きなら誰もが楽しめるイベント。
新製品購入者を対象に夕方イベント列車を運行し、プロカメラマンとのひとときを過ごす。

【イメージ】 10:00～13:00 設営 13:00～17:00 体験会・撮影講座開催
17:00～19:00 車両運行 19:00～21:00 撤去



１．品川駅３番ホーム
２．三浦海岸駅１番ホーム
３．浦賀駅１・２番ホーム
４．京急川崎駅１・２番ホーム
５．京急蒲田駅２・５番ホーム
５．イベント列車図面
６．観光案内

イベント列車ご利用時は一般営業車両、一般利用者様への
ご迷惑とならないよう配慮ください。

イベント列車 資料集
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コイン
ロッカー

来場者専用エリア入口
(参加者証を確認)

駅搬入柵＝出入口
(参加者証を確認)

【搬入柵】

①

【専用エリア入口】 【ホーム全景】

② ③

①

②
③7.２ｍ×1.8mのブース設置が可能

京急川崎駅 駅図面 （Aプラン出発 / 到着駅）
イベント列車は１番線ホームに入線します。

乗車ホーム(１番線)

告知用ポスターパネル設置場所



仮設受付スペース

乗車ホーム(３番線)

【品川駅高輪口改札】

入場口

【受付エリア】 【入場口】 【３番線ホーム】

① ② ③

①

②

③

【お客様動線】

品川駅 駅図面 （Bプラン / Cプラン出発駅）
イベント列車は３番線ホームに入線します。
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京急蒲田駅 駅図面 （Bプラン到着駅）
イベント列車は上り時5番ホーム、下り時2番ホームに入線します。

京急蒲田駅３階

京急蒲田駅中２階

京急蒲田駅２番ホーム

京急蒲田駅５番ホーム

オレンジ色の箇所の内、１か所に
7.2m×1.8mのブース展開が可能です。

京急蒲田駅２階

①

②

③

【２番ホーム全景】

①

【５番ホーム全景】

②

【搬入柵】

③



三浦海岸駅 駅図面 （Cプラン到着駅）
イベント列車は１番線ホームに入線します。

①

②

③

【１番線ホーム】 【降車階段】 【改札口】

降車ホーム(１番線)
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【お客様動線】

退場口

① ② ③



①

②

③

【１・２番線ホーム】 【階段】 【改札付近】

① ② ③

浦賀駅 駅図面 （Cプラン到着駅）
イベント列車は到着時刻により入線ホームが変わります。
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【お客様動線】

退場口

降車ホーム



【１番線ホーム】 【降車階段】 【改札付近】

① ② ③

三崎口駅 駅図面 （プランC到着駅）
イベント列車は到着時刻により入線ホームが変わります。
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退場口

②

③

①



※車両の乗車人数の上限は出演者・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カー以外の形式の車両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

イベント列車車内図面
※形式を指定いただかない場合、下記図面の車両を使用します。
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●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
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イベント貸切列車 車内設備

【ロングシート】 【クロスシート】 【前面展望席】

【車いすスペース】 【個室トイレ】 【トイレ小便器】

【ドリンクホルダー】
※クロスシート時のみ使用可能

【座席コンセント】
※クロスシート時のみ使用可能



観光案内

●京急電鉄おトクなきっぷ

みさきまぐろきっぷ
https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/otoku_maguro/

よこすか満喫きっぷ
https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/yokosuka_mankitsu/

●三浦市観光案内サイト

【公式】みうら観光ガイド – (一般社団法人三浦市観光協会)
https://www.miura-info.ne.jp/

三浦市/観光パンフレット
http://www.city.miura.kanagawa.jp/kankou-info/kankoupanfu/panfu.html

三浦市・三崎・城ヶ島観光WEB | 三崎・城ヶ島の厳選したおすすめスポットをご紹介！
http://cfnets.co.jp/misaki/

●横須賀市観光案内サイト

横須賀市観光協会
https://yokosuka-kanko.com/

横須賀市観光情報サイト「ここはヨコスカ」
https://www.cocoyoko.net/

京急電鉄おトクなきっぷ / イベント列車 到着地観光案内サイト
※到着地に合わせた観光プランのご提案も承ります。
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https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/otoku_maguro/
https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/yokosuka_mankitsu/
https://www.miura-info.ne.jp/
http://www.city.miura.kanagawa.jp/kankou-info/kankoupanfu/panfu.html
http://cfnets.co.jp/misaki/
https://yokosuka-kanko.com/
https://www.cocoyoko.net/


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) 


