
 

 

 

 

気軽に遠くに行けない今、羽田空港＆京急沿線で「はねのばし」  

「ちょっと羽田ではねのばしキャンペーン」第 2 弾  
～お子さまランチ無料券＆スタンプラリー絵本付きのキャンペーンリーフレット配布中！～  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日本空港ビルデング株式会社と京浜急行電鉄株式会社は、2021 年８月１日（日）～９月 30 日

（木）の期間、ファミリーを対象に「羽田空港×京急電鉄 ちょっと羽田ではねのばし」キャンペー

ン第２弾を実施します。 

 

本キャンペーンは、コロナ禍において気軽に遠くに行けない今、“ちょっと”家を飛び出し、身近

な羽田空港と京急沿線で “はねのばし”していただこうと企画したもので、キャンペーン期間中、

リーフレット持参で羽田空港と京急百貨店の指定店舗で対象メニューを注文すると、お子さまラ

ンチ（小学生以下対象）が無料となるほか、楽しいオリジナルランチョンマットをプレゼントします。 

 

また、夏の想い出を残してもらうため、スタンプを集めると京急と羽田空港での楽しい一日を描い

た「絵本」が完成する「スタンプラリー」も開催いたします。 

期間中は、羽田空港のおいしい情報を発信する「夏のはねのばしトレイン」を運行。羽田空港第

１ターミナルでは過去に京急車両に掲出したヘッドマークを紹介するパネル展を、京急百貨店で

は羽田空港のおすすめなどを紹介するパネル展を開催いたします。  

そのほか、「京急ミュージアム＆羽田空港を満喫ツアー」（有料）など、盛りだくさんの企画は、各

駅で配布するリーフレットでご紹介します。 

 

今後も両社は、羽田空港と京急沿線の活性化を図るべく、さまざまな情報発信に努めてまいりま

す。詳細は別紙のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年 7 月 28 日 

日本空港ビルデング株式会社 

本件に関するお問い合わせ： 

日本空港ビルデング株式会社 広報・ブランド戦略室 TEL:03-5757-8030  9:00–17:30（土日祝除く） 

京浜急行電鉄株式会社     広報・マーケティング室 報道担当  TEL:045-225-9355 

  



 

 

「羽田空港×京急 ちょっと羽田ではねのばしキャンペーン」概要＜別紙＞ 

 

１． 実施期間   

2021 年８月１日（日）～９月 30 日（木） 

２．実施内容 

（1）おいしいごはんでちょっとはねのばし 

  羽田空港、京急百貨店の指定店舗で、対象メニューを注文し、キャンペーンリーフレット

に付いている「お子さまランチ無料券」をお持ちいただくと、大人１人に対して小学生以

下のこども１名を対象に「お子さまランチ」が無料になります。また、対象メニューなら

びにお子さまランチには、オリジナルランチョンマット（「まちがい探し編」「めいろ編」

のどちらかを）をプレゼントします。大人さまランチが食べられるお店もあります。 

  ☆お子さまランチ無料店舗（オリジナルランチョンマットもプレゼント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆オリジナルランチョンマット提供店舗および対象メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※店内でのご利用に限ります。   

施設名 店舗名 対象メニュー

ル・シエール 野菜も摂れる大人のお子さまプレート

ANA FESTA 魚米処 旬 1,000円（税込）以上の定食注文

銀座 木屋 840円（税込）以上のお食事注文

ドンサバティーニ お食事注文

エアポートグリル＆バール お食事注文

焼肉 新宿幸永 本日のランチ注文

とんかつ和幸 えびフライと一口かつの大人さまランチ

ターボロ・ディ・フィオーリ ハンバーグとナポリタンの大人さまランチ
京急百貨店

羽田空港ターミナル

施設名 店舗名 対象メニュー 施設名 店舗名 対象メニュー

永坂更科布屋大兵衛 キッズ天ざる 美食焼肉葉

つな八 お子さま天丼 Produced by TORAJI

築地寿司清 お子さまメニュー
とんかつ 美とん さくら

い
お子さまランチ

とんかつ和幸 お子さまとんかつご飯 宝田水産 お子さまプレート

サンマルク お子さまステーキ 鶏五味
ラーメンセット（お子さま

セット）

チェゴヤ お子さまビビンバ
ケンタッキー・フライド・

チキン
キッズセット

おぼんdeごはん おぼんdeお子さまランチ 清華ラーメン お子さまラーメン

福ろく寿 お子さま御膳 カプリチョーザ お子さまパスタ

ターボロ・ディ・フィオー
リ

お子さまピザ かにチャーハンの店Dining なかよしパスタ

點心茶室 お子さまセット オーブン亭 お子さまプレート

グランドゥーカ お子さま用ミニコース 直久
お子さまラーメン（炒飯）

セット

牛兵衛 草庵 お子さま焼肉プレート とんかつ和幸 お子さまとんかつご飯

マンゴツリーカフェ+バー キッズヌードル，炒飯 イタリアンダイニングドナ キッズセット

あきた美彩館 わらじっこランチ 実演手打ちうどん杵屋 お子さまプレート

回転寿司 魚敬 お子さまセット

花旬庵 お子さまランチ

京急百貨店

お子さまうどん/お子さま
クッパ/お子さまビビンバ

ウィング久里浜

ウィング上大岡

ウィング高輪



 

 

（2）スタンプラリー絵本 

  キャンペーンリーフレットに付いているスタンプラリー台紙に羽田空港と京急沿線８か所

のスタンプを集め、キャンペーンリーフレットから切り離し、折りたたむと絵本が完成し

ます。さらに、６か所以上スタンプを集めると、指定場所で応募はがきをプレゼントし、

切手を貼って投函すると、抽選で賞品が当たります。 

  ☆スタンプ設置箇所（８か所） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆応募はがきプレゼント場所（３か所） 

   羽田空港第１ターミナル２階 ル・シエール 

   羽田空港第２ターミナル４階 エアポートグリル＆バール 

   京急百貨店３階 インフォメーション 

  ☆賞 品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 2021 年 11 月 1 日（月）～11 月 14 日（日）までの指定日（17：00～18：30） 

※応募はがきに必要事項を記入したうえ所定の切手を貼付してから投函ください。 

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

京急蒲田駅 自動改札機付近（改札外）

第１ターミナル口（改札外）

第２ターミナル口（改札外）

京急百貨店（上大岡駅） インフォメーション前（３階）

ウィング高輪（品川駅） WEST-I２階　らせん階段前

THE HANEDA HOUSE（５階）

ル・シエール（２階）

羽田空港第２ターミナル FLIGHT DECK TOKYO（５階）

　　設置箇所

羽田空港第１・第２ターミナル駅

羽田空港第１ターミナル

賞品名 当選人数

Ａ賞 お子さま向け飛行機グッズ（10,000円相当）※3～6歳対象 ３名

Ｂ賞 京急ミュージアムひとり占め貸切体験 注1 ２組

Ｃ賞 ANAモデルプレーン1：200 BOEING787-8 １名

Ｄ賞 LDH kitchen THE TOKYO HANEDA お食事券10,000円分 ２名

Ｅ賞 京急オリジナルグッズ＋オリジナルデザインクオカード5,000円分 １名

Ｆ賞 LUXURY FLIGHT 羽田空港店15分フライトシミュレーター体験無料 10組

Ｇ賞 HydroFlask ANA HAWAIボトル＆フリップキャップセット ２名

Ｈ賞 HAIR DRESSER by atelier haruka 親子でおしゃれにペアネイルコース ３組

I賞 リンガーハット プレミアム ⾧崎あじわいカタログギフト ５名

J賞 羽田空港で人気和食レストラン ひとしなやのお米 多古米３㎏ ３名



 

 

 （3）京急ミュージアム＆羽田空港を満喫ツアー 

  京急ミュージアム見学と羽田空港での和菓子作りがセットになった特別ツアー。電車の歴

史や食育、空港について楽しく学べます。 

 イ．開催日時  2021 年９月 25 日（土）12：30～ 

 ロ．募集人数  16 組 32 名さま（抽選） 

 ハ．参加料金  お一人さま 7、000 円（税込）※大人・こども同一料金 

 ニ．募集方法  京急電鉄ホームページ内「第２弾！ちょっと羽田ではねのばし」特設ページ 

 ホ．募集期間  2021 年８月 10 日（火）10：00 から 2021 年８月 27 日（金）17：00 まで 

 

（4）「夏のはねのばしトレイン」の運行 

車内中吊りポスターと窓上ポスターで、羽田空港のおいしい情報を発信する列車を運行し

ます。 

イ．運行期間  2021 年８月２日（月）～９月 30 日（木） 

 ロ．使用車両  2100 形（KEIKYU BLUE SKY TRAIN） 

  ハ．運行区間  京急線全線（当日の運行情報につきましては京急電鉄 WEB サイトをご確認く

ださい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）羽田空港・京急パネル展 

  羽田空港では京急のヘッドマークパネル展、京急百貨店では羽田空港のおすすめなどを紹

介するパネル展を開催します。 

 イ．開催期間  2021 年８月１日（日）から 2021 年９月 30 日（木）まで 

 ロ．開催場所  羽田空港第１ターミナル６階 スカイギャラリー 

         京急百貨店・ウィング上大岡３階 連絡通路 

 

３．お客さまのお問い合わせ先 

 京急ご案内センター TEL 03-5789-8686/045-225-9696 

  （平日  ９：00～17：00 土・日・祝日 ９：00～17：00） 

 ※営業時間は変更になる場合がございます。 

※新型コロナウィルス感染拡大状況等により、イベント内容等は予告なく変更・中止する場合

がございます。 

※各店舗の営業状況が変更となる場合がございます。ご利用の際は、必ず各店舗にご確認くだ

さい。 

※お出かけの際は、感染症拡大防止対策を行ったうえでお出かけください。      以上 

車内中吊りポスター ヘッドマーク 

 


