
KEIKYU PREMIERE POINT

PRESS 8
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］

その他京急不動産にてカード
ご利用時の特典（P：ポイント）

1,000P［仲介手数料 一般媒介契約（売却）］
5,000P［仲介手数料 専任媒介契約（売却）］

■交通／京急線上大岡駅直結  

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

京急すまいるステーション 金沢文庫相談カウンター（金沢文庫駅構内）
営業時間/10：00～18：00（水曜定休） TEL 　 0120-09-1165

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

クレジットポイント

基 本 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│ 8月号 │ 2019年7月20日発行（通巻172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］ 8月16日（金）～18日（日）
［営業時間］ 10：00～19：00
［会　場］ 7階=催事場

［日　時］ 9月17日（火）18：00試合開始（16：00開場）
［場　所］ 横須賀スタジアム
［内　容］ イースタン・リーグ公式戦
　　　　 横浜DeNAベイスターズ 対 読売ジャイアンツ

幸せを運ぶ
小鳥のアートフェスタin 横浜

来訪者特典

第21回
京急将棋まつり

［期　間］ 8月2日（金）～14日（水）
［営業時間］ 10：00～20：00
※最終日14日（水）は、当会場のみ午後5時にて閉場いたします。

［会　場］ 7階＝催事場 

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。

◎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 ※一部店舗を除く

眺めているだけで心が和む、インコや文鳥などを
モチーフにした小鳥グッズが大集合！ 
小鳥体験コーナーや講演などのイベントも開催いたします。

8月18日（日）までの期間中、対象商品を含む、
3,000円（税込）以上のお買上げでご応募いただきますと、
抽選で親子ペア150組300名様をご招待！
くわしくは店頭ポスター・応募用紙をご確認ください。

予約をしてご相談に来られた方、
30名様限定でオリジナルティッシュBOXを差しあげます。
ご予約の際には、本誌を見たとお伝えください。

京急ストアナイター
～横浜DeNAベイスターズを応援してプロの迫力を
　体感しよう in 横須賀スタジアム～

京急不動産

※写真はイメージです。

©YDB



［旅行代金］ お一人様 8,800円〈おとな・こども（3歳以上）同額〉
※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］ ８月２0日（火）・２1日（水）・２2日（木）・２3日（金）
［出発時間］ 三浦海岸駅7：00/京急久里浜駅7：30/横須賀中央駅8：00/衣笠JA（農協前）8：15
※具体的な集合場所については、お問い合わせください。（集客状況によって、ご集合場所の変更をお願いする場合がございます。）
［行　程］ 

基 本 ポ イ ント

おすすめ
ポイント

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

クレジットポイント

クレジットポイント

クレジット会員特典

基 本 ポ イ ント

基 本 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

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

京急自動車学校 上大岡校
よこはま夜の動物園2019 運転を楽しく、安心指導

日本旅行
赤い風船ナイスツアー バス旅【日帰り】 京急油壺マリンパーク

いっぱい遊んで学べる水族館

※写真はイメージです。

よこはま動物園ズーラシア／金沢動物園

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

［開催日］ 8月の毎週土・日曜日、8月12日（月・振休）

［入園時間］ 9：30～20：30（最終入園19：00）

［入園時間］ 9：30～20：30（最終入園19：30）

［開催時間］ 16：00～20：30（最終入園19：00）　［場　所］ ころころ広場

夏限定！ 夜の動物園を大公開！！（全10回）

開園20周年記念・ズーラシア夜市

免許取得への近道、
ご自分に合ったプランがみつかる！

夏休み限定！
自由研究や工作体験など
内容盛りだくさん！

●よこはま動物園ズーラシア ナイトズーラシア

●金沢動物園  ナイト金沢ZOO

今年の「ズーラシア夜市」は、アニマル柄のオリジナル提灯やバースデーケーキ型の
オブジェなど、フォトジェニックなデコレーションで20周年を盛り上げます！

こどもまつり、映像祭「ひかるどうぶえつえん2019」、飼育員のガイド、星空観察など
毎週様々なイベントを開催！

カードご利用時の特典 20％割引［入園料］※会員様含め５名様まで ※他の割引との併用不可

【ズーラシア】TEL 045-959-1000 http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia
■交通／相鉄線鶴ヶ峰駅・三ツ境駅北口、ＪＲ横浜線・横浜市営地下鉄中山駅南口から「よこはま動物園」行きバスで約15分
【金沢動物園】TEL 045-783-9100 http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa
■交通／京急線金沢文庫駅西口から「野村住宅センター」行きバスで約12分、「夏山坂上」下車
　　　　動物園入口まで徒歩約6分、または「金沢動物園」行き（土日祝日のみ運行）バスで約10分

大人（18才以上）
中人（高  校  生）
小人（小・中学生）

金沢動物園ズーラシア個　人
640円
240円
160円

800円 → 
300円 → 
200円 → 

400円
240円
160円

500円 → 
300円 → 
200円 → 

［入園料］（税込） ［休園日］
※小学生未満無料
※土曜日は
小・中・高校生
は入園無料！

ズーラシア：火曜日
金沢動物園：月曜日
※祝日の場合は開園。翌日休園。
（時期により変更になる場合があります）

山中湖花の都公園
（イメージ）

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

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

富士山五合目散策と高級桃「黄金桃」の
食べ放題＆あま～いとうもろこし狩り

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］
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］

お問い合わせ・お申込み

各出発地＝①山中湖花の都公園（とうもろこし1本狩り、自由散策）＝②富士山五合目（自由
散策）※オプションで昼食有り［釜飯御膳1,000円（税込）※必ずご予約時にお申し込み
ください。］＝③山梨塩山（黄金桃、白桃、高級プラム食べ放題）＝④笠一酒造（酒蔵見学、
お買い物）＝各出発地（19：00～20：00到着予定）

※食事／オプション ※バスガイドなし ※最少催行人員/30名様 ※添乗員同行（出発地～解散地） 
※事前のご案内状などの送付はございません。

検　索日本旅行店舗

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。

黄金桃
食べ放題！
果物狩りでは
ありません。

［営業時間］ 9：00～17：00
※営業・体験・イベント等に関する詳細は事前にホームページにてご確認ください。
※駐車場には限りがございますので、電車・バスでお越しください。 ※写真はイメージです。

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

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

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15分、終点「京急油壺マリンパーク」下車徒歩0分
　　　　8月10日（土）～18日（日）は、終点「油壺」下車徒歩5分 ※他、時季により変更あり

すいぞくかん学園
普段はできない
特別なものづくり体験や、
ふれあいエサやり体験に
参加しよう！
お子さまの自由研究や
思い出づくりにピッタリ！

イルカ・アシカのふれあい
（有料・予約制）作品の一例

～8月18日（日）
カブトムシ・クワガタ採集体験＆販売会

8月24日（土）・25日（日）
サメの歯を使って作るUVレジン
クラフト教室（有料・予約制）

サメの歯
1つプレゼント！
作品に使わない
場合は
お持ち帰りできます

［営業時間］ 
 平日および土曜日 9：00～20：00
 （入校受付時間 9：00～18：00）
 日曜日および祝日 9：00～16：45
 （入校受付時間 9：00～15：00）
［休 校 日］ 毎週水曜日
［取扱車種］ 
 普通車・普通二種・大型二輪・
 普通二輪・小型二輪・大特車

京急自動車学校では、追加料金のかからない「定額パックプラン」、
「ペーパードライバーコース」等、様々なコースや各種講習をご用意しております。
また、無料託児室も完備しており、免許取得までしっかりサポートいたします。
その他ご質問等がございましたら、学校へお問い合わせください。

カードご利用時の特典（P：ポイント）※入校日当日のみ付与し、入校日翌日以降の取扱いはいたしません。
500P［普通自動車免許（入校時）］・300P［普通自動二輪車免許（入校時）］

■交通／京急線上大岡駅、JR線洋光台駅・港南台駅から無料送迎バス運行
TEL 045-842-8241  http://www.keikyu-driving.co.jp

100円につき1P［入校時普通自動車免許・普通自動二輪免許］

赤東19-0578




