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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］

100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）

新しい加盟店が増えました！

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、久里浜：1F・4Ｆ 日本旅行は216円につき1P）

京急ハナコと京急ライフサポートそれぞれ基本ポイント108円につき1Pが付与されます。

■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

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

クレジットポイント

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│ 7月号 │ 2019年6月20日発行（通巻171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］ 7月23日（火）まで
［営業時間］ 10：00～20：00
※最終日7月23日（火）は当会場のみ17：00にて閉場いたします。

［会　場］ 7階=催事場

京急 夏の大市

京急百貨店お中元ギフトセンター

［期　間］ 6月28日（金）スタート
［会　場］ 各売場 

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。

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。

京急プレミアポイント
クレジットカード会員様特典

ハートフルギフト
約450商品が10%OFF

ウィング新橋
［期　間］ 6月27日（木）～7月7日（日） 
ウィング高輪・ウィング上大岡・ウィング久里浜
［期　間］ 6月28日（金）～7月7日（日） 

◎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

※売場・ブランドによって、スタート日が異なります。

半期に一度のクリアランスセールがいよいよスタート！
夏物ファッションがお買得です。

通常より約2週間長く栽培し、
甘みが一層際立った
かながわブランド品「三浦かぼちゃ」
を中心に、旬のかながわ夏野菜を
ご紹介してまいります。

［期　間］ 7月1日（月）～31日（水）
かながわ夏野菜フェア開催

■交通／京急線・横浜市営地下鉄線上大岡駅直結
TEL 045-848-7800 【 ウィング 上 大 岡 】

http://www.wing-net.ne.jp

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩1分
TEL 03-3449-1436  【ウィング高輪 WEST】

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口からすぐ
TEL 03-3441-4481  【ウィング高輪 EAST】

■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

TEL 03-3573-7304  【 ウ ィン グ 新 橋 】

TEL 046-834-8958  【 ウィング 久 里 浜 】
■交通／京急線京急久里浜駅直結

この夏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！

ウィング

三浦市農業協同組合
野菜ソムリエ 大内さん



おすすめ
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

お問い合わせ

お問い合わせ

城ヶ島京急ホテル
露天風呂から小網代湾の絶景を堪能！ 三浦半島の最南端で安らぎの日帰り入浴！

観音崎京急ホテル
ランチやスパも楽しめるシーサイドプールプランをご用意！ マリンボックス100

実際に舵を握って、海上で風を切ろう！

※写真はイメージです。

ホテル京急油壺 観潮荘

お問い合わせ・ご予約
お問い合わせ・ご予約

基 本 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）

1回1名につき20P+20%割引 ［日帰り入浴］※セットプランを除く

■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

※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。

※写真はイメージです。

※表示価格は全て税込です。

基 本 ポ イ ントカードご利用時の
特典（P：ポイント）

1回1名につき20P+20%割引 ［日帰り入浴］

天然ミネラルたっぷりの
珍しい海洋泉（海水風呂）に、
お得に日帰り入浴！

おすすめ
ポイント

目の前に広がる
雄大な海と、広大な青空。
波の音を聞きながら、
上質なひとときが過ごせます。

TEL 046-881-5211 http://www.misakikanko.co.jp
■交通／京急線三崎口駅から京浜急行バス約15分 、「京急油壺マリンパーク」下車すぐ、または「油壺」下車徒歩5分

［入 浴 料］ 大人 1,000円（税込）／小学生 500円（税込） ※小学生未満は無料
                    ※レンタルタオルセット（バスタオル・フェイスタオル）別途300円（税込）
［営業時間］ 日帰り入浴 　  11：00～22：00（最終受付21：30）
　　　　　 レストラン潮彩 11：00～19：00ラストオーダー（休前日は19：30ラストオーダー）
                    ※7月・8月の日帰り入浴は時間制限となります。（詳しくはHPにてご確認ください） 

［期　　間］ 7月13日（土）～9月8日（日）
［営業時間］ 9：00～17：00（セットプラン販売は14：00まで）

レストラン「潮彩」での
お食事＆日帰り入浴セットプラン
（お盆時期を除く平日限定）

◆しおさい弁当+日帰り入浴…2,600円（税込）
◆特選あわび御膳+日帰り入浴…3,000円（税込）

上記価格はどちらも1,000円お得になっております。
※当日フロントにてチケットをご購入の上、ご利用ください。

※上記いずれも他の優待との併用はできません。

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

（SPASSO日帰り入浴）1回1名につき10P 
（グランミンピ）108円につき5P ※ボディケアルームfineを除く
100円につき1P［SPASSO］

クレジットポイント 100円につき1P
クレジットポイント 100円につき1P

TEL 046-841-2200 https://www.kannon-kqh.co.jp

シーサイドプールプラン当日販売

気軽に利用できて
お肌しっとり、ゆっくり
おくつろぎいただけます。

［入 浴 料］ 大人 1,000円（税込）／小学生 500円（税込） ※小学生未満は無料 
                    ※レンタルタオルセット（バスタオル・フェイスタオル）別途300円（税込）
［営業時間］ 日帰り入浴 11：00～18：00（最終受付17：30）
　　　　　　　※7月・8月の日帰り入浴は時間制限となります。（詳しくはHPにてご確認ください） 

大浴場は、広々とした内湯と、海風を
感じながら浸れる、オーシャンビューが
素晴らしい露天風呂の2種類。
露天風呂は保温、リラックス効果がある
と言われている人工ラジウム鉱泉を
使用しています。

TEL 046-881-5151  http://www.misakikanko.co.jp
■交通／京急線三崎口駅から京浜急行バス約30分 、終点「城ヶ島」下車徒歩5分

カードご利用時の特典

TEL 046-872-1550 https://www.marinebox.co.jp
■交通／京急線新逗子駅から徒歩15分

ヨット体験・スクール料金5％割引  ジェットスキー免許講習2,000円割引

［受付時間］ 通常月/9:00～17:00 
　　　　    7・8月/9:00～18:00 ※土日は8:00から営業
［定 休 日］ 火曜日 （7・8月は無休）

通常価格 29,000円（税込）
　➡クレジット会員価格27,550円（税込）

海まで３０秒のクラブハウスも利用料無料！
シャワールーム・休憩ルーム完備で女性も安心。
屋上からは新宿湾が一望できます♪

～ディンギーヨット１DAY貸切コース～

※1艇チャーター貸切 最大3名様まで乗船可能

インストラクター付きなので
初めての方でも安心！
海上散歩を満喫しましょう！

プール＆ランチ
プラン

ご利用料金 大人（中学生以上） 小人（小学生以上） 幼児（4歳以上）

平　　日
土・日・祝日
平　　日
土・日・祝日

プール＆ランチ＆
スパプラン

5,000円
6,500円

4,200円
5,500円

2,600円
4,000円

6,000円
7,500円

4,700円
6,500円

3,100円
5,000円


