京急百貨店

紳士服大市

KEIKYU PREMIERE POINT

※初日10月31日
（水）
は14：00開場、最終日11月6日
（火）
は、
当会場のみ17：00に閉場いたします。

［会

場］7階＝催事場

京急プレミアポイント
クレジットカードご提示特典

スーツのパンツ
裾上げ加工料無料

京急百貨店お歳暮ギフトセンター

［期
間］11 月 8 日
（木）〜 12 月 25 日（火）
［営業時間］10：00〜20：00

※写真はイメージです。

※最終日12月25日
（火）
は、当会場のみ17：00に閉場いたします。

［会

場］7階＝催事場

TEL

Web会員に登録すると、おトクに便利に使えます!

10%OFF

マイページ画面で
貯まったポイント数を確認できます。

045 - 848 - 1111（代表） http://www.keikyu-depart.com

■交通／京急線上大岡駅直結

カードご利用時の 基 本 ポ イ ン ト
特典（P：ポイント） クレジットポイント

京急プレミアポイントWebサイトが
リニューアルいたしました!!

ハートフルギフト 約400商品

京急プレミアポイント
クレジットカードご提示特典
お問い合わせ

京急プレミア
ポイントプレス

PRESS 11

［期
間］10 月 31 日
（水）14：00 〜 11 月 6 日（火）
［営業時間］10：00〜20：00

［ 商品お買上げ］
108円 につき1P（セール品等一部除外もございます）
）商品お買上げ］
100円 につき1P（食品・レストラン等は200円につき1P ［

登録したPASMO電子マネー決済で、
京急プレミアポイントが貯まります。

京急ストア

かながわギフト承り中

（対象店舗での決済に限ります。詳しくはWebをご覧ください。）

京急ストアがおすすめする、
かながわギフトを
ご用意しております。

京急プレミアポイント加盟店
各店のHOTな
最新情報をお知らせいたします。

【相模ハム】
相模バラエティギフト〈SGK-302〉
参考税込価格

3,456 円

早期ご予約
承り特典

11月30日
（金）
まで

表示価格より

10%OFF

※写真はイメージです。

［予約承り期間］12 月 14 日
（金）
まで

◎予約承り店舗：京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニオン
（新橋店を除く）各店
※詳しくは、店内ポスター、パンフレットをご覧ください。

京急プレミアポイントに関連する
キャンペーンや
イベント情報を発信いたします。

お問い合わせ 京急ストア、京急ストアスパーク、
もとまちユニオン各店 http://www.keikyu-store.co.jp

カードご利用時の特典（P：ポイント）※京急ストア みなとみらい店・伊勢佐木町店は除きます。
基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

216 円 につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］
100 円 につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］

京急プレミアポイントプレス今月号およびバックナンバーは、HPからもご覧いただけます。

KEIKYU PREMIERE
POINT PRESS │11月号│
2018年10月20日発行
（通巻163号）

京急プレミアポイント事務局

0120 - 014 - 521（10：00〜17：00 年末年始を除く）
※土日・祝日のお問い合わせについては、
ご回答およびご対応が
できない内容がございますので、
ご了承ください。

京 急プレミアポイント
編集：
（株）
京急アドエンタープライズ

検

索

ANAのマイルとの
相互交換サービスや義援金に
交換できます。

Web会員登録でもれなくポイントプレゼント！
！
詳しくは中面キャンペーン情報をご覧ください。

eb サイト
京 急 プレミア ポイントW
ン
リニュー ア ル キャン ペ ー

Web会員登録の方法はこちら

1月 20 日（火 ）
■期 間：10 月1 6日（火 ）〜1

STEP

1

京急プレミアポイントWebサイトに
アクセスし、
「新規登録」に進みます
QRコードからもアクセスできます

▼

1

期間中Webサイト新規会員登録で
もれなく50ポイントプレゼント！※1

PASMOをお持ちの方は、さらに
PASMO番号の登録で50ポイントをプレゼント。※1 ※２

※1：ポイント付与は12月初旬となります。
※2：すでに
「駅ナカポイントサービス」
にご入会済みの方は対象外となります。

2

Webサイト会員様限定大抽選会

STEP

2

「会員情報を登録済みの方」
を選択

STEP

3

会員規約に同意（■にチェック）

期間中、Webサイトに会員登録および
京急プレミアポイント加盟店にて合計5,000円（税込）以上
お買い上げの方から抽選で豪華賞品をプレゼント!!

自動エントリー抽選となります ※
※：当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

賞品内容
【観音崎京急ホテル】グランピング＋アロマ体験

2組
4名様

【ホテル京急油壺観潮荘】
個室露天風呂付宿泊（1泊）＋夕食まぐろづくし

2組
4名様

【伊豆長岡温泉 京急ホテル】
宿泊（1泊2食付）＋いちご狩り

3組
6名様

【葉山マリーナ】
チャータークルージング＋オリジナルワイン

3組様

【京急百貨店】手づくりパン教室＋ホームベーカリー

2組
4名様

【日本旅行】ロイヤルウイングディナークルーズ

2組
4名様

【ビッグロック横浜京急鶴見店】
ボルダリング体験+レッスン

5組
10名様

〜10名様まで参加可能のクルージング〜

みさきまぐろきっぷ

20組
40名様

京急プレミアポイント…500ポイント

100名様

詳しくはWebサイトをご覧ください。 京 急プレミアポイント
クレジット機能付ポイントカード（クレジット会員）

特典対象
カード

検

カード認証

STEP

4

STEP

5

メールアドレス・パスワードの入力

6

会員情報のご登録・変更

STEP

（ポイントカード番号・生年月日などの入力）

ご登録完了!!
KEIKYUポイントため〜るご会員の皆さまへ
長らくご愛顧いただきました「KEIKYUポイントため〜る」
は、
サービスを終了させていただきました。
お手数ではございますが、上記手順より
京急プレミアポイントWebサイトへのご登録をお願いいたします。
※京急プレミアポイントWebサイトでは、フィーチャーフォンでの会員登録ができません。
スマートフォンまたはパソコンをご利用ください。

索

ポイント専用カード（ポイント会員）

プレミアポイント＆サービス

基 本 ポ イ ン ト 京急プレミアポイントカード提示で付与されるポイント

クレジットポイント クレジット会員がクレジット決済した場合、基本ポイントに加え付与されるポイント

京急プレミア
京急プレミア
京急プレミア
ポイント ゴールド ポイント シルバー ポイントPASMO

京急プレミア
京急ポイント
ポイント クリスタル カード

京急百貨店
カード

京急プレミア
ポイント クリスタル

（三塔デザイン）

京急プレミア
ポイント クリスタル

（ポルルンデザイン）

クレジット会員特典 クレジット機能付ポイントカード提示で受けられる特典

