
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 4
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

京急EXイン 浜松町・大門駅前

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  

■交通／都営浅草線、都営大江戸線大門駅A5出口から徒歩1分、
　　　　東京モノレール、JR線浜松町駅北口から徒歩5分  

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

※外観イメージ

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

京急ＥＸイン 浜松町・大門駅前
〒105-0012 東京都港区芝大門1-15-4

4月はVマーク感謝フェア

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・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）］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  
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

KEIKYU PREMIERE POINT PRESS│ 4月号 │ 2019年3月20日発行（通巻168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）

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。

お問い合わせ

抽選で5,000円分の商品券などが、
合計２，２００名様に当たる！

Vマークバリュープラスは　　　　　　　　　　   のプライベートブランドです。

［期　間］ 4月1日（月）～30日（火・祝）※5月1日（水・祝）までの消印有効
期間中Vマークバリュープラス商品を含む、1,500円（税込）以上の
お買上げレシートを1枚1口として郵送、
もしくはWebよりご応募ください。
※詳しい応募方法は、各店にてお配りしている応募用紙をご確認ください。

スーパーウィーク
京急プレミアポイント クレジット会員様

クレジットでのお支払いなら、
さらに100円につき1P付与
（1・2階は0.5P）

●京急プレミアポイントクレジットカードのご提示で

10% ご優待！対象
商品を

［期　間］ 4月11日（木）～24日（水）
　　　　　　※商品により会期が異なります。

［会　場］ 京急百貨店・ウィング上大岡対象売場

［開業日］ 3月28日（木）
［客室数］ 111室
［宿泊料金］ スタンダードセミダブル（13㎡）
　　　　 1室1名様22,500円
　　　　 1室2名様25,000円
　　　　 EXダブル（20㎡）
　　　　 1室1名様30,000円
　　　　 1室2名様33,000円
　　　　　　※室料（消費税込／宿泊税別）

［朝食別途］ 1,300円（税込）

［期　間］ 4月3日（水）～9日（火）
［営業時間］ 10：00～20：00
［会　場］ 7階＝催事場

紳士服大市

4月はVマーク感謝フェア
Vマーク商品を買って商品券を当てよう！

※初日3日（水）は14:00開場 ※最終日9日（火）は当会場のみ16:00にて閉場

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

1泊1室につき100P［宿泊］
100円につき1P［宿泊］

大門駅から徒歩1分の駅近立地！
東京タワーを望む門前町に、
新たな京急イーエックスインの誕生です！

※EXダブル客室イメージ
　一部客室から東京タワーがご覧いただけます。

NEW
OPEN ！

Vマークブランドキャラクター

お問い合わせ・ご予約

検　索京急EXイン

※加盟店の総当選者数です。



※3歳未満または、オムツのとれていない幼児はご入浴できませんので、予めご了承ください。 ※3歳未満の幼児は、ベビーバス
をご利用ください。 ※7時間を超えた場合は、1時間毎に200円加算。 ※0：00～5：00の間に入館または滞在の場合は、深夜
料金として1,500円加算。※幼児は、延長料・深夜料無料。 ※館内着・タオル付。 ※表示価格は全て税込です。

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

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
お問い合わせ

良質な天然温泉に加え、
岩盤浴を新設！

葉山マリーナ

※写真はイメージです。

■交通／京急線平和島駅からワンコイン送迎バスまたは徒歩15分

都内屈指の天然温泉が3月28日（木）リニューアルOPEN！ 誰でも気軽にクルージングが楽しめます！

今年30周年を迎え、天然温泉・炭酸泉に加
え岩盤浴を新設。エントランスや浴室、レスト
ランなどがより清潔感のある施設に改修さ
れるほか、フリーラウンジや旅行者の方々に
便利なスーツケースロッカーも新設されます。

TEL 03-3768-9121  https://www.heiwajima-onsen.jp

横浜クルージング
毎週金・土・日曜限定！ シーバス イルミネーションクルーズ

海からの壮大な富士山や、湘南のシンボル江ノ島を
船の上から満喫できます。

汗蒸幕（はんじゅんまく） ※写真はイメージです。

天然温泉 平和島

［営業時間］ 24時間／年中無休（メンテナンスのため休館日あり）
［入 浴 料］ 7時間制  大人／平日 2,000円　土・日・祝日 2,300円
　　　　　　　　　  小人（3歳～小学生）／全日 1,000円
　　　　　　　　　  幼児（3歳未満）／全日 300円
［岩盤浴料］ 500円（岩盤着・岩盤タオル付）

お問い合わせ・ご予約

108円につき1P［入浴料］
100円につき1P［入浴料］

カードご利用時の
特典（P：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）

観音崎京急ホテル・SPASSO
桜の名所も近く！都心から1時間、癒しの極上シーサイドリゾート

ご入浴とランチバイキングが
セットになったお得な
「スパ＆ランチプラン」をご用意。

おすすめ
ポイント

横浜駅徒歩5分の乗り場から、
みなとみらいやベイブリッジなど
横浜の夜景を見ながらの
60分ロマンチッククルージング

※写真はイメージです。

三浦半島の最東端にあり、浦賀水道を行き交う世界の
船舶を目下にご覧いただける眺望抜群のリゾートホテル
です。桜の開花時期にあわせて一般公開される走水水
源地も近く、春の行楽に最適。旬の食材を使用したお食
事と、潮風を感じながらのご入浴がお楽しみいただけます。

■交通／京急線馬堀海岸駅から無料送迎バス8分 お車利用は、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）

TEL 046-844-9080 https://www.kannon-kqh.co.jp
TEL 046-844-4848 https://go-spasso.jp

【レストラン浜木綿】
【S PA S SO】         

100円につき1P［SPASSO日帰り入浴］
1回1名につき10P［SPASSO日帰り入浴］

［販売時間］ 10：00～14：30
［ご利用時間］ ランチ   ：11：30～15：00（14：30ラストオーダー）
　　　　　 SPASSO：10：00～23：00（22：30ラストエントリー）
［料　　金］ 大人/平日 3,300円 土・日・祝日 3,600円  小人（小学生）/全日 2,200円

※表示価格は全て税込です。

［料　金］ 大人3,240円  小人1,620円
［定休日］ 火曜日
※小学生までは、「小人」料金です。 ※未就学児は、「無料」です。（但し大人1名様につき、1名様まで）
※気象・海象の状況により欠航になる場合がございます。出航状況はお電話にてご確認ください。 
※表示価格は全て税込です。

［運航日］ 毎週金・土・日曜日
［時　間］ 19：30出航（60分クルーズ）
［乗り場］ 横浜駅東口・横浜ベイクォーター２階より発着
［料　金］ 大人2,200円  小人（小学生）1,800円、未就学児無料
※表示価格は全て税込です。 ※GWなどの特別日は別料金となります。

108円につき1P［レストラン・ショップ（一部店舗を除く）］
100円につき1P［レストラン・ショップ（一部店舗を除く）］

クルージング受付  TEL 046-875-0002 https://www.hayamamarina.com
■交通／京急線新逗子駅（南口）～2番バスのりば：葉山一色（海岸廻り）行、「葉山マリーナ」下車

■交通／京急線横浜駅きた東口から徒歩5分

1日3便（11:00～/13:30～/15:00～/
所要時間、各約45分）「江ノ島・裕次郎灯台
周遊クルージング」を運航しています。心地
よい潮風を浴びながら絶景を眺め、日常を
リセット！ また、マリーナプラザの各レストラン
では自慢のお食事をご用意。清 し々い春の
ひとときをお過ごしください。（クルージングは、
事前予約をおすすめします。）

江ノ島・裕次郎灯台周遊クルージング（予約制）

※写真はイメージです。

カードご利用時の特典

㈱ポートサービス TEL 045-671-7719 （予約センター）

横浜港の夜景を声優や元お笑い芸人のガイドがご
案内いたします。クルーズ後半には豪華景品が当た
るゲーム大会も実施！

乗船料（マリーンルージュ、マリーンシャトル、シーバス）通常料金を10%割引
※ポイント専用カードのご提示でも特典をご利用いただけます。

※イルミネーションクルーズは特典対象外のクルーズです。

検　索横浜クルージング詳しくはwebで！


