
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 6
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

COTONOWA

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］

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

108円につき1P（毎月ご利用額を集計後、翌月末までに付与いたします）
※旅行商品等、一部企画を除きます。

■交通／京急線上大岡駅直結  

■交通／京急線上大岡駅直結  

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

お電話でのお申し込みは受け付けておりません。

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・もとまちユニオン上大岡店 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

基 本 ポ イント

クレジットポイント

京急ストア、もとまちユニオン、京急ストアスパーク各店、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│ 6月号 │ 2019年5月20日発行（通巻170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

夏ギフトご予約承り中

［期　間］ 6月6日（木）～7月23日（火）
［営業時間］ 10：00～20：00
※最終日7月23日（火）は当会場のみ17：00にて閉場いたします。

［会　場］ 7階=催事場

夏のご優待会

京急百貨店お中元ギフトセンター

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

［期　間］ 6月1日（土）～16日（日）
［会　場］ 3～7階＝各売場 
※対象除外売場・商品がございます。

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。

※webからのお申し込みは受け付けておりません。

サマーサンクスフェア
京急プレミアポイントクレジットカード会員様・オーカスクラブ会員様

10%ご優待対象商品を

京急プレミアポイントクレジットカード
または、オーカスクラブ会員証をご提示で

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

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。

京急プレミアポイント
クレジットカード会員様特典

ハートフルギフト
約450商品が10%OFF

［ご予約承り期間］ 5月29日（水）～8月1日（木） 

◎ご予約承り店舗：京急ストア・もとまちユニオン（上大岡店除く）・京急ストアスパーク 各店

【カイゼルハム】
湘南藤沢工房 ハム詰合せ
〈SO-430〉  4,320円（税込）

バイヤーいちおし地元のグルメを集めた
「かながわギフトセレクション」や、
京急ストア「お肉博士」が厳選した
「お肉ギフト」をご用意しております。
※お肉博士=お肉検定合格者

ホワイトロースハム、フランク、ポーク
ウィンナーがセットになっています。

三浦半島には30を超える城跡があります。
6月は、そのうちの一つ三浦一族の本拠地
「衣笠城」をご案内します。

7月3日（水）まで

夏ギフトカタログお得な特典

10%OFF
表示価格より

※一部対象除外商品がございます。

歴史めぐり「出陣のススメ」
三浦半島の城跡をご案内！

｜コトノワ｜京急百貨店の新しい学び場×あそび場×集い場

京急百貨店  TEL 045-848-1111（代表）お問い合わせ

お 申 込 み
店 頭 で

https://cotonowa.jpW E B で

京急百貨店 7階＝総合サービスカウンター内
COTONOWA窓口（受付時間：10：00～17：00）

講座番号 07-14

［日　時］ 6月25日（火）10：00～13：00
［集合時間・場所］ 10：00 京急線北久里浜駅改札前
［受講料］ 3,240円/教材費 540円/当日入館料 300円
［定　員］ 15名様
［講　師］ 山城ガールむつみ
※表示価格はすべて税込です。
※詳しくは下記COTONOWAホームページ内、講座番号「07-14」をご覧ください。

COTONOWA
会員募集中

※オーカスクラブ会員証をご提示の方は、京急プレミアポイントクリスタル（ポイント専用カード）もお持ちください。



おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

［旅行代金］ お一人様 30,800円〈大人・こども同額 2名1室ご利用〉
　　　　　 お一人様 36,000円〈大人・こども同額 1名1室ご利用〉
［出 発 日］ 5月30日（木）Aコース、6月10日（月）Bコース
［集合場所］ 
Aコース/京急ストア三浦海岸店前7：30→京急久里浜駅改札前8：00→衣笠農協前8：30
Bコース/横須賀中央NTT別館前7：30→金沢文庫かながわ信用金庫前8：10→上大岡ミオカ前8：40
［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

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

お問い合わせ

お問い合わせ

観音崎京急ホテル
アクセス抜群！ 「シナガワ グース」内でチャペルウェディング 潮風と波の音をBGMに誓う永遠の愛

グランドブライダルフェア 7月7日（日）10：30～18：00

日本旅行
尾瀬ハイキングに行こう！［1泊2日］

都心からわずか1時間で叶う
海辺のリゾートウエディング。

※写真はイメージです。

THE LANDMARK SQUARE TOKYO

お問い合わせ・ご予約 お問い合わせ・お申込み

エステアップ NAGANUMA BEAUTY COLLECTION
その日、世界で一番輝く花嫁へ

※写真はイメージです。

カードご利用時の特典 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］

HAPPY WEDDING PLAN
ハッピーウエディングプラン

６つの
ハッピー
特典

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

尾瀬が初めての方でも安心！ 
初心者コースを安心のガイド付き散策で
お楽しみください！

各出発地＝＝ガトーフェスタハラダ本社工場（ラスク工場見学・お買い物）＝＝うどん
茶屋水沢万葉亭（群馬名物水沢うどんの昼食）＝＝水沢観音（自由参拝）=＝水上高
原ホテル200（16：30頃着）
ホテル（7：15出発）～～〈現地シャトルバス〉～～鳩待峠…【尾瀬ハイキング（ガイ
ド付き散策 滞在約5時間 お弁当・お水付き）】…鳩待峠～～〈現地シャトルバス〉～
～ホテル（14：15頃着 大浴場でゆったり入浴）=＝各地着（20：00～21：00頃着）

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込みください。

1日目

2日目

受付時間11：00～19：00（土日祝10：00～19：00）

赤東19-0554

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

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

1回につき150P［お申し込み料金（ご婚礼・宴会）］
100円につき1P［お申し込み料金（ご婚礼・宴会）］

TEL 046-845-1522  https://www.kannon-kgh.co.jp/wedding

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

1泊1室につき200P［宿泊］1回1名につき20P［レストラン・ラウンジ］
100円につき1P［宿泊、レストラン・ラウンジ］

■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

［料　金］ 30名様 888,888円 1名様追加 17,000円（税・サービス料込）
［内　容］ 挙式料（司式・ソプラニスト・オルガニスト・結婚証明書・式次第）、プラン特別コース料理、フ

リードリンク・ウエルカムドリンク、サウンドオペレーター、介添え料、会場フラワーコーディ
ネート、招待状・席札、婚礼2カットアルバム（2冊）、新郎新婦美容着付け、新郎新婦衣装各1着

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

フレッシュウエディング
ケーキをプレゼント

バルーンリリース
人数分プレゼント

新郎新婦
ホテルご宿泊ご招待

フラワーシャワープレゼント
挙式後にゲストから祝福！

新婦お色直し
衣装代50％OFF

ゲストブック
プレゼント

●衣装は指定ご衣装店でお選びください●プラン内にご利用されないアイテムがあってもプラン料金は変わりません
●本プランご利用の場合は引出物のお持込みはご遠慮ください●上記プランは内容を変更させていただく場合がございます

６

3

5

2
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1

TEL 03-6408-5225 http://www.landmark-tokyo.com/wedding

■交通／京急線・ＪＲ線品川駅高輪口から徒歩3分 

♥このほか平日にもフェアを開催しております。

東京・品川の結婚式場ザ ランドマーク スクエア トーキョーにて挙式・披露宴
をご成約されますと、お得な「ご成約特典」をプレゼントいたします。

※諸事情により、フェア日程、内容などに変更がある場合がございます。詳細はお問い合わせください。

※他プランや割引との併用不可となりますのでご了承ください。
　ご質問等がございましたらブライダルフェアやご見学の際にスタッフへおたずねください。

［開催日］ 毎週土日開催　
　　　　 5部制 9:00～/9:15～/13:30～/17:30～/18：00～
　　　　 所要時間：180分程度（一部要予約）

【和牛＆フォアグラ無料試食】
緑溢れる挙式体験＆ガーデン体験フェア

先輩花嫁にも人気の
婚礼メニューの豪華試食付！
緑・自然光溢れるチャペルで
入場体験＆貸切のガーデンで演出。

一度で効果が実感できる
3つのコースから、お好みのコースを
1つお得に体験できる！

［コース］ ①ボディコース ②フェイシャルコース 
　　　　③リラクゼーションコース
［料　金］ 各コース60分通常価格 10,800円（税込）⇒初回限定価格5,400円（税込）

①～③のコースより、お好きなコースを1つお選びください。敏感肌などのご不安がある方
は、無料カウンセリングにお越しください。※予約が混み合います為、お早めにお電話をお願い致します。

選べるブライダルエステ体験コース

〈注意・お願い〉■エステ体験は挙式3ヶ月前までのご案内とさせていただきます。■カウンセリング・お着替えを含め、所要時間は2～2.5時
間となります。■お肌の状態や体調によっては、施術をお受けできない場合もございます。■お申し込み時に挙式日をお知らせください。

■銀座店・渋谷店・横浜店など全国に15店舗　http://www.estheup.ne.jp

エステアップ　　　0120-389-700
NAGANUMA BEAUTY COLLECTION　　　0120-114-412

10,800円 （税込）を3,240円（税込）に割引いたします。※割引はお１人様初回のみ
カード提示で、ボディまたは、フェィシャルまたはリラクゼーション各60分

挙式料
全額15万円相当
プレゼント

お色直し衣装
10万円ＯＦＦ

グレードアップ
（1,000円×人数分）
プレゼント

挙式 衣装 料理

“選べる”
成約特典

※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。※最少催行人員
/18名様 ※添乗員同行・バスガイドなし（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。 


