
民族衣裳文化普及協会×京急電鉄 

京急初！動く電車動の車内で浴衣の着付体験！ 

実施日時 2022 年 8 月 14 日（日）9：10～18：30 ※雨天決行 

募集定員 40 名様（最少催行人員 30 名様） ※先着順 

対象 18歳以上の女性限定 

募集期間 2022年 7 月 22日（金）15：00～8月 2日（火）17：00まで 

集合場所 
受付場所：京急線品川駅高輪口改札外 

受付時間：9：00～9：10 ※必ず受け時間内にお越しください。 

料  金 

【通 常】 

お一人様 14,000 円（税込） ※御朱印代別途 

【かながわ旅割適用の場合】 

お一人様 9,000 円（税込） +2,000 円のクーポン付 ※御朱印代別途 

※クーポンについては旅行期間中に神奈川県内の飲食店や土産物店等でご利用いただけます。 

※クーポン利用可能な店舗は，「かながわ旅割」のクーポン加盟店に限ります。 

かながわ旅割適用をご希望の場合は，『かながわ旅割注意事項』を必ずご確認ください。 

行  程 

09：10     京急線品川駅高輪口改札外 集合 / 受付 

09：36     『貸切列車』にて品川駅を出発 

移動中の車内にて，グループごとに 

プロの講師による浴衣の着付け体験を行います。 

         （着付け時間約 20分） 

↓（電車） 

10：34     京急久里浜駅 到着後， 

貸切バスへお乗換えいただきます。 

    ↓（貸切バス） 

10：50～11：20  西岸 叶神社（横須賀市） 

    ↓（貸切バス） 

12：00～12：45 【昼食】マホロバ・マインズ三浦 

レストラン花蘰（はなかづら） 

まぐろの尾の身御膳 

↓（貸切バス） 

13：00～13：30  海南神社（三浦市） 

    ↓（徒歩） 

13：35～14：00 【立寄】獲れたて三浦野菜と三崎まぐろの産直センター 

うらりマルシェにてお買い物 

    ↓（貸切バス） 

15：30～16：00  富岡八幡宮（横浜市） 

    ↓（貸切バス） 

16：45～17：15  お三の宮日枝神社（横浜市） 

           ※お三の宮日枝神社参拝後，浴衣は着替えていただき，お持ち帰りいただきます。 

    ↓（貸切バス） 

18：30頃    品川駅 到着 

 

 

トイレ付き新造車両『Le Ciel』 

御朱印をご希望の場合は 

ツアーお申し込みと同時に 

お申し込みください。 
 

※詳しくは『御朱印について』をご確認ください。 

 

プロの講師による着付け体験！ 

浴衣を着て夏詣に参加！ 

着用いただいた浴衣はお持ち帰りいただけます♪ 



浴衣着付けに

関するご案内 

浴衣の着付けは当日，品川駅から京急久里浜駅までの移動中の列車内にて行います。 

※お三の宮日枝神社参拝後，浴衣から着替えていただき，お持ち帰りいただきます。 

◆浴衣の種類はお選びいただけません。 

◆浴衣・帯・下駄（着付けに必要な腰紐等）を一式ご用意いたします。 

◆ゆかたのサイズは， 身丈（身長）163cm 袖丈 49cm 裄 68cm のサイズをご用意いたします。 

 サイズ目安：身長 153cm～163cmぐらいまでの方（細身～普通体型 ヒップ 94cmぐらいまでの方） 

◆1 グループ約 10 名の参加者が同時に着付けを行います。車内での仕切り等はございません。 

 （車内の窓に目隠しを施し，車外からは見えないようにいたします。） 

 

着用いただいた，浴衣はお持ち帰りいただけます。（帯と下駄も含みます。） 

※腰紐は，お持ち帰りいただけません。 

 

《当日の持ち物・服装について》 

・Ｔシャツ等の上からお着せするため，襟元が見えないようにＵ首状のシャツやタンクトップ， 

短パンを着用の上，お越しください。 

・髪をアップにするピン止めやシュシュ等は各自ご用意いただきます。 

・私服や浴衣をお持ち帰りいただくための大きめのかばんや袋はご自身でお持ちください。 

かながわ旅割 

注意事項 

「かながわ旅割」適用をご希望の場合，必ずご確認ください。 

かながわ旅割適用の場合，ツアー料金 14,000 円から 5,000 円割引いたします。 

さらに，旅行期間中に神奈川県内の飲食店や土産物店等で利用できるクーポンを 2,000 円付与し

ます。（クーポンのご利用は「かながわ旅割」のクーポン加盟店に限ります。） 

 

〇かながわ旅割適用となる方 

➀ツアー参加時点で神奈川県および隣接県・地域ブロックに在住の方（在留外国人を含む） 

ツアー当日，参加者全員分の居住地確認をします。 

必ず本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）をご持参ください。 

※隣接県・地域ブロックの範囲は、神奈川県民・茨城県民・栃木県民・群馬県民・埼玉県民・ 

千葉県民・山梨県民・静岡県民の方となります。  

➁以下の（A）または（B）を満たす方。 

（A）神奈川県民の方は，ワクチンを３回以上接種していること。 

※隣接県および地域ブロックの在住者についても，３回以上の接種が必要です。 

（B）ツアー当日の３日前以降に検体採取したＰＣＲ検査結果か抗原定量検査結果が陰性で 

あること（抗原定性検査の場合は前日または当日） 

※ツアー当日受付時に，➀本人確認のための身分証明書と➁(A) か (B) が確認できる証明の 

 ２点をツアー添乗員へご提示いただきます。（画像やコピーでも可） 

※当日，証明を忘れた場合やご提示いただけない場合は，居住地等の確認が出来ないため， 

割引対象外となります。後日割引分をご精算いただきますのでご注意ください。 

 ※新型コロナウイルス感染症の再拡大等により，かながわ旅割の適用は中止となる場合があり

ます。その場合，ご予約を変更・取消しされる場合は，割引前のツアー料金に対して規定の手

数料が発生します。 

 

〇クーポンについて 

・クーポンについては旅行期間中に神奈川県内の飲食店や土産物店等でご利用いただけます。 

・クーポン利用可能店舗は，「かながわ旅割」のクーポン加盟店に限ります。 

 ＵＲＬ：https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=412171&sbox=none 

     （外部サイトへ遷移します。） 

https://www.kanagawa-kankou.or.jp/?p=we-page-entry&spot=412171&sbox=none


御朱印 

について 

 

・御朱印をご希望の方はツアーお申し込み時にお申し出ください。 

【本ツアー対象神社】4 神社の御朱印代 2,000 円 

 西岸 叶神社 / 海南神社 / 富岡八幡宮 / お三の宮日枝神社 

・ツアー代金とは別に御朱印代を頂戴いたします。 

決済方法は，ツアー代金と同様にクレジットカード（VISA・Master Card）となります。 

その他の決済方法をご希望の方は、お申し込みフォームへご入力ください。 

 

※本ツアーでは，夏詣オリジナル御朱印のみのご用意となります。 

※原則，御朱印帳への直書きではなく，書置きの御朱印をご用意いたします。 

※当日の御朱印受付は状況によりお受けできない場合がございますのでご了承ください。 

各神社の詳細・御朱印については，夏詣キャンペーンサイトをご覧ください。 

夏詣キャンペーンサイト：https://www.keikyu.co.jp/cp/natsumode2022/index.html 

            （外部サイトへ遷移します。） 

ツアー代金 

お支払い方法 

お支払い方法：クレジットカード払い（VISA もしくは MASTER CARD） 

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 

 

※お申し込み時にご入力いただいたメールアドレス宛に決済専用メールをお送りいたしますので 

お支払い期日までに決済のお手続きをお願いいたします。 

※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。 

※お申し込み後，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り，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。 

※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） 

 

https://www.keikyu.co.jp/cp/natsumode2022/index.html


その他の 

諸注意 

【その他の諸注意】 

※最少催行人員に満たない場合，1週間前までに中止のご連絡をさせていただきます。 

・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： 

貸切列車利用料・運賃（品川駅から京急久里浜駅までの片道／貸切バス代／有料道路代／ 

浴衣・帯・下駄（着付け代含む）／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。 

・主催者都合での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遷移します。） 

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。 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/senryaku/kansenboushi-supportbook.html
https://www.keikyu-ad.co.jp/business/pdf/yakkan01.pdf
https://www.keikyu.co.jp/privacypolicy.html


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 

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/vENLmNr2KdAYGVn49） 

※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/
mailto:travel_w84@keikyu-group.jp
https://forms.gle/vENLmNr2KdAYGVn49
https://forms.gle/vENLmNr2KdAYGVn49

