
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS12
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

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）  
http://www.keikyu-depart.com

2014年より神奈川県と包括協定を締結し、地産地消
に取組んでまいりました京急ストアは、おかげさまで
創立85周年。感謝の意を込めて、神奈川県の素材を
使用したオリジナルおせちをご用意いたしました。
【京急ストア オリジナルおせち】 ※数量限定
三段重おせち（3～4人前）/冷蔵、宅配
お届け日/12月31日（月）
参考税込価格 21,600円

京急ストア

カードご利用時の特典（P：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）］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

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

※京急ストア みなとみらい店・伊勢佐木町店は除きます。

［ご予約承り期間］12月13日（木）まで
◎販売実施店舗：京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニ
　オン各店  ※くわしくは、店内ポスター、パンフレットをご覧ください。

寿ぐおせち 承り中

※写真はイメージです。

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

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│12月号│
2018年11月20日発行（通巻164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。

［期　間］11月29日（木）～12月13日（木）
［会　場］3階～7階＝各売場

［期　間］11月29日（木）～12月13日（木）
［会　場］各階＝化粧品売場

11月21日（水）～12月21日（金）
冬のご優待会
京急プレミアポイント クレジット会員様・オーカスクラブ会員様

化粧品限定 ポイントアップフェア

富士急ハイランド
感謝デー

京急プレミアポイント クレジット会員様・
オーカスクラブ会員様・モモカメール会員様・LINE@友だち

京急プレミアポイントクレジットカード、
または会員証をご提示で

LINE@友だち

ID：＠keikyu-dp

http: //k-momoka.jp/

モモカメール会員

10%ご優待！
対象商品が

※対象除外売場・商品がございます。

8%にアップ京急プレミアポイント

おすすめ
ポイント

富士急ハイランド

■交通／中央自動車道大月JCT経由、河口湖I.Cをおりてすぐ
　　　　東名高速道路御殿場I.Cをおり、国道138号線を進む。東富士五湖道路須走I.Cからのり、
　　　　富士吉田I.Cをおりてすぐ

ワールドクラスのアトラクションが揃ったアミューズメントパーク！

感謝デー
フリーパス
価格

カードご利用時の特典

※ご購入の際には、
　本紙をご持参ください。
※表示価格は全て税込です。

大　人（18歳以上）／5,700円→4,900円
中　人（中  高  生）／5,200円→4,400円
小　人(小  学  生)／4,300円→3,700円
幼　児(１歳～５歳)／2,000円→1,800円
シニア(65歳以上)／2,000円→1,800円

富士山を眺められるスポットで
絶景、絶叫どちらも楽しめる！

※写真はイメージです。

カードご提示で富士急グループ施設５名様まで割引
※ホテル、ゴルフ場は事前予約制（ご予約時に会員である旨、お申し出ください。）
※他の割引との併用不可

TEL 0555-23-2111  http://www.fujiq.jp お問い合わせ

お問い合わせ

クレジット会員特典

富士山麓に広がるアミューズメント
パークには、「FUJIYAMA」「ド・ドドン
パ」「ええじゃないか」「高飛車」「絶
凶・戦慄迷宮」など“世界最大級”の
絶叫アトラクションが勢揃い！

京急プレミアポイント
Webサイトリニューアル!!
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
相互交換サービスや
ポイントで
寄付ができます。

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。
※対象店舗に限ります。

マイページ画面で
貯まったポイント数を
確認できます。



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

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

Wing Christmas 2018

Wing Kitchen Christmas 2018

ウィング各館（新橋、高輪、川崎、久里浜）にて
1会計3,000円（税込）以上お買上げで応募
券を1枚進呈。抽選で下記賞品をプレゼント。

★PREMIUM PRESENT

★ウィング久里浜

★CHRISTMAS SPECIAL PRESENT

海外旅行や国内リゾート宿泊券
などが抽選で当たる！

おすすめ
ポイント

シンガポール 
ペア2泊4日

ハズレた方の中から
抽選で当たる!!

旧軽井沢ホテル KIKYO 
キュリオ・コレクション
byヒルトン ペア宿泊券

南伊豆・弓ヶ浜温泉
「季一遊」 ペア宿泊券

ソウ・エクスペリエンス　
アフタヌーンティーチケット

京急プレミアポイント 
500ポイント

2組
4名様

3組
6名様

3組
6名様

20名様

500
名様

A賞

B賞

C賞

D賞

シナガワ グースご優待券
（5,000円相当）

30名様E賞

ウィングご優待券
（1,000円相当） 300名様F賞

W
チャンス

［期　間］ 12月25日（火）まで

［期　間］ 12月25日（火）まで

「京急プレミアポイントカード」
会員様限定！

カードご利用時の特典（P：ポイント）
108円につき1P［商品お買上げ］（新橋：もとまちユニオン、高輪：EAST B1F京急ストア、京急蒲田：1F 
京急ストア・1F クリエイト・1-2F GU、京急鶴見：1F 京急ストア、久里浜：1F・4F 日本旅行は216円につき1Ｐ）

100円につき1P［商品お買上げ］

http://www.wing-net.ne.jpお問い合わせ

■交通／京急線京急川崎駅直結 JR川崎駅から徒歩3分

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口からすぐ

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩1分

■交通／JR新橋駅汐留口正面、東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線新橋駅改札から
　地下通路で連絡、新交通ゆりかもめ新橋駅改札から徒歩1分

■交通／京急線京急久里浜駅直結 

ウィング川崎 TEL 044-233-8673
ウィング高輪EAST TEL 03-3441-4481
ウィング高輪WEST TEL 03-3449-1436

ウィング新橋 TEL 03-3573-7304

ウィング久里浜 TEL 046-834-8958

❶クリスマスリースワークショップ

❷ペネロペとうたおう

当日1会計3,000円（税込）以上のレシート又は
ウィング久里浜LINE＠ホーム画面提示で参加可

［日　時］ 12月16日（日） 11：00～16：00
［会　場］ 4階イベントプラザ

［日　時］ 12月22日（土） 11：00～／14：00～ 
［会　場］ 4階イベントプラザ

❸サンタクロースがやってくる！
［日　時］ 12月24日（月・祝） 11：00～／14：00～ 各回約45分
［会　場］ 4階イベントプラザ 他

ウィングキッチン各館
にて、1会計800円
（税込）以上お買上げ
で応募券を1枚進呈。
抽選で右記賞品を
プレゼント。

A賞

B賞

C賞

D賞

E賞

F賞

G賞

小涌谷 真奈邸箱根 ペア宿泊券

伊豆長岡京急ホテル ペア宿泊券

観音崎京急ホテル ペア宿泊券

劇団四季 パリのアメリカ人 ペア観劇チケット

ボルダリングジム ビッグロック横浜 ペアボルダリング体験

ウィングキッチンご優待券（1,000円相当）

ウィングキッチングルメ券（500円相当）

1組2名様

2組4名様

2組4名様

10組20名様

30組60名様

50名様

500名様

http://www.wing-net.ne.jp

ウィングキッチン京急蒲田 TEL 03-5789-2548 
ウィングキッチン京急鶴見 TEL 045-717-6003

お問い合わせ

■交通／京急線京急蒲田駅直結

■交通／京急線京急鶴見駅直結

横浜美術館
日本における現代銅版画のパイオニアによる作品展

おすすめ
ポイント

デジタル時代を迎えた今だからこそ、
私たちの心を揺さぶる、銅版画の魅力

カードご利用時の特典

■交通／みなとみらい線（東急東横線直結）みなとみらい駅下車3番出口徒歩3分

TEL 045-221-0300   お問い合わせ

企画展を当日料金の100円引きで観覧（会員ご本人様のみ）

［会　　期］ 12月16日（日）まで
［開館時間］ 10：00～18：00（入館は17：30まで）
［休 館 日］ 木曜日、年末年始
［観 覧 料］ 一般1,500円／大学・高校生900円／中学生600円／小学生以下無料
　　　　　 65歳以上1,400円（要証明書、美術館券売所でのみ対応）
               ※表記価格は全て税込です。

※11月23日（金・祝）は20：30まで 
※入館は閉館の30分前まで

公式サイト https://yokohama.art.museum

駒井哲郎ー煌めく紙上の宇宙
深淵な詩的世界が刻まれた版画により、駒井哲郎は国内外で高く評価されてきました。本
展では、駒井の版画作品や詩画集など約210点とともに、関連作家作品約70点を展示
し、さまざまなジャンルとの有機的な繋がりにより紡ぎ出された、豊穣な世界をご紹介します。

駒井哲郎《題名不詳》1971年頃
世田谷美術館（福原義春コレクション）
©Yoshiko Komai 2018/JAA1800117

きら

先着
60名様

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。


