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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 会員登録いただくとおトクがいろいろ！

メルマガ会員募集中！
KEIKYUポイントため～る月2回

配信

今 す ぐ 登 録

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。

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

［期　　間］9月29日（金）～10月9日（月・祝）
［会　　場］3～7階＝各売場

［期　　間］9月26日（火）～10月4日（水）
［営業時間］10：00～20：00
 ※最終日10月4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、新・横浜家族の店 他

［期　　間］10月12日（木）～18日（水）
［営業時間］10：00～20：00
 ※最終日18日（水）は、当会場のみ16：00に閉場いたします。

［会　　場］7階＝催事場

［期　　間］10月19日（木）～25日（水）
［会　　場］1階～7階 食品・喫茶除く各売場・ウィング上大岡

［期　　間］10月1日（日）～31日（火）
［応募締切］11月1日（水） 当日消印有効
 ※詳しい応募方法は、各店にてお配りしている応募用紙をご覧ください。

※1階＝生活雑貨館（一部店舗除く）は対象

※現金もしくは京急プレミアポイント
　クレジット決済限定
※除外売場・商品もございます。

※クーポンは1レシート税込1,000円以上お買上げでご利用いただけます。
※食品、金券類など、一部対象除外売場・商品がございます。※お一人様1回限り。

人気ブランドのおしゃれインナーがお買得！

新登場の【ふじ鮨】をはじめ、ラーメン・スープカレー
などのイートインと、ロイズなどのスイーツが大集合！

Ｖマーク商品を含む1,500円（税込）以上の
レシートを貼って郵送でご応募ください。

カードご利用時の特典（P：ポイント）
216円につき1P［商品お買上げ（一部専門店・商品除く）］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

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  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。

事前に登録されたPASMOを使って、
対象店舗でお買い物いただくと…

でお買い物!1

1回のお買い物200円（税込）につき、
京急プレミアポイントを1ポイント進呈！

京急プレミアポイントをGET！！2

etc.対象
店舗

※京急駅ナカ店舗限定

※「PASMO」は（株）パスモの登録商標です。

事前にモバイルサイト「ＫＥＩＫＹＵポイントため～る」にて、お手持ちの京急プレミ
アポイントカードとＰＡＳＭＯのご登録をいただき、ご登録済みＰＡＳＭＯを使用
して、京急線の駅ナカポイントサービス対象施設でお買い物いただくと、１回の
お買い物200円（税込）につき、京急プレミアポイントが１ポイント付与されます。

※ご登録できる交通系ＩＣカードはＰＡＳＭＯに限ります。※本サービスの登録はポイントカード１枚に対しＰＡＳＭＯ１枚となります。
重複登録はできません。※ポイント付与は月初から月末までの対象お買い上げポイントを積算し、翌月２０日頃にポイントを付与いた
します。お会計時にはポイント付与されません。※「京急駅ナカポイントサービス」の対象施設ではポイント券はご利用いただけません。

500ポイントで500円、1000ポイントで
1000円相当のポイント券にお引換いたします。
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詳しくは 京急プレミアポイント 検索

駅ナカでお買い物して
京急プレミアポイントをGET！！

京急百貨店 開店21周年記念 上大岡大誕生祭
ポイントアップフェア

買って当てよう！
商品券・オリジナルトートバッグが

第22回 大北海道展

トリンプビッグバーゲン

スーパーウィーク
京急プレミアポイント クレジット会員様

【ふじ鮨】

【トリンプ】

京急プレミアポイント 5%にアップ

対象商品を京急プレミアポイント 
クレジットカードのご提示で 10%ご優待！
クレジットでのお支払いだと、さらにクレジットポイント1％付与（1・2階は0.5％）

ID：＠keikyu-dp

京急百貨店ＬＩＮＥ＠ 
秋の新規友だちキャンペーン 10月31日（火）まで
新規で友だち登録いただいた方に、京急百貨店3～7階と
10階＝レストランでご利用になれる「200円クーポン」プレゼント！

LINEの「友だち追加」から「ID検索」、または上記「QRコード」で登録して
ください。新しく友達になった方に、クーポンをプレゼントいたします。

LINE@200円クーポンプレゼント

友だち募集中
登録方法

同時開催：婦人服アウトレットバーゲン

■交通／京急線上大岡駅直結  
TEL 045-848-1111（代表）  http://www.keikyu-depart.comお 問 い 合 わ せ

Vマークバリュープラスは　　　　　　　　　　   の
プライベートブランドです。

抽選で加盟社各店合計
２，２００名様に当たる！

Ｖマークブランドキャラクター

KEIKYU PREMIERE POINT
京急プレミアポイントプレス

PRESS
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賑やかな集い
トリックorトリート！

笑い声が響くハロウィンの夕べには、
特製かぼちゃ料理でおもてなしを。

特集●スポーツの秋



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・ご予約

お問い合わせ・ご予約

健

温泉と心づくしの料理で、
心身ともにリラックスできる！

おすすめ
ポイント

伊豆長岡温泉京急ホテル
源泉100％かけ流しの贅沢湯・お風呂と料理自慢の宿

沼津港から届く新鮮な刺身や、
地伊勢海老の温泉蒸しなど、
伊豆山海の幸をふんだんに使った
秋の味覚をお楽しみください。

心地よい風、高く澄んだ空、穏やかな気候。
体力づくりや趣味を兼ねて、秋は体を動かすのにぴったりの季節！
楽しみながら長く続けられるスポーツ、はじめてみませんか。スポーツの秋

東欧最高峰の歌劇場が贈る
華やかな喜歌劇の最高傑作！

おすすめ
ポイント

横須賀芸術劇場

ハンガリー国立歌劇場
ヨハン・シュトラウスⅡ

オペレッタ「こうもり」
マン・ツー・マンの
パーソナルトレーニング
が大好評！

おすすめ
ポイント

飯綱山は紅葉がはじまり、
コース内の木々は紅く色づきます。
深まりゆく秋のゴルフをご堪能ください。

おすすめ
ポイント

TEL 045-786-4126  http://www.central.co.jp/club/noukendaiお問い合わせ・ご予約

■交通／京急線能見台駅から徒歩５分

能見台駅から徒歩5分、専用駐車場139台
完備。スタジオやスパエリアもあり、充実した
フィットネスクラブです。プールは25ｍ×8コー
ス。コース幅も広くゆったりとご利用いただけ
ます。会員無料のレッスンも充実。自分の
ペースにあった健康習慣をはじめませんか。

■交通／京急線汐入駅前

専用ダイヤルによる予約受付 TEL 046-823-9999 

カードご利用時の特典 クレジット会員特典 特別価格でご提供［鑑賞料］
カードご利用時の特典 クレジット会員特典 会員証発行手数料2,160円（税込）を50%割引 カードご利用時の特典

クレジット会員特典
通常5,400円を30%割引［乗馬スクール1回コース（プライベートレッスン/45分）］

セントラルウェルネスクラブ能見台
快適なフィットネスライフはじめませんか 楽

観

癒

にんじん1本ご持参で、断然お得に
プライベートレッスンが受けられる！

おすすめ
ポイント

千葉（若葉区） TEL 043-228-5531    千葉富里（富里市） TEL 0476-90-1177
神奈川（秦野市） TEL 0463-87-6610  東武（東武動物公園内） TEL 0480-92-4611

お問い合わせ

乗馬クラブ クレイン
緑に囲まれた静かな環境の中で乗馬が楽しめます

オペラハウス様式の、風格ある大劇場

ご予約時に
「京急プレミアポイントクレジット会員」

の旨をお伝えください。

◎受付時間／10：00～18：00（毎月第2水曜日休館）

秋のにんじんキャンペーン（先着50名様）

遊
歴史に培われた珠玉の18ホールで
快適なプレーをお楽しみください。

おすすめ
ポイント

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

100P［プレーご本人様1回につき］基 本 ポ イ ント

100円につき1P［プレーご本人様1回につき］クレジットポイント
カードご利用時の
特典（P：ポイント）

300P［プレーご本人様1回につき］基 本 ポ イ ント

100円につき1P［プレーご本人様1回につき］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泊1名につき100P［宿泊］基 本 ポ イ ント

100円につき1P［宿泊］クレジットポイント

TEL 0436-36-6351［予約専用］  http://www.ichiharakeikyu.co.jpお問い合わせ
■交通／ＪＲ内房線五井駅から車で約20分、または館山自動車道市原ICから車で約20分

TEL 026-239-1026 ［予約専用］  http://www.naganokeikyu.comお問い合わせ
■交通／JR長野駅下車・車で約30分

市原京急カントリークラブ
緑に囲まれた南房総のフラット＆ワイドなゴルフコース

遊 長野京急カントリークラブ
秋色の高原で爽快なラウンドを

※別途1,280円（レンタル代金、保険料、税込）が必要となります。

※月曜日が祝日の場合は特別営業10：00～19：00となります。

※月曜日はキッズスクールのみ14：00～20：00にて営業（スクールお電話受付時間14：00～20：00）

■交通／伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅から車5分、伊豆長岡駅から送迎あり（要連絡）

写真は秋のお料理です。［2017年11月30日（木）まで］
※仕入状況等により、料理内容が変更になる場合がございます。

・大人お1人様1泊2食付
 サービス料・税込
・入湯税150円（大人のみ）別途かかります。
 子どもは大人料金の70％です。
・2名様以上でお申込みください。

より快適にお過ごしいただける旅館を目指し、現在、館内一部リニューアル工事中です。
新しい伊豆長岡温泉京急ホテルにどうぞご期待ください。

特集

http://www.uma-crane.com

●軽食コンペパック（手軽な表彰式をお考えの幹事様におすすめ）

※キャディ付は、４Ｂ 3,240円（税込） ３Ｂ 4,320円（税込）の加算になります。

●コンペパック（懇親を兼ねたコンペにおすすめ）

◎クラブバス毎日運行 ＪＲ内房線五井駅東口発
袖ヶ浦バスターミナル発

8：20（全日）
7：30（平日）  7：40（土・日・祝日） 午前中は、茶店にて温かい「きのこ汁」をご用意しております。秋の味覚をご堪能ください。

●希望会場へ直接お電話にてご予約、お問い合わせください。（1組2名様まで）

三連休特別プラン

平日期　間

10,500円
9,000円
6,500円

15,500円
13,000円
8,500円

土・日・祝日

10月30日（月）～11月17日（金）
10月 1 日（日）～29日（日）

※1Rセルフプレーフィ（消費税・利用税込）

※こちらの番号からの予約のみ割引の対象となります。

※入金後の変更、キャンセルは一切できません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

11月18日（土）～26日（日）※昼食付

指　揮 ヤーノシュ・コヴァーチ／バラージュ・コチャール
演　出 ミクローシュ・シネタール　
出　演 アイゼンシュタイン：イシュトヴァーン・コヴァーチハーズィ／ティボル・サッパノシュ
　　　 ロザリンデ：エステル・シュメギ／アドリエン・ミクシュ ほか
　　　 ハンガリー国立歌劇場・管弦楽団・合唱団・バレエ団 ※キャストは当日発表とさせていただきます。

※主催公演のみ、
一部の公演を除く

0120-575-383  http://www.izu-keikyuhotel.com

［営業時間］平日9：00～23：00 土曜10：00～22：00 日曜・祝日10：00～19：00
［休 館 日］毎週月曜日及び季節休館

［コ ー ス］乗馬試乗会
［実施期間］11月30日（木）まで
［対　　象］京急プレミアポイント会員様とその家族
［費　　用］にんじん1本+1,280円
　　　　　　（レンタル代金、保険料、税込）
［会　　場］千葉、富里、神奈川、東武で実施中

［公演日］11月5日（日） 15：00開演
［会　場］よこすか芸術劇場（大劇場）
［料　金］S席：14,000円  A席：12,000円
　　　　B席：  9,000円  C席：  6,000円

［期　間］10月2日（月）～12月28日（木）までの全平日
［対象者］3組9名様以上のコンペ

［期　間］10月～12月の毎週月曜日・金曜日（ただし、祝日および12月29日は除く）
［料　金］セルフ10,090円（税込総額）※ 昼食付（デザート付）

［期　間］10月7日（土）～9日（月・祝）
［料　金］7日（土）・8日（日）→13,800円、9日（月・祝）→12,800円（税込総額） 昼食付

［料　金］

［宿泊料金］平　日 16,200円
　　　　　休前日 18,360円

［料　金］セルフ12,090円（税込総額）※ 昼食付、軽食パーティ・1ドリンク付

［料　金］セルフ13,090円（税込総額）※ 昼食付、パーティ（料理4品）・1ドリンク付

見学・体験随時受付中！

ハンガリー国立歌劇場内観

※表記価格は全て税込です。

本誌をご覧になってご予約された「京
急プレミアポイントクレジット会員」の方
は、S席・A席を1,000円引、B席・C席を
500円引にて、ご提供させて頂きます。

コンペ
パック

レディース
プラン

“馬”といえば“にんじん”！
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