
 

浴衣で怪談⁉ 京急×シーバス 納涼クルーズプラン 
実施日時 2022 年 8 月 6 日（土）クルーズ 19：30～20：30 ※雨天決行、荒天中止 

募集定員 80 名様（最少催行人員 40 名様） ※先着順 

募集開始 2022年 7 月 11日（月）13：00より募集開始 

集合場所 
受付場所：【着付け会場】横濱ハイカラきもの館 山下町店 浴衣特設会場 

受付時間：着付け時間により異なります。 

料  金 
お一人さま 17,500円（税込）  

乗船料+船内でのビール+もらえる浴衣・帯・下駄の 3 点セットに着付け付！ 

参加条件 

➀ツアー当日時点で 20歳以上の方 

➁下記いずれかの証明書類をツアー当日にご提示いただける方 

A.ワクチンを２回以上接種済みであり、２回目のワクチン接種から 14 日以上経過していること， 

またはワクチンを３回以上接種していること。 

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） 

※当日、受付時に上記➀と➁（➁はA または B のいずれかひとつ）を確認できる証明書を 

ご提示いただきます。（証明書の写しや写真画像でも可） 

ご提示いただけない場合、当日でも参加をお断りさせていただきます。 

その場合、ツアー代金の返金はいたしませんのでご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大により，条件は変更となる場合がございますのでご了承ください。 

行  程 

浴衣で怪談⁉ 京急×シーバス 納涼クルーズプラン 

13：00～ お申し込み時に、ご希望の着付け時間帯ご入力いただきます。 

【着付け時間帯】 

➀13:00～15:00 のうち、30 分前に受付 

➁15:30～17:30 のうち、30 分毎に受付 

※着付け所要時間約４０分〜６０分 

【着付け会場】 

横濱ハイカラきもの館 山下町店 浴衣特設会場 

       【アクセスを確認する】（外部サイトへ遷移します。） 

※予約状況によりご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。 

※混雑時はお待ちいただくことがあります。 

19：45  乗船開始 ピア赤レンガのりば 【アクセスを確認する】 

19：30  出航 

ピア赤レンガのりば出発-横浜駅東口（横浜ベイクォーター）着の 

京急ラッピングシーバスを使った約 1 時間のクルーズをお楽しみいただきます。 

また、船内では橘ノ 圓満氏による怪談（約 20分）や、 

戎谷俊太氏による JAZZ演奏のアトラクションを楽しみながら、 

地元 YOKOHAMA BEER とスナックで至福のひと時をご提供いたします。 

 

 

 

 

20：30  横浜駅東口（横浜ベイクォーター） 到着・解散 

※天候等により，時間や行程は一部変更になる場合がございます。 

YOKOHAMA BEER     スナック 怪談：橘ノ 圓満氏 JAZZ 演奏：戎谷俊太氏 京急シーバス 

※写真はイメージです。 

https://www.shinnichiya.com/yokohama-kimono_access
https://www.google.com/maps/place/%E3%83%94%E3%82%A2%E8%B5%A4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%81%AE%E3%82%8A%E3%81%B0/@35.4522327,139.6449294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60185cf8cbeadadb:0xa577a522b7d93002!8m2!3d35.4522327!4d139.6449294


ゆかた着付け

に関する注意

事項 

【お申し込み後の流れ】 

1．お申し込み後、翌営業日中に【決済専用メール】をお送りさせていただきますので 

  メールに記載の期日までに決済のお手続きをお願いいたします。 

2．決済完了後、集合時間（着付け時間）を記載した【予約確定メール】をお送りいたします。 

3．当日は、「浴衣特設会場」受付でご予約名と【予約確定メール】を提示してください。 

4．好きな浴衣・帯・下駄を選んで着付け（ヘアセットは事前にすませてご来店ください） 

5．着付け後、乗船時間までに乗船場所へご集合ください。 

クルーズ後、浴衣はそのまま着てお持ち帰りいただけます。 

 

※混雑時はお待ちいただくことがあります。 

※荷物のお預かりはできません。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【当日の持物（浴衣着付けに必要なもの）】 

◆女性 

浴衣スリップ（浴衣の下に着る肌着）、腰紐 3本、フェイスタオル 2本、洋服・靴を持ち帰る袋 

◆男性 

ステテコ、腰紐 1本、フェイスタオル 2本、洋服・靴を持ち帰る袋 

 

※持ち物は会場でも割安で販売しております。（価格は変更になる場合があります） 

・浴衣スリップ ￥1,650、LL￥2,750 

・ステテコ ￥2,200 

・腰ひも（女性用）1本 ￥330／（男性用・長め）1本 ￥550 

・フェイスタオル 1本 ￥110 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【よくある質問】 

・浴衣の種類（商品は常時入れ替わります） 

女性：約 100枚の中からお選びいただけます。 

浴衣はすべて新品で、柄は渋いものから華やかなものまでたくさんあります。 

10～70代以降の幅広い年代の方に楽しんでいただけます 

男性：M・L・LL各サイズ約 10枚 紺・黒・グレーをベースに細かい柄が多いです。 

 

・浴衣のサイズ 

女性：衣フリーサイズ（身長 150～175cm、ヒップ～100cm）、 

下駄フリーサイズ（23～24.5cm） 

※着付けである程度は調節できますが、胸・ウエスト・ヒップが 100cm を超えると 

浴衣が合わさらない場合があります 

男性：浴衣 M（身長 160～165cm）、L（身長 165～175cm）LL（身長 175～180cm)、

下駄フリーサイズ（25～27.5cm） 

 

※大きいサイズもご用意がございますが数に限りがあります。（追加料金がかかります。） 

 ご希望の方は事前に申込フォーム備考欄へご入力ください。 

女性浴衣 LL（約 10種類） +￥1,650、下駄女性 LL（25～26.5cm）+￥330 

男性浴衣 3L（黒 1種類のみ、身長 180cm～）+￥1,650、男性下駄 LL（28cm～）+￥330 

下駄が履けない場合は帯 2本に交換もできます、スタッフにお声掛けください。 

 



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。 

・受付場所は横濱ハイカラきもの館 山下町店 浴衣特設会場となります。 

・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】 

※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： 

京急シーバス乗船料／浴衣・帯・下駄（着付け代含む）／飲食代／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。） 

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 

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/9BRwc8qfMHEjn8Wu9） 

※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/9BRwc8qfMHEjn8Wu9
https://forms.gle/9BRwc8qfMHEjn8Wu9

