２０１６年１２月２日

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：上野 賢了，以下 京急百貨店）
では，2016 年 12 月 27 日（火）から 2016 年 12 月 30 日（金）までの期間，７階催事場にて
「第８回 京急鉄道フェア」を開催いたします。
初日の 12 月 27 日（火）には，「鉄道コレクション 京急新 1000 形 1800 番台２両セット」を
4,000 セット限定販売いたします。また毎年人気のカメラを設置した車両からの映像を，モニタ
ーで映しながら運転した気分で走行体験を行うことができるお子さまに大人気の「巨大ジオラマ
Ｎゲージ鉄道模型運転会」や，12 月 28 日（水）～30 日（金）の３日間限定で電車部品即売会を
開催いたします。
また，イベントステージでは，ＪＴＢ時刻表編集長による時刻表トークショーや日本鉄道党納
会，京急エアトレイン大会，さらに鉄道フェア初！12 月 30 日（金）限定で関東私鉄ゆるキャラ
大集合を開催。京急電鉄“けいきゅん”をはじめ，東急電鉄“のるるん”など６体のゆるキャラ
が登場いたします。
詳細については別紙をご覧ください。

※昨年の鉄道フェアの様子

けいきゅんも登場♪

別

紙
「第８回

１．日

時

京急鉄道フェア」について

2016 年 12 月 27 日（火）～12 月 30 日（金）
※最終日は午後５時にて閉場いたします。

２．場
所
上大岡・京急百貨店 ７階催事場
３．実
施
主催：京急百貨店，共催：京急電鉄
４．お客さまのお問合せ先 京急百貨店
045-848-1111（代表）

≪京急鉄道コレクション≫

12 月 27 日（火）発売
≪鉄道コレクション≫
京急新 1000 形 1800 番台２両セット
<限定 4,000 セット>

3,300 円（税込）

※お一人様 4 セットまで
※12 月 27 日（火）に限り，「鉄道コレ
クション」をお求めの方は，1 階＝緑の
エレベーター前にお集まりください。

京急新 1000 形（貫通形・1800 番台）はステンレス車体の４両編成で，車体前面のデザインが従来の新
1000 形と異なるほか，車体側面も「赤い電車」のイメージを踏襲すべく，幅広の赤・白色フィルムでデ
ザインされており，
「普通から快特，都営浅草線直通列車まで，京急線全線においてフレキシブルな運用
に対応」する車両として運行しています。なお，基本仕様（車両長さ，扉数，座席など）
，基本性能，バ
リアフリー設備のほか，ＬＥＤを使用した室内灯などは，従来の新 1000 形のものを引き続き採用してい
ます。

各種イベント概要について
■巨大ジオラマＮゲージ鉄道模型運転会
会場に巨大ジオラマが登場。見ているだけでも楽しいジオラ
マの模型車両は，手元のレバーで操作し運転することができる
コーナーも用意しました。また，模型車両の前部に小型カメラ
を設置しているため，走行の様子をテレビモニターにてお楽し
みいただくことができ，運転士気分を味わうことができます。
※参加料：１回 100 円
※売上は，全額東日本大震災の被災地へ寄付します。
■人気の鉄道ステージイベント４日間
会場のステージでは，鉄道関連のステージイベントが行われます。テレビなどでも人気の鉄道
タレントに出会えるチャンスです。すべてのイベントは観覧自由（一部は要受付）です。
○12 月 27 日（火）
・時刻表トークショー
午後２時より
出演予定：ＪＴＢ時刻表編集長，貨物時刻表編集長，久野知美

・日本鉄道党年末納会
午後５時より
出演予定：向谷実，野月貴弘，南田裕介，吉川正洋，岡安章介，久野知美

向谷実

吉川正洋
（ダーリンハニー）

岡安章介

久野知美

（ななめ 45°）

○12 月 28 日（水）
・第４回 関東鉄アナ会議
午前 11 時より
出演予定：飯田浩司，小笠原聖，藤富郷，久野知美
・車両＆国鉄トークショー
午後２時より
出演予定：松本典久，池田邦彦（漫画「カレチ」作者），南田裕介，久野知美
・「新・鉄子の旅」トークショー 午後４時より
出演予定：横見浩彦，村井美樹，神村氏，ほあしかのこ，ほか

○12 月 29 日（木）
・スーパーベルズミニライブ

午前 11 時より
≪スーパーベルズ≫
1994 年，車掌ＤＪ野月を中心に結成。1999 年 12 月，電車の車内アナウ
ンスをラップにした車掌ＤＪ曲「MOTER MAN（秋葉原～南浦和）
」で
東芝 EMI よりメジャーデビューし，大ヒットを記録。2000 年，日本有
線放送大賞新人賞を受賞。以降，現代版鉄道唱歌としてシリーズ展開さ
れている。

・第 8 回 京急エアトレイン大会
定 員：先着 20 名様限定

午後１時より

受

付：12 月 29 日（木）午前 10 時より会場にて受付。
※定員になり次第，締切とさせていただきます。
進行役：スーパーベルズ，久野知美
賞 品：優勝,準優勝,京急百貨店賞として，鉄道フェアならではの珍しい鉄道グッズをプレ
ゼントいたします。

○12 月 30 日（金）
・【NEW】関東私鉄ゆるキャラ大集合！！～撮影会～
出 演：京急電鉄
けいきゅん
東急電鉄
のるるん
相模鉄道
横浜シーサイドライン
京成電鉄
江ノ島電鉄
進行役：久野知美

午前 11 時，午後 2 時より

そうにゃん
キラキラ☆シーたん
京成パンダ
えのん

けいきゅん

※出演者名は敬称略。イベント内容，出演者は都合により変更になる場合があります。
予めご了承ください。
※満員の際は，入場を制限させていただきます。
■鉄道グッズ関連商品が大集合
≪電車部品即売会≫
●12 月 28 日（水）
，29 日（木）
，30 日（金）

※混雑の場合は，会場入口にてお並びいただき、
時間制の販売とさせていただきます。
くわしくは，店頭にておたずねください。

≪京急グッズ≫

■ペンケース各種

≪阪神グッズ≫

1,620 円（税込）

■懐中時計

■プラレールアドバンス
京急新 1000 形アルミ車

阪神 5700 系ブルーリボン賞 ver.

10,000 円（税込）
2,700 円（税込）

■ステンレス・マグ

阪神 5700 系

ブルーリボン賞 ver.
■メタリック

阪神 5700 系

1,500 円（税込）
クリアファイル

ブルーリボン賞 ver.

350 円（税込）

■その他
≪京急ＥＸイン品川駅前≫にて鉄道時計付きプランを販売
シングル１泊１名様ご朝食付
「第 8 回

38,600 円（税込）

京急鉄道フェア」を記念して，京急電鉄の運転手が利用している≪鉄道時計付きプラン≫を

販売。ムーブメント（時計）は日本製で専用ケース付。
裏面には，
「京急ＥＸイン乗務区」のオリジナル刻印とシリアルナンバー入り。
※シリアルナンバーの指定は不可。
※京急ＥＸイン高輪・東銀座においても同様プランがございます。
※くわしくは京急ＥＸインＨＰをご覧ください。http://www.keikyu-exinn.co.jp
◇予約開始

2016 年 12 月 1 日（木）

◇対象宿泊期間 2016 年 12 月 23 日（金）～2017 年 1 月 8 日（日）
数量限定３０個となりますので，ご予約はお早めに！！

