
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 1
京急プレミア
ポイントプレス

京急百貨店

横浜ポルタ

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

クレジットポイント

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。

新春は1月2日（水）より営業いたします。

※詳しくは各店にご確認ください。

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

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。

KEIKYU PREMIERE 
POINT PRESS│1月号│
2018年12月20日発行（通巻165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。

お問い合わせ

お問い合わせ

京急プレミアポイント
Webサイトリニューアル!!
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。
※対象店舗に限ります。

マイページ画面で
貯まったポイント数を
確認できます。

［期　間］
2019年1月2日（水）～14日（月・祝）

［期　間］
2019年1月2日（水） 9：30～
※福袋は各店舗にて販売。
　なくなり次第終了となります。

半期に一度の大セール。
この機会をお見逃しなく!

※期間は予告なく変更になる場合がございます。
※1月2日（水）9：30～/3日（木）～通常営業

おみくじ付の福袋を販売！
年初めの運試し！

ポルタバザール開催！

福袋販売

福袋

100円につき1P［商品お買上げ・飲食料金（一部専門店・商品除く）］
カードご利用時の
特典（P：ポイント）

108円につき1P［商品お買上げ・飲食料金（一部専門店・商品除く）］

■交通／京急線・JR線横浜駅から徒歩1分  

TEL 045-441-1211（代表）  http://www.yokohamaporta.jp

2019年1月2日（水）・3日（木）は
2日間連続ポイント5倍！

1月3日は各店にて「3の日感謝デー」、「サンクスデー」開催！

［期　間］2019年1月2日（水） 9:00～

［期　間］2019年1月2日（水） 9:00～
※売場・ブランドにより、クリアランスセールのスタート日が異なります。

［期　間］2019年1月23日（水）～1月31日（木）
［会　場］7階＝催事場・新横浜家族の店

［期　間］2019年1月17日（木）～23日（水）
　　　　各日10：30～18：00
［会　場］地下1階＝食品催事場（サービスカウンター前）
※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

2019開運福袋

京急冬の大市

新春は1月2日（水）朝9時より営業いたします。
半期に一度のクリアランス

大九州展

全国有名駅弁大会

※最終日1月31日（木）は、当会場のみ17：00に閉場いたします。

【新杵屋】牛肉どまん中



◎ウィング上大岡
【開運絵馬】

［日　時］2019年1月2日（水）～7日（月）
［場　所］京急百貨店・ウィング上大岡3階　連絡通路

ご来店のお客さまに、ご自由にお書きいただける絵馬を
ご用意。後日、出雲大社東京分祠に奉納いたします。

［取扱い店舗］ 
羽田空港国内線第1旅客ターミナル 2階出発ロビー「特選和菓子館」
羽田空港国内線第2旅客ターミナル 2階出発ロビー「東京食賓館 時計台3番前」 その他店舗

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

クレジットポイント

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）
108円につき1P［商品お買上げ］（新橋：もとまちユニオン、高輪：EAST B1F京急ストア、京急蒲田：1F 
京急ストア・1F クリエイト・1-2F GU、京急鶴見：1F 京急ストア、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］

http://www.wing-net.ne.jpお問い合わせ

お問い合わせ

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すぐウィング高輪EAST TEL 03-3441-4481
■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
ウィングキッチン京急蒲田 TEL 03-5789-2548 ■交通／京急線京急蒲田駅直結
ウィングキッチン京急鶴見 TEL 045-717-6003 ■交通／京急線京急鶴見駅直結

※写真はイメージです。

※写真は
　イメージです。

2019 Winter Wing Red Tag Bazar 
ウィング新橋・ウィング高輪・ウィング上大岡・ウィング久里浜

恒例の「Wing Red Tag Bazar」を開催いたします。
この冬欲しかったアイテムが早くもプライスダウン。
ビッグセールならではのスペシャルプライスをお見逃しなく！

和菓子屋「叶 匠壽庵」とコラボレーションした
羽田空港限定オリジナル和菓子。

ウィング高輪・ウィング久里浜
2019年1月2日（水）～11日（金）
ウィング上大岡
2019年1月2日（水）～14日（月・祝）
ウィング新橋　
2019年1月7日（月）～14日（月・祝）
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◎ウィング久里浜
【獅子舞・和太鼓】

【お正月催事「丸増／炭盆栽」】

［日　時］2019年1月2日（水）①9：45～／②11：00～／③14：00～
［場　所］①2階改札前入口／②③4階イベントプラザ

［日　時］2019年1月3日（木）～10日（木）
［場　所］4階イベントプラザ

ウィング川崎・ウィングキッチン京急鶴見　
［販売期間］2019年1月1日（火・祝）～ ※なくなり次第終了となります。
ウィング新橋・ウィング高輪・ウィング上大岡・ウィング久里浜・
ウィングキッチン京急蒲田
［販売期間］2019年1月2日（水）～ ※なくなり次第終了となります。
※1月1日（火・祝）営業の店舗もございます。詳細は、店頭の告知をご覧ください。
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羽田空港
ふわっ、もちっ、うまっ まるで雲のような“ふわもち”どら焼き「羽雲」を販売中！

■交通／京急線羽田空港国内線ターミナル駅

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

100円につき2P［商品お買上げ、飲食料金、ご利用料金］

TEL 03-5757-8125　「特選和菓子館」（6：00～20：00）
TEL 03-6428-8716　「東京食賓館 時計台3番前」（5：45～20：30）

※案内所、エアポートラウンジ、駐車場等、一部店舗を除く

【羽雲】
まるで雲のようにふわふわ、もちもちの生地で、
丹念に炊き上げた北海道産小豆のつぶ餡を
溢れんばかりに包みました。
5個入1,080円（税込）/10個入2,160円（税込）

50年間のご愛顧に感謝を込めて
京急油壺マリンパーク
京急油壺マリンパーク New Year Festival 2019

8：30までに会場にお越しのお客様
全員にビンゴカードを配布！

☆京急グループ施設の宿泊券や海の生き物のぬいぐるみなどが当たる！！

◆運だめし アシカのビンゴゲーム大会

元日は8：00開園!! 10：00までに入園の方入園料半額！！

◆開運 どうぶつ七福神めぐり

◆開館50周年キャンペーン 「京急油壺マリンパークきっぷ」

［開催期間］ 2019年1月1日（火・祝）～31日（木）〈休館日を除く〉
［休 館 日］ 2019年1月15日（火）～18日（金）※詳細は事前にホームページにてご確認ください。

［開催日時］ 2019年1月1日（火・祝） 8：30～
［開催場所］ 大海洋劇場「ファンタジアム」

七福神になぞらえた京急油壺マリンパークの生き物たちの七福神をめぐって、
一年の幸福を祈願しよう！

好評につき、2019年3月31日（日）まで販売中！ 
電車＆バス乗車券と入園券がセットでおトクです。

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］

■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
　　　　2019年1月12日（土）～14日（月・祝）は、終点「油壺」下車徒歩5分 
　　　　　※時期により変更あり。また当館の営業時間外は、「油壺」が終点となります。

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

2019年1月12日（土）～14日（月・祝）は人気のキャラクターショーや
イベントが盛りだくさん ※詳細は12月以降のホームページでご確認ください。

☆「京急油壺マリンパークきっぷ」でご入園された方に限定の特典付き！
※詳しくはHPでご確認ください。

はねぐも

はねぐも

かのう しょうじゅあん

■交通／京急線・横浜市営地下鉄上大岡駅直結ウィング上大岡 TEL 045-848-7800


