
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 3
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

京急メモリアル

クレジットポイント 100円につき1P（食品・レストラン等は200円につき1P）［商品お買上げ］
カードご利用時の
特典（P：ポイント）

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］基 本 ポ イ ン ト

■交通／京急線上大岡駅直結  

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

お問い合わせ

京急プレミアポイントクレジットカード会員様をご招待！

［日 時］2月27日（水） 10：00～21：00
［会 場］3～7階＝各売場

［会場］3～7階＝各売場

ちょっと早い 大人のひなまつりパーティー
春の特別ご招待会

特別ご優待会
［会場］3階＝化粧品売場 他化粧品限定ポイントアップ
［会場］10階＝レストランレストランスペシャルDAY
［会場］地下1階＝食品売場食品お買得セール

ご入場の際には、京急プレミアポイントクレジットカードをご提示ください。
ご提示いただけない場合は、ご入場をお断りさせていただくことがございます。

春物のファッションなど、対象商品のご優待や
化粧品のポイントアップなど、お得がいっぱいのパーティーです。

特別企画

1日限り※一部の売場は営業時間
　が異なります。

京急ストア

カードご利用時の特典（P：ポイント）
京急ストア・もとまちユニオン 216円につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］
京急ハウツ 1,080円につき10P［商品お買上げ］

基 本 ポ イント

100円につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］クレジットポイント

京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニオン、京急ハウツ各店  
https://www.keikyu-store.co.jp

※京急ストア みなとみらい店・伊勢佐木町店は除きます。

編集：（株）京急アドエンタープライズ

検 索京急プレミアポイント
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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）

京急プレミアポイント
Web会員、新規登録のご案内

Web会員に登録すると、おトクに便利に使えます！!

ANAのマイルとの
相互交換サービスが
ご利用いただけます。

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。

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。

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。

マイページ画面で
貯まったポイント数を
確認できます。

こちらのQRコード
から入会登録！！

※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。

※対象店舗に
限ります。

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。

カードご利用時の特典（P：ポイント）
クレジット機能付ポイントカードのご提示で、当社斎場使用料無料・祭壇費7%割引

※ポイント会員の場合、ポイント専用カードのご提示で当社斎場使用料無料・祭壇費3%割引

もしもの時は、まずご一報ください！ 24時間受付・年中無休

当社斎場以外のご葬儀もお任せください！

家族葬から一般葬のご葬儀を承っております

ご自宅やお近くの集会場、寺院、教会、公営斎場などご希望の場所でのご葬儀も
承ります。宗派や規模は問いません。

●京急線金沢文庫駅
東口徒歩1分
0120-594-180 0120-594-432 0120-277-299

●横浜市営地下鉄線
上永谷駅徒歩1分

●京急線京急久里浜駅
徒歩1分

クレジット会員特典

自動エントリーで
商品券が当たるキャンペーン

エントリー期間 3月1日（金）～31日（日）
◎実施店舗：京急ストア（みなとみらい店、伊勢佐木町店を除く）
　　　　　 京急ストアスパーク・もとまちユニオン・京急ハウツ 各店

期間中、京急ストア・京急ストアスパーク・もとまちユニオン・
京急ハウツ各店でのお買上げ金額が累計10,800円（税込）
以上で自動エントリーとなるキャンペーンを実施いたします。

お問い合わせ

京急プレミアポイント会員様限定



プレミアポイント＆サービス

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

基 本 ポ イ ント

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

クレジットポイント

クレジット会員特典

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

クレジット機能付ポイントカード提示で受けられる特典京急ポイント
カード

京急百貨店
カード

ポイント専用カード（ポイント会員）クレジット機能付ポイントカード（クレジット会員）

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）

特典対象
カード

京急プレミア
ポイント クリスタル

京急プレミア
ポイントPASMO

京急プレミア
ポイント ゴールド

京急プレミア
ポイント シルバー

おすすめ
ポイント

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

シンガポールで人気の
本場の味を
お楽しみいただけます。

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

加賀料理 大志満

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

100円につき1P［商品お買上げ・飲食料金］カードご利用時の特典（P：ポイント）

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩3分https://www.shinagawagoos.com

108円につき1P［商品お買上げ・飲食料金］
シナガワ グース

謝恩会や春の集まりが増えるシーズン！ 便利な品川駅前、落ち着いた環境、
多彩なレストラン。3拍子揃ったシナガワ グースで、美味しいひとときを。シナガワ グース レストラン

異国情緒あふれるコロニアル様式の一軒家 京懐石の流れを受けた、華やかな膳を旬の食材で味わう

アジアン・エスニック シンガポール・シーフード・リパブリック 前庭

アクセス至便な品川駅そばに立地す
るコロニアルスタイルの一軒家、シンガ
ポールレストラン。独自ルートで仕入れ
る活きたマッドクラブなど現地の味にこ
だわり、シンガポールの名店4ブランド
の料理が一度に楽しめます。

モーニング、ランチはブッフェ・スタイルで、旬の食
材約60種のお料理を。ディナータイムは、世界
各国の調理法を取り入れながらヘルシーに仕上
げた、「モダンインターナショナルキュイジーヌ」を
お楽しみいただけます。

TEL 03-5449-8080  https://singaporeseafood.jp

［営業時間］ 
ランチ   11：00～15：00
ディナー 16：30～23：00（L.O.22：00）
　　　　　　　　　　※コース料理（L.O.20:30）

3階

中国料理 東天紅
ワールドワイドなメニューをお好きなだけ楽しめる ダイニング70席、個室9部屋の中国料理店

カジュアルレストラン ガーデンレストラン オールデイダイニング 3階 4階

庭園をのぞむダイニング席、
落ち着いた和室や椅子席の
個室もご用意しました。

TEL 03-3441-8080  https://www.oshima-site.com

加賀料理の伝統を大切に、新しい感性を取
り入れた美しく美味しいお料理を多くの方に
味わっていただこうと、1971年に開業。季
節感を大切に、食材を吟味して素材の持ち
味を活かしたお料理、九谷焼や山中塗の器
に盛る料理にひと手間をかけ、心をつくした
おもてなしでお客様をお迎えしています。ま
た、石川県は能登・加賀の銘酒を取り揃え、
焼酎は森伊蔵などお酒も充実しております。

［営業時間］ 
ご昼食 11：30～15：00（L.O.14：00）
ご夕食 17：00～22：00（L.O.21：00）
※懐石・鍋コース及び一部メニュー（L.O.20:30）

広く開放感のあるダイニングから大小様々な個室まで、
大切な方との様々なシーンで伝統の味をお楽しみください。

都会の喧騒を忘れさせてくれる寛ぎの空間で、
モダンビストロ料理をご提供いたします。

TEL 03-3440-1015  https://www.totenko.co.jpTEL 03-5447-1151  https://www.landmark-tokyo.com

［料 金］ 6,800円（サービス料、税込）
お気軽に懐石仕立てのコースをお楽しみいた
だける小懐石。年8回、季節毎に献立を変えて
その季節ならではのお料理をお楽しみいただ
けます。

季節の小懐石

［営業時間］ 
月～金      11：30～15：00（L.O.14：00）
               17：00～22：00（L.O.21：00）
土・日・祝日 11：30～22：00（L.O.21：00）

日本人好みの広東・福建料理をベースに、
独自のアレンジを加えて作り上げられた「東
天紅」の料理。その深くやさしい味わいは、
妥協を許さない素材選びと、創業以来の伝
統を受け継いだこだわりの製法から生み出
されます。

［営業時間］ 
モーニング   6 :30～10:00（L.O.9 :30）
ランチ　　 11:00～15:00（L.O.14 :30）
ディナー　 月～木  17 :30～23:00（L.O.22 :00）
　　　　　 金・土   17 :30～23:30（L.O.22 :30）
             日・祝日 17:30～22:00（L.O.21 :00）

※外観イメージ

※店内イメージ

※店内イメージ


