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京急百貨店

さいか屋

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］

■交通／京急線上大岡駅直結  

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント 100円につき1P［商品お買上げ］
108円につき1P（生鮮食料品･物産催事等は216円につき1P）［商品お買上げ］

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

お問い合わせ

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 みなと
みらい店・伊勢佐木
町店は除きます。

京急ストア・もとまちユニオン・生活雑貨館 ハウツ 216円につき1P
［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］
ウィングキッチン 108円につき1P［商品お買上げ（一部店舗除く）］

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

基 本 ポ イント

クレジットポイント

京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニオン各店、ウィングキッチン各館、
生活雑貨館 ハウツ  https://www.keikyu-store.co.jp

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

KEIKYU PREMIERE POINT PRESS│ 5月号 │ 2019年4月20日発行（通巻169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。

お問い合わせ

お問い合わせ

［期　間］ 5月3日（金・祝）～12日（日）
［実施店舗］ 京急ストア、もとまちユニオン、
　　　　 京急ストアスパーク 各店 ※一部対象外店舗がございます。

京急ビアフェスタin上大岡

ＬＩＮＥ＠母の日プレゼントキャンペーン

「もとまちユニオン 上大岡店」が
京急百貨店地下1階にオープン

［期　間］ 5月16日（木）～22日（水）
［営業時間］ 10：00～20：00
※最終日22日（水）は当会場のみ17：00にて閉場いたします。

［会　場］ 7階=催事場、新・横浜家族の店 他

大信州展カードご利用時の特典（P：ポイント）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

お母さんに“いつもありがとう”の気持ちを伝える、母の日にぴったりの
おすすめギフトを選りすぐり、各店・各フロアにてご用意いたしました。
人気のスウィーツからオシャレな雑貨まで、思わず笑顔になれる品揃えです。

京急ストアのＬＩＮＥ＠で配信するクーポンと、
期間中１会計1,080円以上のお買上げレシートの提示で、
カーネーション型のスポンジをプレゼント。

◆横須賀店1階・藤沢店1階

宝石の輝きをもつゼリー、彩果の宝石。
香り高いハーブの風味と可愛らしい
花ゼリーは贈り物にぴったりです。

［期　間］ 5月12日（日）まで
［会　場］ 【横須賀店】【藤沢店】各階にて開催 ※川崎店ではお取り扱いがございません。

母の日プレゼントフェア

【彩果の宝石】
花ゼリー 缶入
（花ゼリー25個・ハーブゼリー7個、計32個）
3,240円（税込）

下記各店またはさいか屋ホームページで ▼https://www.saikaya.co.jp

TEL 044-211-3111
TEL 046-823-1234
TEL 0466-27-1111 

川 崎 店
横須賀店
藤 沢 店 

■交通/ＪＲ線「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」より徒歩4～8分
■交通/京急線「横須賀中央駅」より徒歩7分
■交通/JR線・小田急線・江ノ島電鉄線「藤沢駅」より徒歩4～7分

「もとまちユニオン 上大岡店」のポイント付与率は、商品お買上げ108円につき1Pとなります。

［期　間］ 5月2日（木・祝）～6日（月・振休）
［営業時間］ 10：00～20：00 
※最終日6日（月・振休）は当会場のみ
　19：00にて閉場いたします。

［会　場］ 7階＝催事場
上大岡ビールをはじめ、
各店のオリジナルクラフトビールが
その場で味わえます！

信州が誇る工芸品と食が勢揃い！

京急百貨店ＬＩＮＥ＠

●京急ビアフェスタ
in上大岡
●大信州展

のクーポンが登場します！

LINE@友だち

ID：＠keikyu-dp

残高不足の心配なし。
チャージの手間いらず！

オートチャージでポイント貯まる！
200円につき1ポイント！

「　　　　  オートチャージサービス」のお申し込みは、
京急線各駅（泉岳寺駅を除く）に備え付けの申込書でお手続きいただけます。

51水・祝



［旅行代金］ お一人様 59,800円〈2～4名様1室〉
※旅行代金には諸税、サービス料が含まれています。※旅行代金は基本代金に各種差額代金を加減した金額となります。
［出 発 日］ 5月２２日（水）発限定 1泊2日
［集合場所］ 新宿駅西口三菱UFJ銀行前 8：15出発→京急線横浜駅北口改札前 9：15出発
［行　　程］ 

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

クレジットポイント

基 本 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

おすすめ
ポイント

お問い合わせ

お問い合わせ

ゴールデンウィークも
ふれあい・エサやり体験や
イベントが盛りだくさん！

原鉄道模型博物館

京急プレミアポイントプレス5月号 入館料特別割引
本展期間中、このページをご提示いただいたお客様は、
入館料 大人、中学・高校生4名様まで10％割引、小人（4歳以上）3名様まで無料

■交通／京急線三崎口駅からバス約15分、終点「京急油壺マリンパーク」下車すぐ

おかげさまで開館50周年！ トーマスたちが大集合

TEL 046-880-0152  http://www.aburatsubo.co.jp

日本旅行
赤い風船ナイスツアー バス旅［1泊2日］

本物の運転台で
模型の運転体験もできるよ！
ジオラマ内を走っている
トーマスたちを見つけてみよう！

※写真はイメージです。

京急油壺マリンパーク

TEL 046-841-2525  https://www.kannon-kqh.co.jp/lp/glamping
お問い合わせ・ご予約

お問い合わせ・お申込み

カードご利用時の特典

観音崎京急ホテル
三浦半島の最東端でグランピング体験！

気軽に贅沢キャンプ、
ホテルレベルのサービスや設備が
ご利用いただけます。

※写真はイメージです。

目の前に広がる絶好のロケーションが魅力、心地良い潮
風が吹き抜ける敷地内に建つ3棟のモバイルハウス。
木目が柔らかな印象のこの建物は「-住箱 JYUBAKO-」
と呼ばれ、世界的建築家「隈 研吾」氏とのコラボレー
ションによって製作されたこだわりの客室です。

■交通／京急線馬堀海岸駅から無料送迎バス8分 車の場合、横浜横須賀道路「馬堀海岸インター」より5分

カードご利用時の
特典（P：ポイント） 100円につき1P［宿泊］

1泊1室につき200P［宿泊］ 基 本 ポ イ ント

クレジットポイント
カードご利用時の
特典（P：ポイント） 100円につき1P［国内・海外パッケージ商品・宿泊プラン・団体包括旅行］

216円につき1P［国内・海外パッケージ商品・宿泊プラン・団体包括旅行］

［宿泊料金］ 2名1室 夕・朝食付 50,000円～ 
　　　　　　　（サービス料/税込）

［受付時間］ 7：00～22：00

［開催期間］ 5月12日（日）まで
［開館時間］ 10：00～17：00（最終入館16:30）
［休 館 日］ 火曜日 ※但し、4月30日（火）は営業。5月13日（月）は臨時休館。
［入 館 料］ 大人1,000円  中学・高校生700円  小人（4歳以上）500円
※3歳以下無料。 ※表示価格は全て税込です。

入館料（会員様含め５名様まで）10%割引

TEL 045-640-6699 http://www.hara-mrm.com
■交通／JR・市営地下鉄・京急線他「横浜駅」東口徒歩5分、みなとみらい線「新高島駅」徒歩2分

イギリスのテレビシリーズで撮影に使われたトーマスとなかまたちが大集合！ 原鉄道模型博物館の
世界最大級のジオラマをトーマスとなかまたちが走ります。ソドー整備工場の一員になってトーマス
やなかまたちを修理したり綺麗にしたり、元気にするお手伝いができるコーナーもあるよ！ 他にもプラ
レールトーマスで遊べるゲームコーナーなど、トーマスたちといっしょに遊べるイベントが盛りだくさん！

きかんしゃトーマススペシャルギャラリー 2019 in Spring

野村萬斎 野村万作

検　索日本旅行店舗

川崎アゼリア支店・横浜ポルタ支店・上大岡京急支店・金沢文庫支店・
横須賀中央支店・ウィング久里浜支店

ハイグレードバス「グランブルーリゾート」で行く！
世界遺産「韮山反射炉」特設舞台で
「野村万作・野村萬斎」の「薪狂言」を堪能！

新宿駅（8：15出発）＝横浜駅（9：15出発）＝アカオハーブ＆ローズガーデン（11：15
～12：15/バラ園見学）＝川奈ホテル昼食（13：００～14：００/名門ホテルでのコー
スランチ）＝吉奈温泉 御宿さか屋（15：00頃着/早めの夕食）=韮山反射炉で狂言
鑑賞（18：30～21：00）=御宿さか屋（21：30頃着/軽食をご用意いたします）
御宿さか屋（10：00出発）=願成就院（10：45～11：30/運慶作、国宝五軀の仏像
群拝観）=伊豆韮山 代官屋敷（12：00～13：00/手打ちそば御膳の昼食）=三嶋大
社（13：30～14：30/自由参拝）=横浜駅（16：30頃着）=新宿駅（17：30頃着）

※最少催行人員/18名様 ※添乗員・バスガイド同行（出発地～解散地） 
※上記の時間はあくまで目安であり、渋滞等により変更となる場合があります。 
旅行企画・実施：株式会社日本旅行 (観光庁長官登録旅行業第2号)

※詳しい旅行条件をご確認のうえお申し込みください。

1日目

2日目

※他のクーポン・割引券・京急プレミアポイントクレジットカードとの併用はできません。

有効期限：
2019年
5月12日（日）まで

連休などの繁忙期は、終点「油壺」下車徒歩5分 ※時季により変更あり。また当館の営業時間外は「油壺」が終点となります。

［営業時間］ HPでご確認の上、ご来館ください。

［開催時間］ 1回目11：00～／2回目14：00～
［会　場］ 園内中央広場「なぎさのステージ」※雨天時：屋内大海洋劇場「ファンタジアム」にて開催
※キャラクターショーは諸事情によりイベント内容・出演者が予告なく変更・中止になる場合がございます。

いるか・あしかパフォーマンス
完全屋内劇場で開催するイルカ・アシカショーは、
天候にかかわらず快適！

ゴールデンウィークは毎日
たのしいイベント・キャラクターショー開催 観覧無料

©2019 Gullane(Thomas)Limited.
©2019 HIT Entertainment Limited.

snow peak glamping 京急観音崎
スノーピーク　　　　 グランピング

赤東19-0526

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

108円につき1P［入園料・エントランスショップ］
100円につき1P［入園料・エントランスショップ］


