エイベックス株式会社
京浜急行電鉄株式会社
日本空港ビルデング株式会社
２０２１年１１月１日

エイベックス株式会社（本社：東京都港区，代表取締役社長：黒岩 克巳，以下 エイベックス），京浜
急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：原田

一之，以下

京急電鉄）および日本空港ビルデング

株式会社（所在地：東京都大田区，代表取締役社長：横田 信秋，以下 日本空港ビルデング）は，2021
年 11 月９日（火）から 12 月 26 日（日）まで，エイベックスのレーベル「rhythm zone」に所属する，
「三
代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」
（以下 三代目ＪＳＢ）のデビュー10 周年のメモリアルイヤー
に，「BEST BROTHERS CAMPAIGN」を実施します。
本キャンペーンでは，京急電鉄の羽田空港第「３」ターミナル駅，
「三」代目ＪＳＢ，羽田空港第「３」
ターミナルという「３」の数字でつながった３者がタッグを組み，スタンプラリーや限定グッズ販売な
ど，三代目ＪＳＢの世界観を京急線沿線に展開いたします。また，メンバー全員と会えるトークショー
や，ライブ衣装などで彩る「三代目ＪＳＢ”10 年の軌跡展”in HANEDA」も開催し，三代目ＪＳＢの 10
周年をともに祝い，盛り上げます。
本日の情報解禁を皮切りに，11 月８日
（月）には，三代目ＪＳＢと京急電鉄の
コラボレーションならではの「エンタテ
イメント」と「鉄道」が融合したスペシ
ャルコンテンツの発表を行う予定です。
続報にご期待ください。詳細は別紙のと
おりです。

キャンペーンビジュアル

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
営業推進室 TEL：03-5757-8081 9:00–17:30（土日祝除く）
メディアからのお問い合わせ先
広報・ブランド戦略室 TEL：03-5757-8030 9:00–17:30（土日祝除く）

別

紙
京急電鉄×三代目ＪＳＢ×日本空港ビルデング
BEST BROTHERS CAMPAIGN 詳細

１.期間
2021 年 11 月９日（火）～12 月 26 日（日）
２.内容
（1）JSB3 10th ANNIVERSARY STAMP RALLY
イ．実施期間
2021 年 11 月９日（火）～12 月 26 日（日）
ロ．参加方法
スタンプラリーセットを購入のうえ，同封されている STAMP BOARD と京急線フリー区間１日乗車
券を使用し，各ラリーポイントを周遊し全スタンプを集めると，豪華賞品に応募できる応募はが
きと引換えができます。
ハ．スタンプラリーセットの発売金額・数量
発売金額：2,500 円（税込）

※大人・小児共通，送料別

発売数量：15,000 セット

※１回のご注文で２セットまで購入可能

ニ．セット内容
STAMP BOARD，STAMP BOARD HOLDER および京急線フリー区間１日乗車券
※フリー区間：品川駅～上大岡駅，京急蒲田駅～羽田空港第１・第２ターミナル駅

スタンプラリーセット（押印後イメージ）
ホ．発売箇所
京急百貨店オンラインショッピング
商品ページＵＲＬ: https://kichijitsuya.jp/shop/e/ejsb3/
へ．発売期間
第１回 2021 年 11 月 ４日（木）10 時～11 月 ８日（月）

5,000 セット

第２回 2021 年 11 月 10 日（水）10 時～11 月 14 日（日）

5,000 セット

第３回 2021 年 11 月 17 日（水）10 時～11 月 21 日（日）

1,000 セット

第４回 2021 年 11 月 24 日（水）10 時～11 月 28 日（日）

1,000 セット

第５回 2021 年 12 月 １日（水）10 時～12 月 ５日（日）

1,000 セット

第６回 2021 年 12 月 ８日（水）10 時～12 月 12 日（日）

1,000 セット

第７回 2021 年 12 月 15 日（水）10 時～12 月 26 日（日）

1,000 セット

※複数回に分けて発売します。各回とも売切れ次第終了となります。

ト．ラリーポイント（スタンプ設置箇所）
（ｲ）京急百貨店・ウィング上大岡３階

連絡通路

（ﾛ）京急線天空橋駅 HICity 改札内
（ﾊ）HANEDA INNOVATION CITY ゾーンＪ３階
（ﾆ）京急線羽田空港第３ターミナル駅 Ｂ２階改札内
（ﾎ）羽田空港第３ターミナル５階

お祭り広場

（ﾍ）羽田空港第２ターミナル２階

羽田 エクセルホテル東急ロビー

（ﾄ）羽田空港第２ターミナル５階

FLIGHT DECK TOKYO

（ﾁ）京急線羽田空港第１・第２ターミナル駅 第１旅客ターミナル口改札外
（ﾘ）羽田空港第１ターミナル５階

THE HANEDA HOUSE 内

（ﾇ）羽田空港第１ターミナル５階

LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

スタンプラリースポットに設置される等身大パネル
（イメージ）
チ．賞品
特賞：BEST BROTHETRS CAMPAIGN トークイベントご招待

180 名様

Ａ賞：全メンバーサイン入り色紙（宛名入り）

10 名様

Ｂ賞：サイン入り等身大パネル

7 名様

Ｃ賞：駅名看板レプリカ

7 名様

Ｄ賞：キャンペーンオリジナルポスター

200 名様

リ．応募はがき引き換え場所
（ｲ）LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

引換時間：11：00～19：00

（羽田空港第１ターミナル５階）
（ﾛ）京急百貨店３階インフォメーション

引換時間：10：00～20：00

（ﾊ）KEIKYU TIC (Shinagawa)

引換時間： 8：30～20：00

（京急線品川駅）
（2）三代目 JSB”10 年の軌跡展”in HANEDA
イ．実施期間
2021 年 11 月９日（火）～12 月 26 日（日）
ロ．実施内容
ライブ衣装やディスコグラフィで 10 年をたどる企画展を実施します。
ハ．実施場所
羽田空港第１ターミナル５階

THE HANEDA HOUSE 内特設会場

ニ．入場方法
入場無料ですが，入場の際は，当日配布する整理券が必要となります。
【整理券配布開始時間】開催期間中の毎日 10：50 から
※整理券はお並びいただいた順に，早い時間帯からお渡しさせていただきます。
整理券の時間指定はできません。
※整理券の配布は１人につき１枚とします。

ホ．配布状況について
当日の整理券配布状況は，特設ページにてご確認いただけます。
混雑状況ＵＲＬ：https://maguro.keikyu.co.jp/cp/jsb3-bestbrothers/ticket/
※11 月５日（金）公開予定
（3）CHANCE-UP CAMPAIGN
イ．実施期間
2021 年 11 月９日（火）～12 月 26 日（日）
ロ．実施内容
（ｲ）羽田空港内対象店舗にて 3,000 円お買い上げの方から抽選で BEST BROTHETRS CAMPAIGN トークイ
ベントにご招待
【当選人数】20 名様
【対象店舗】LDH kitchen THE TOKYO HANEDA，羽田 エクセルホテル東急フライヤーズテーブル
（ﾛ）京急百貨店または羽田空港内の対象店舗にて 1,000 円以上お買い上げの方から抽選で，BEST
BROTHETRS CAMPAIGN トークイベント生配信視聴券をプレゼント
【当選人数】京急百貨店 400 名様，羽田空港 100 名様
【対象店舗】京急百貨店：３～７階・10 階各店舗
※６階総合サービス，７階ユニクロ，10 階 ABC クッキングスタジオ，
保険見直し本舗を除く
羽 田 空 港：羽田空港第１・第２ターミナル各店舗
（4）お食事・デザート・ドリンクなどのキャンペーンコラボメニューの発売
イ．実施期間
2021 年 11 月９日（火）～12 月 26 日（日）
ロ．実施場所
LDH kitchen THE TOKYO HANEDA（羽田空港第１ターミナル５階）
ハ．実施内容
三代目ＪＳＢの 10 周年を記念したオリジナルメニューを発売します。
ニ．提供メニュー

「JSB IN 和牛
BLACK バーガー」
2,300 円（税込）

「JSB3 10th アニバーサリー

「JSB3 10th アニバーサリー

「JSB3 10th アニバーサリー

ミニデザートプレート」

スペシャルデザートプレート」 ノンアルコールカクテル

2,000 円(税込)

5,000 円(税込)

(Bouquet)」
1,250 円(税込)

（5）キャンペーンオリジナルグッズの発売
※発売期間や商品内容等，詳細については後日キャンペーン特設ホームページにてご案内いた
します。
３．キャンペーン特設ホームページ
ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/cp/jsb3-bestbrothers/index.html
※掲載の画像はすべてイメージのため，変更となる可能性があります。

