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２０１９年 ６月２４日 

京成グループ 

職業体験型学習プログラム 

「京成きっずアカデミー」を開催 
全１７回（７月２８日～８月２７日） 

参加者募集中 

    

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：小林 敏也）をはじめとする京成グループの 

１４社では、夏休み期間中の７月２８日（日）から８月２７日（火）までの間、小学生を対象

とした職業体験型学習プログラム「京成きっずアカデミー」を開催します。 

「京成きっずアカデミー」はＣＳＲ活動の一環として、小学生とその保護者の方を対象

に、京成グループの様々な仕事を楽しく体験し、京成グループへの理解を深めていただ

くとともに、将来の京成ファンを増やすことを目的として、２０１５年より開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は過去最多となる１４社が鉄道の駅やバス・タクシーの営業所、レジャー施設、

自動車工場等で、全１７回開催します。夏休みの楽しい思い出づくりや自由研究などに

「京成きっずアカデミー」を是非ご活用ください。 

「京成きっずアカデミー」の開催概要は次頁のとおりです。  

昨年の「京成きっずアカデミー」の様子 



「京成きっずアカデミー」について 

 

１．名 称   京成きっずアカデミー 

 

２．開催日程   ２０１９年７月２８日（日）～８月２７日（火） 

 

３．参 加 費   無料 

 

４．募集要項 

（１）対 象   小学生１名さまと保護者１名さまのペア 1組 

（２）募集期間   ２０１９年６月２４日（月）～ 

※プログラムによって募集人員・締切日が異なります。 

（３）応募方法   応募フォームよりご応募ください 

（https://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/cp/kids/index.php） 

※応募者多数の場合は、抽選となります。 

※当選された方にのみ、主催会社よりご連絡いたします。 

※ご応募いただいたお客さまの個人情報は、当イベントに関する 

事務以外の目的で使用することはございません。 

 

５．主催会社   京成グループ１４社 

京成電鉄／新京成電鉄／北総鉄道／関東鉄道／京成バス／ 

千葉内陸バス／京成タクシー船橋／水戸京成百貨店／ 

ユアエルム京成／コミュニティー京成／新京成リテーリングネット 

筑波観光鉄道／イウォレ京成／京成自動車工業 

 

６．お客さまのお問い合わせ先 

京成お客様ダイヤル ０５７０－０８１－１６０（ナビダイヤル） 

音声ガイダンスに従い【４番】を選択してください。≪平日９：３０～１７：４８≫  

 ※実施内容の詳細については、直接主催各社にお問合せください。 

 

７．その他   プログラムや開催日時・場所等については別紙をご参照ください。 

 

以  上  

 

https://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/cp/kids/index.php


【別紙】

場所 主催・お問い合わせ先

1 バス営業所での運転士・運行管理者のお仕事体験 7月28日 (日)
09：00
～13：00

千葉内陸バス みつわ台車庫 3組 6名 小学1年生～6年生 7月12日 (金)
千葉内陸バス(株)
＜千代田営業所＞
TEL：043-423-4573

2 ケーブルカーでのお仕事体験 7月28日 (日)
09：30
～12：00

筑波山ケーブルカー 5組 10名 小学生以上のお子様 7月15日 (月)
筑波観光鉄道(株)
＜運輸部＞
TEL：029-866-0611

3 新津田沼駅でのお仕事体験 7月30日 (火)
10：00
～12：00

新京成電鉄 新津田沼駅 5組 10名 小学4年生～6年生 7月10日 (水)
新京成電鉄(株)
＜お客さま案内番号＞
TEL：047-389-1249

4 新鎌ヶ谷駅でのお仕事体験 7月30日 (火)
10：00
～12：30

北総鉄道 新鎌ヶ谷駅 5組 10名 小学4年生～6年生 7月15日 (月)
北総鉄道(株)
＜運輸部旅客課＞
TEL：047-445-7161

5 スーパー銭湯でのお仕事体験 8月1日 (木)
13：00
～15：00

笑がおの湯 千葉寒川店 2組 4名 小学1年生～6年生 7月18日 (木)
(株)コミュニティー京成
＜笑がおの湯 千葉寒川店＞
TEL：043-264-4126

6 水海道駅でのお仕事体験 8月3日 (土)
10：00
～12：40

関東鉄道常総線 水海道駅 2組 4名 小学4年生～6年生 7月22日 (月)
関東鉄道(株)
＜鉄道部業務課＞
TEL：029-822-3718

7 バス営業所でのお仕事体験 8月3日 (土)
16：00
～19：00

京成バス 新習志野高速営業所 5組 10名 小学1年生～6年生 7月22日 (月)
京成バス(株)
＜新習志野高速営業所＞
TEL：047-470-6071

8 京成上野駅でのお仕事体験 8月6日 (火)
10：30
～12：30

京成電鉄 京成上野駅 7組 14名 小学1年生～6年生 7月23日 (火)
京成電鉄(株)
＜京成お客様ダイヤル＞
TEL：0570-081-160【4番】

9 コンビニでのお仕事体験 8月7日 (水)
13：00
～15：00

セブンイレブン新京成ＳＴ高根公団店 2組 4名 小学4年生～6年生 7月22日 (月)

新京成リテーリングネット
(株)
＜営業部＞
TEL：047-467-9081

10 ショッピングセンターでのお仕事体験 8月9日 (金)
14：00
～16：00

ショッピングパーク ユアエルム八千代台店 4組 8名 小学1年生～6年生 7月26日 (金)
(株)ユアエルム京成
＜八千代台店事業部＞
TEL：047-484-1311

11 成田空港駅でのお仕事体験 8月20日 (火)
10：30
～12：30

京成電鉄 成田空港駅 7組 14名 小学1年生～6年生 8月6日 (火)
京成電鉄(株)
＜京成お客様ダイヤル＞
TEL：0570-081-160【4番】

12 自動車工場でのお仕事体験 8月21日 (水)
13：30
～16：00

京成自動車工業 本社工場 8組 16名 小学3年生～6年生 8月7日 (水)
京成自動車工業(株)
＜総務部総務課＞
TEL：047-377-0132

13 映画館でのお仕事体験 8月22日 (木)
10：00
～13：30

京成ローザ⑩ 5組 10名 小学1年生～6年生 8月8日 (木)
(株)イウォレ京成
＜京成ローザ⑩＞
TEL：043-225-6355

14 ロープウェイでのお仕事体験 8月25日 (日)
09：30
～12：00

筑波山ロープウェイ 5組 10名 小学生以上のお子様 8月12日 (月)
筑波観光鉄道(株)
＜運輸部＞
TEL：029-866-0611

15 百貨店でのお仕事体験(ＡＭ)
10：30
～12：30

2組 4名

16 百貨店でのお仕事体験(ＰＭ)
14：30
～16：30

2組 4名

17 タクシー営業所でのお仕事体験 8月27日 (火)
10：00
～12：00

京成タクシー船橋(株) 本社 10組 20名 小学1年生～6年生 8月13日 (火)
京成タクシー船橋(株)
＜営業部＞
TEL：047-431-7137

※６月２６日追記　北総鉄道(株)の開催場所について、開催場所を　(前)千葉ニュータウン中央駅⇒(後)新鎌ヶ谷駅 へと
変更させていただきました。


その他の詳細・ご応募についてはこちらのＷｅｂページをご覧ください。https://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/cp/kids/index.php

２０１９年「京成きっずアカデミー」

8月12日 (月)

プログラム 開催日時（予定） 募集人数・対象 応募締切

小学1年生～6年生京成百貨店8月26日 (月)
(株)水戸京成百貨店
＜総務部＞
TEL：029-221-1482


