
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 9
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

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  

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

特 別 ご 優 待 会

化粧品限定ポイントアップ

お 買 上 げ プ レ ゼ ン ト

ス ペ シ ャ ル イ ベ ン ト

 ［日　時］ 9月4日（水） 午前10時～午後9時
※一部の売場は営業時間が異なります。

［会　場］ 3～7階=各売場

［会　場］ 3階=化粧品売場 他

［会　場］ 3～7階=各売場

［会　場］ 3階=正面入口前 他

お得意様限定

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。

◆特別企画

秋の新作特別内覧会

秋冬の新作をご紹介する、1日限りの特別ご招待会を開催いたします。

京急プレミアポイント
クレジットカード会員様をご招待！

［ご入場口のご案内］ 
3階=インフォメーション前入口
※ご入場の際には、本状もしくは京急プレミアポ
　イントクレジットカードをご提示ください。
　ご提示いただけない場合は、ご入場をお断りさ
　せていただくことがあります。

1日限り
SPECIAL

AUTUMN

お問い合わせ

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

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│ 9月号 │ 2019年8月20日発行（通巻173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

大北海道展

［期　間］ 9月19日（木）～10月2日（水）
［営業時間］ 10：00～20：00
※9月25日（水）は商品入替えの為、午後3時にて閉場いたします。
※最終日10月2日（水）は午後5時にて閉場いたします。

［会　場］ 7階＝催事場 

京急線定期券購入でチャンス！
期間中、京急プレミアポイントクレジットカードで
京急線鉄道定期券をご購入いただくと、
抽選で30名の方にご購入金額を
ポイントバックいたします。
※最大10万ポイントとさせていただきます。

期間：8月26日（月）～10月31日（木）
秋の定期券購入キャンペーン

※詳しくは、8/26（月）にアップされる京急プレミアポイントWebサイトキャンペーンページをご覧ください。

◎実施店舗：京急ストア（みなとみらい店、伊勢佐木町店を除く）・京急ストアスパーク
               もとまちユニオン（上大岡店を除く）各店
　　　　　 ウィングキッチン（一部店舗を除く）各館・生活雑貨館ハウツ

今年の大北海道展は2週間！ 
ラーメン・カレー・海鮮などの
イートインやスイーツ・
工芸などが盛りだくさん。

京急ストア

自動エントリーで
商品券が当たるキャンペーン

自動で
キャンペーンに
エントリーよ！！

エントリー期間 9月2日（月）～30日（月）

期間中、京急ストア・京急ストアスパーク・もとまちユニオン
各店、生活雑貨館ハウツ、ウィングキッチン各館でのお買上げ
金額が累計10,800円（税込）以上で自動エントリーとなる
キャンペーンを実施いたします。

京急プレミアポイント会員様限定

【ファーム富田】 ※写真はイメージです。

【唯我独尊】 ※9月25日（水）まで

京急線定期券購入で、いつでも
200円につき1ポイント貯まります！

京急プレミアポイントクレジットカードなら



おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

■交通／京急線馬堀海岸駅下車、京浜急行バス「観音崎」行乗車
　　　　「観音崎京急ホテル・横須賀美術館前」（約10分）下車、徒歩約2分

おすすめ
ポイント

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

クレジットポイント

クレジット会員特典

クレジット会員特典
基 本 ポ イ ント

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

■交通／京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩2分
　　　　羽田空港⇔ホテル間 無料シャトルバス運行
            （※日中の運行はなし）

京急ＥＸイン 羽田・穴守稲荷駅前 
〒144-0043 東京都大田区羽田4-14-4

お問い合わせ・ご予約

お問い合わせ・ご予約
検　索京急EXイン

お問い合わせお問い合わせ

観音崎京急ホテル
羽田空港・品川へ好アクセス フレンチレストラン ル・ボ・リバージュ 平日限定海辺のランチ

横須賀美術館
パリ世紀末に活躍した女優、サラ・ベルナールの世界

葉山マリーナ
気軽に本格的な寿司を満喫できます

※写真はイメージです。

京急EXイン 羽田・穴守稲荷駅前

※写真はイメージです。

ポストカード『遠国の姫君』の
サラ・ベルナール
《箱根ラリック美術館蔵》

ビューポイントからの景色と、
観音崎京急ホテルならではの
おいしさを堪能！

魚は、全国各地の良質な魚が手に入る世界一の豊洲市場。
湘南特有の地魚は三浦・三崎や小坪から仕入れております。

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）

※写真はイメージです。

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

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）］

1泊1室につき100P［宿泊］
100円につき1P［宿泊］

［開業日］ 8月3日（土）
［客室数］ 160室
［宿泊料金］ ダブル（13㎡）
　　　　　1室1名様21,100円
　　　　　1室2名様22,600円
　　　　 ツイン（17㎡）
　　　　　1室1名様27,800円
　　　　　1室2名様29,800円
　　　　　　※室料（消費税込／宿泊税別）

［朝食別途］ 1,500円（税込）

京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩2分の駅近立地！
羽田空港エリアに2棟目の京急イーエックスインが誕生しました。

NEW
OPEN ！

［会　期］ 9月14日（土）～11月4日（月・振休） ※11月３日（日・祝）は無料観覧日
［開館時間］ １０：00～１８：00
［休館日］ １０月7日（月）
［観覧料］ 一般 900円  高校生・大学生・65歳以上 700円  中学生以下無料 
　　　　　　   ※表記価格は全て税込です。

女優サラ・ベルナールの生涯と
ベル・エポックの文化に迫ります。

19世紀半ば～20世紀初頭、パリを拠点に活躍した女優
サラ・ベルナール。本展では、当時の貴重な写真、肖像画
をはじめ、舞台を彩ったミュシャ、ラリックらの作品を合わせ
た約150点の出品作を通して、彼女の生涯に迫るととも
に、ベル・エポックの時代の文化を多面的にご紹介します。

パリ世紀末 ベル・エポックに咲いた華

サラ・ベルナールの世界展

TEL 046-845-1211 http://www.yokosuka-moa.jp

TEL 03-3744-3910

カードご利用時の特典 観覧料（５名様まで）20%割引

「ル・ボ・リバージュ」はフランス語で"美しい浜辺"。
View Pointをガラス越しに、観音崎京急ホテル
ならではの美味しさを味わう｢上質のひととき｣。

レストラン【ル・ボ・リバージュ】

［料　金］ Aコース 2,800円
　　　　 Bコース 3,800円 
                 （税・サービス料込）

［営業時間］ ランチタイム 11:30～14:00 
                 ※平日限定

TEL 046-844-9080（レストラン） http://www.kannon-kqh.co.jp
■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）

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［プレーご本人様1回につき］

［営業時間］ 12:00～22:00
　　　　 ランチ    12:00～15:00
　　　　 ディナー 17:00～22:00（ラストオーダー21:00）
［定休日］ 火曜日（繁忙期を除く）

“清潔で礼儀正しく、新鮮で美味しい寿
司を、ご納得のいただけるお値段で”を
モットーに三浦の豊かで旬な食材と、
世界一の豊洲市場の鮮魚のコラボが
味わえます。

【寿し屋の小木】

TEL 046-875-2302 http://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

オードブル＆サラダ食べ放題 
人気の「海辺のランチ」コース オードブル＆サラダ

本日のスープ
お魚料理
お肉料理
デザート盛り合わせ
コーヒー or 紅茶

menu
ー Bコース ー




