
 

京急 楽・宴ツアー≪第 9 弾≫ 

久里浜工場見学&乗務員体験ツアー 

実施日時 
2022 年 7 月 16 日（土）9：10～14：20 ※雨天決行 

2022 年 8 月 6 日（土）9：10～14：20 ※雨天決行 

募集定員 
各日 60名様（最少催行人員 50名様） 

※先着順のため，定員に達し次第，応募締切となります。 

募集期間 
2022年 6 月 28日（火）15：00～7月 5日（火）17：00まで 

※応募状況により，追加募集する場合がございます。 

集合場所 
受付場所：京急線品川駅高輪口 改札外 

受付時間：９：10～9：20 ※必ず受付時間内にお越しください。 

料  金 

大人・子どもの 1組 2名様 15,000円（税込） 

※追加１名様あたり大人は 8,000円・子どもは 7,000円の追加料金が発生いたします。 

※子どもとは６歳～12歳のお子さまを対象としております。 

ツアー行程 

久里浜工場見学&乗務員体験ツアー 

09：10   京急線品川駅高輪口 改札外 集合 / 受付 

09：35  【Le Ciel】にて品川駅を出発 

↓（電車） 

10：40 貸切ツアーならではの特別ダイヤで久里浜工場へ直接入線 

 

 久里浜工場到着後，３班に分かれて順番にそれぞれ体験を行います。 

A 班 B 班 C 班 

11:00～ 乗務員体験（40分） 

↓ 

11:45～ お昼休憩（40分） 

『崎陽軒シウマイ弁当』または,

『のりだんだん弁当』 

  ↓ 

12:30～ 研修ｾﾝﾀｰ見学（20分） 

  ↓ 

12:55～ 主工場見学（20分） 

  ↓ 

13:20～ 留置車両撮影（20分） 

11:00～ 研修ｾﾝﾀｰ見学（20分） 

  ↓ 

11:25～ 主工場見学（20分） 

  ↓ 

11:50～ 留置車両撮影（20分） 

  ↓ 

12:15～ お昼休憩（40分） 

『崎陽軒シウマイ弁当』または, 

『のりだんだん弁当』 

  ↓ 

13:00～ 乗務員体験（40分） 

11:00～ 主工場見学（20分） 

  ↓ 

11:25～ 留置車両撮影（20分） 

  ↓ 

11:50～ 乗務員体験（40分） 

  ↓ 

12:35～ お昼休憩（40分） 

『崎陽軒シウマイ弁当』または, 

『のりだんだん弁当』 

  ↓ 

13:20～ 研修ｾﾝﾀｰ見学（20分） 

◆ 工場見学・研修センター見学について 
主工場内を周遊して車両部品の見学や機器操作体験， 

京急電鉄職員による工場概要説明などを行います。 

 

◆ 乗務員体験・車両撮影会について 
・運転士体験（ブレーキ試験（マスコン操作）） 

乗務員交代から列車発車までの動作体験 

・車掌体験（車掌スイッチ操作・車内放送） 

列車到着から発車までの動作体験 

・留置車両撮影 

13：45 体験終了後，お手洗い休憩・アンケート記入 

14：00 【Le Ciel】乗車 

14：10 京急久里浜工場 出線 

14：20 京急久里浜駅到着 改札外にて解散 

※ダイヤ乱れ等により，時間や行程は一部変更になる場合がございます。 

トイレ付き車両『Le Ciel』 

ご昼食はお申し込み時に『崎陽軒シウマイ弁当』または、 

『のりだんだん弁当』よりお選びいただけます。 

『のりだんだん弁当』イメージ 

ご昼食について 



ツアー代金 

お支払い方法 

お支払い期日：弊社からの決済専用メール到着後，2 営業日以内 

※決済専用メールの送信は応募受付後，翌営業日中に順次行わせていただきます。 

※応募後，３営業日経っても決済専用メールが届かない場合は，大変お手数ですが 

ページ下部記載のお問い合わせ販売元までご連絡ください。 

※お客さまの申込時間によって，決済専用メールの送信時間が変わりますのでご了承ください。 

※ご利用いただけるクレジットカード会社：VISA もしくはMASTER CARD 

※上記以外のお支払いをご希望のお客さまは，申込みフォームの備考欄にご記入ください。 

※お支払い期日までに弊社にてお客さまのお支払いが確認されない場合，お客さまの 

お申込みは取消扱いとさせていただきます。 

ツアー当日の 

諸注意 

あらかじめお送りする健康チェックシートをご記入のうえ，ツアー当日にご持参ください。 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止によるツアーの催行に関して】 

お客様の健康と安全に配慮し，緊急事態宣言発令や自治体からの移動自粛要請等により，県をま

たいでの移動への制限がかかった場合は，ツアーの催行を中止させていただく場合がございま

す。 

 

【集合・受付について】 

・当日はマスク着用，手指の消毒，検温など感染対策のご協力をお願いいたします。 

 ご協力いただけない場合は，参加をお断りする場合がございます。 

・受付場所は京急線品川駅高輪口改札外となります。 

・受付時間に遅れないようお越しください。 

遅れた場合，参加をお断りする場合がございます。 

・受付時にご本人さま確認をさせていただきます。 

（ご参加されるみなさまが揃ってから受付をお願いいたします）                          

その他の 

諸注意 

【その他の諸注意】 

・ツアー参加のための，交通費・宿泊費・その他経費はお客さまのご負担となります。 

※ツアー代金に含まれるもの： 

運賃（品川駅から久里浜工場，久里浜工場から京急久里浜駅）／貸切利用料／体験費用／ 

昼食代／添乗員費用・諸経費 

・特別な介助を必要とするお客様でご参加をご希望される場合，事前にご相談ください。 

・主催者都合，ダイヤ乱れ等による中止の場合は参加費をご返金いたします。 

（返金方法は中止が決定した際に別途ご案内いたします）。 

中止になった場合でも，お客さま自身がご使用になられた交通費等は自己負担とな 

ります。 

・当日のツアーの様子は撮影（ビデオ・写真）をさせていただき，今後当社のホームページおよ

びイベントポスター等にてご紹介させていただく場合がございますので，あらかじめご了承く

ださい。 

 

【感染防止対策の徹底のお願い】 

ツアー前や当日は，「感染しない！させない！旅行者のための感染防止サポートブック」を参考

のうえ，感染防止対策を徹底して下さいますようお願いします。 

（参考）感染しない！させない！旅行者のための感染防止サポートブック 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/senryaku/kansenboushi-supportbook.html 

（神奈川県のホームページへリンクします。） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/senryaku/kansenboushi-supportbook.html


取消料および 

募集型企画 

旅行契約 

旅行契約の成立後，お客さまのご都合で旅行をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支

払いいただきます。なお，取消日は，お客さまが当社の営業日，営業時間に解除する旨をお申し出

いただいた日といたします。 

【取消料（日帰り旅行他）】 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって  

1)10日目に当たる日以降の解除（2～6を除く） 旅行代金の 20％ 

2)7日目に当たる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の 30％ 

3)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

4)旅行開始当日の解除 旅行代金の 50％ 

5)旅行開始後の解除 旅行代金の 100％ 

6)無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

その他，ご応募いただくにあたり，募集型企画旅行契約をご一読ください。 

 https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf 

注意事項 

個人情報の第三者に対する開示について 

・ご入力いただいた個人情報は，受付確認用にご利用させていただくほか，効果分析資料として， 

個人を特定しない統計情報の形で今後のサービス向上の参考にさせていただきます。 

・ご入力いただいたメールアドレス宛てに，京急グループからの情報メールを配信する場合がござ 

います。 

・個人情報の取り扱いについては，プライバシーポリシーをご参照ください。 

・ご入力いただいた内容について，すべての権利は株式会社京急アドエンタープライズに帰属しま 

す。 

・株式会社京急アドエンタープライズでは，WEB ページ閲覧に関して SSL 対応のブラウザでの 

利用を推奨しております。当ページおよび入力フォームは SSL に対応しております。 

非対応の方は，誠に申し訳ございませんが SSL対応のブラウザよりお申込みください。 

旅行企画 

旅行企画・実施：株式会社京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-2-8 

        観光庁長官登録旅行業第 2020号 

総合旅行業務取扱管理者 石田淳一 

企画協力：京浜急行電鉄株式会社 

参加権利の換金および譲渡はできません。 

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. 045-307-3855（営業時間 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_w84@keikyu-group.jp 

ツアー 

お申込み 

お申込みはこちら（クリックすると応募ページへ飛びます。） 

（申込ページ URL：https://forms.gle/QeJDpWnfffPPmVHV9） 

※6 月 28 日（火）15：00 より申込受付開始となります。 

※Google フォームを使用しての応募となります。 

（Google アカウントの作成は不要です。） 

https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf
https://www.keikyu.co.jp/privacypolicy.html
https://www.keikyu-ad.co.jp/
https://forms.gle/QeJDpWnfffPPmVHV9
https://forms.gle/QeJDpWnfffPPmVHV9


 

 

『久里浜工場見学&乗務員体験ツアー』 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み 

 

 

『旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン』に基づき，以下の対策を実施いたします。 

・受付時は，健康チェックシートをご提出いただくとともに検温の実施および手指のアルコール消毒を実施 

いたします。 

・車内では，外気導入空調による換気を常時実施いたします。 

・飛沫感染防止のため，飲食時には別のグループのお客さま同士が向き合わないように１ｍ以上の間隔を空ける 

など座席配置に配慮いたします。 

・ツアー参加中，飲食時以外にはマスクを必ず着用していただくなど，マスク飲食の徹底をお願いいたします。 

・新型コロナウイルス感染症の感染者との接触を確認ができるスマートフォン向けのアプリ『新型コロナウイル 

ス接触確認アプリ（略称：COCOA）』の活用による，感染拡大防止のご協力をお客さまにお願いいたします。 

・国土交通省，観光庁協力のもと，感染リスクを避けながら安心で楽しくご旅行を楽しんでいただくため， 

旅行者視点の留意点がまとめられた『新しい旅のエチケット』へのご協力をお客さまにお願いいたします。 

 

上記に加え，当社独自の基準に基づき以下の対策を実施いたします。 

・３密を避けるため，募集人数を座席定員の 50％以下である 60名に制限し運行いたします。 

※使用車両 Le Ciel（1000 形）は，４両編成で座席定員 130 名です。 

 

▽ 『旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン』の詳細はこちら 

（日本旅行業協会のホームページへ遷移します。） 

https://www.jata-net.or.jp/virus/211122_tourguideline.html 

 

▽ 『新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）』の詳細はこちら 

（厚生労働省のホームページへ遷移します。） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html?scid=f_goto_cocoa 

 

▽ 『新しい旅のエチケット』の詳細はこちら 

（観光庁のホームページへ遷移します。） 

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

株式会社京急アドエンタープライズ 

神奈川県横浜市西区高島 1-2-8 

ビジネスサポート事業部 

観光庁長官登録旅行業 2020 号 

TEL. 045-307-3855 

 

https://www.jata-net.or.jp/virus/211122_tourguideline.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html?scid=f_goto_cocoa
https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html

