
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 2
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

駅のスイーツショップ《スイーツカレンダー》

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

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

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、京急ハウツ各店  
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。

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）

お問い合わせ

お問い合わせ

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。

マイページ画面で
貯まったポイント数を
確認できます。

■交通／京急線（横浜駅構内中央改札内コンコース、上大岡駅構内下りホーム、追浜駅構内）、
　　　　ＪＲ線鶴見駅西口「鶴見ミナール」3階コンコース 

京急ステーションコマース　スイーツカレンダー  http://www.keikyu-sc.com/sc

［期　　間］2月2日（土）～14日（木）
［営業時間］10：00～20：00
［会　　場］7階＝催事場

［期　　間］2月3日（日）まで
［営業時間］10：00～20：00
［会　　場］地下1階＝惣菜売場・デイリーフーズマーケット生鮮売場

人気のベーカリーやこだわりのパンが集まります！

今年の恵方は東北東！
食べやすいハーフサイズもご用意しております。

かみおおおか パンフェスタ

京急巻の市 恵方巻

同時開催：メルシーショコラ2019

【古市庵】うず潮（1本） 1,344円
※表示価格は税込です。 ※写真はイメージです。

※写真は全てイメージです。 ※販売店・販売期間は予告なく変更となる場合がございます。

※かみおおおかパンフェスタはポイント付与対象外となります。

2月3日（日）
京急ストア・もとまちユニオンでは毎月恒例の
「3の日感謝デー」「サンクスデー」を開催！

5倍京急プレミアポイント

スイーツカレンダーは、全国各地のお店から沿線の隠れた銘店まで様々な
スイーツのお店を期間限定で紹介する店舗です。京急線横浜駅、上大岡駅、
追浜駅と、JR線鶴見駅西口鶴見ミナールにございます。ちょっとしたお土産
や自分へのご褒美などに、ぜひご利用ください。

2月5日（火）～18日（月）

◎スイーツカレンダー横浜店 ［営業時間］ 11:00～22:30

2月12日（火）～25日（月）
【鎌倉小川軒】 【サンタクリーム】

京急駅ナカポイントサービスに登録されたPASMOを使って、お買い物いただくと
200円（税込）につき1Ｐ京急プレミアポイントが貯まります。

鎌倉に本店がある老舗、鎌倉小川軒の代表
スイーツ「レーズンウィッチ」。香り高いラム
レーズンとリッチな味わいのバタークリー
ムをサクサクしたサブレで贅沢にサンドし
た伝統の一品です。贈答にも喜ばれます。

北海道・江別市からプリン専門のサンタク
リーム。サンタクロースが子供たちに配りた
くなるような、安心で安全なスイーツを作り
たいという想いが詰まった、かわいいネー
ミングのプリンをお届けします。

こちらのQRコード
から入会登録！！

ご予約承り中

※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。



【タリーズコーヒー】
●タリーズチョコレート 
テルゼット アルモニア（6個入） 1,280円

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

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

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

カードご利用時の特典（P：ポイント）

http://www.wing-net.ne.jpお問い合わせ

お問い合わせ・ご予約

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分ウィング川崎 TEL 044-233-8673
■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩1分ウィング高輪WEST TEL 03-3449-1436

■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

ウィング新橋 TEL 03-3573-7304

■交通／京急線京急久里浜駅直結 ウィング久里浜 TEL 046-834-8958

Wing Valentine 2019
ウィング新橋・ウィング高輪WEST・ウィング川崎・ウィング久里浜

大切な人へのバレンタインギフトや友チョコ用にピッタリな、
スイーツやアイテムを各種取り揃えております。

おすすめ
ポイント

今年も、人気の海外ショコラティエ【ジャン=ポール・エヴァン】や
【ピエール・マルコリーニ】をはじめとした、
一流のショコラティエによるチョコレートが大集合。
国内外のチョコレートも多数ご用意しております。

ランチタイム、ディナータイムの両方で
お楽しみいただける、至福のクルーズ。
一番大切な人へのプレゼントに。

横浜港クルーズ・ロイヤルウイング
バレンタインクルーズ

■交通／みなとみらい線日本大通り駅より徒歩約7分

メルシーショコラ2019
京急百貨店

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］
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］

■交通／京急線上大岡駅直結

108円につき1P［商品お買上げ］（新橋：もとまちユニオン、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］

※表示価格は全て税込です。
※写真は全てイメージです。

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

同時開催：かみおおおか パンフェスタ

［期　　間］2月2日（土）～14日（木）
［営業時間］10：00～20：00
［会　　場］7階=催事場

【ジャン=ポール･エヴァン】
ボワットゥ ショコラ ヴォワヤージュ（6個入）
2,850円

【ゴディバ】
フェアリーケーク コレクション 
キープセイク（4個入）
3,780円
※表示価格は全て税込です。
※写真は全てイメージです。

♥バレンタインクルーズ

♥ウィング新橋 ♥ウィング高輪WEST

♥ウィング川崎 ♥ウィング久里浜

［期 間］2月8日（金）～14日（木）
［時 間］ランチクルーズ   12：00～13：50
　　　 ディナークルーズ 17：00～18：50／19：30～21：20
［料 金］22,000円～（2名様料金）
            ※乗船料、コース料理、ドリンク、デザートプレート、記念写真1枚を含みます。 
　　　　 ※表示価格は税込です。

TEL 045-662-6125 http://www.royalwing.co.jp

カードご利用時の特典 ※掲載プランは特別クルーズのため対象外となります。
乗船料（会員様含め5名様まで）30％割引 ※食事代別途

◎運休日：祝日除く月曜日

【マークスアンドウェブ】
●モイスチャーハーバルマスク
ラベンダー／カモミール 1枚253円

【銀座コージーコーナー】
●プラリネショコラ（13種14個入）
1,080円

Merci! Chocolat!!

※写真は全てイメージです。

【トウキョウシャツ】
●バレンタインモチーフネクタイ 
999円

［期 間］2月1日（金）～14日（木）


