
京急百貨店

■交通／京急線上大岡駅直結  
TEL 045-848-1111（代表）  https://www.keikyu-depart.com

お問い合わせ
京急ストア、京急ストアスパーク、もとまちユニオン各店
https://www.keikyu-store.co.jp
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検 索京急百貨店オンラインショッピング
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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

※本紙面上の価格は、すべて税込金額です。

京急ストア

PRESS
KEIKYU PREMIERE POINT 11

京急プレミア
ポイントプレス

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。

［期　間］10月30日（水）14：00～11月5日（火）
［営業時間］10：00～20：00
※初日10月30日（水）は14：00開場、最終日11月5日（火）は、
　当会場のみ17：00に閉場いたします。

［会　場］7階＝催事場

紳士服大市

※写真はイメージです。

［期　間］11月7日（木）～12月25日（水）
［営業時間］10：00～20：00
 ※最終日12月25日（水）は、当会場のみ17：00に閉場いたします。

［会　場］7階＝催事場

京急百貨店お歳暮ギフトセンター

京急プレミアポイントクレジットカードご提示特典

京急プレミアポイント 
クレジットカードご提示特典 10%OFF

ハートフルギフト

※クール便や配送料込みギフト等は除外とさせていただきます。

全国送料無料！
一般配送品がオンラインショッピング限定

※クール便や配送料込みギフト等、一部除外とさせていただきます。
期 間 中 い つ で も

詳しくは　http://kichijitsuya.jp/

11月1日（金）10：00～12月25日（水）17：00
京急百貨店オンラインショッピング お歳暮ギフト承り期間

10%OFF
ハートフルギフト 

京急プレミアポイントクレジットカード会員様特典

8T8ZVABR
クーポンコード

クーポンコードご利用で

スーツをはじめ、コートなど冬物衣料各種を、
期間限定の特別価格でご提供いたします。

お世話になった方に、お歳暮など冬の贈り物
好適品を多種ご用意いたしております。 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。

スーツをお買上げの方にパンツの裾上げ
加工料を無料サービスいたします。
※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。

【横浜フランス菓子 プチ・フルール】
京急電車クリスマスケーキ〈赤・黄〉
約10cm×16cm 4～5名様
赤色 限定100台/黄色 限定50台
参考税込価格 各5,400円

［予約承り期間］12月12日（木）まで　
［お渡し日］12月23日（月）・24日（火）
◎予約承り店舗：京急ストア、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 
※詳しくは、店内ポスター、パンフレットをご覧ください。

クリスマスケーキご予約承り中

※写真はイメージです。

京急ストアオリジナル！ 京急電車がケーキになり、
プレミアムなクリスマスをお届け！

数量
限定

今年は赤色・黄色の2色が登場！
赤色はふわふわスポンジにフレッシュ生クリーム、
黄色はチョコスポンジに生チョコクリームをサンドしました。

京急電車クリスマスケーキをご購入の
お客さまにオリジナル缶バッジを
プレゼント！（非売品）

okinawa2015
ノート注釈



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

京急ライフサポート
ボウリングとスロットカーサーキットで楽しさ倍増

暮らしを応援する「沿線生活サービス」

焼肉 BUSAN（ブサン）
良質で味わい深い牛肉が絶品

さいか屋　
地域のお客様とともに歩み、地域に根ざした百貨店

平和島スターボウル

BIG FUN平和島

BIG FUN平和島

年末大掃除キャンペーン
忙しいあなたを応援！ 快適空間のお手伝いをいたします！

朝5時まで営業！ たっぷり楽しめます。
京急プレミアポイントカードのご提示で
1ゲームにつき、一般料金から50円引き！

TEL 03-3768-9151  http://www.heiwajima-bowl.jp

TEL 　　0120-39-3810 受付時間／9：00～18：00〈休業日／日・祝・年末年始〉 
https://www.keikyu-service.co.jp

お問い合わせ TEL 03-3768-9023

サービスエリア：金沢区・港南区・磯子区・栄区・南区・戸塚区・中区・保土ヶ谷区・横須賀市・逗子市
　　　　　　葉山町・鎌倉市・その他エリアはご相談ください。

❶レンジフード

●エアコンクリーニング（壁掛型）

❷キッチン ❸バスルーム

お問い合わせ 下記各店またはさいか屋ホームページで ▼https://www.saikaya.co.jp

TEL 044-211-3111
TEL 046-823-1234
TEL 0466-27-1111 

川 崎 店
横須賀店
藤 沢 店 

■交通/ＪＲ線「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」より徒歩5～8分
■交通/京急線「横須賀中央駅」より徒歩7分
■交通/JR線・小田急線・江ノ島電鉄線「藤沢駅」より徒歩2～6分

クリスマスケーキご予約承り

さいか屋のお歳暮
人気の地元神奈川ギフトをはじめ、全国送料無料ギフトなど、
今年もおすすめギフトをバラエティー豊かに取り揃えました。

地元神奈川の銘店おすすめのケーキや
有名ホテルのケーキなどご予約承ります。

［期　間］ 【横須賀店】 11月6日（水）～12月22日（日）
　　　　 【川 崎 店】【藤 沢 店】 11月13日（水）～12月22日（日）
［会　場］ 【川 崎 店】 川崎日航ホテルビル3階
　　　　　　※11月19日（火）は定休日とさせていただきます。 ※最終日12月22日（日）は16：00に閉場いたします。

         　【横須賀店】 4階 催物場　【藤 沢 店】 5階 催物場

［予約承り期間］ 12月17日（火）まで
［予約承り会場］ 【横須賀店】 1階 菓匠街　
　　　　　　  【藤 沢 店】 1階 菓匠街
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

■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14分

お楽しみはボウリングだけじゃない！！ 
本格的カーレーシングを楽しもう！

※貸靴料別 ※割引の併用はできません。※イベントの内容が変更になる場合があります。

施設のCAR RACE 平和島～スロットカー
サーキット～も大人気です。全長26メートル
6コースのサーキットで、スロットカーを走ら
せてみませんか。
（1/24、1/32スケール兼用木製PLAFIT-TRACK）

ワンフロア30レーン！ 全レーンノンガター
システム対応なので、小さなお子さま連れ
のご家族にもお楽しみいただけます。学生
の方におすすめの学生パックやお得な
深夜投げ放題も実施中。また、マイボウラー
の方もお楽しみいただけるリーグやトーナメ
ントも実施しております。所属プロによる
レッスンも人気です。
ボウリングの待ち時間に楽しめるスロット
カーサーキットも完備、老若男女問わず
楽しめるボウリング場です。

［営業時間］ 10：00～翌朝5：00 
　　　　　 （水・木は10：00～24：00）

煙のでない不思議な「ヘルシーロースター」を
使用。ゆったりとした空間でくつろぎながら焼肉
を楽しめます。お得なセット・コースもご用意して
おりますので、ご宴会利用も可能。お気軽に
お問い合わせください。

［営業時間］ 11：30～22：00
　　　　　（ラストオーダー／21：15）

［定休日］ 毎週水曜日

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

レンジフード内外部
分解洗浄

❶❷❸をまとめてお得！ 2つ組合せで
さらに1,000円OFF

1台　       11,550円
2台目以降 10,340円

1台　       21,780円
2台目以降 20,790円

お掃除
機能なし

お掃除
機能あり

3つ組合せで
さらに3,000円OFF

流し台・ガステーブル・床
前面・側面のパネル壁面

浴槽・壁面・ドア

通常価格25,300円～
→20,900円

通常価格25,300円～
→20,900円

通常価格27,500円～
→22,550円

【日影茶屋和洋菓子舗】
クリスマスフレーズ 5号
（直径約15cm）160点限り
4,320円




