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スイーツカレンダーは、全国各地のお店から沿線の隠れた銘店まで様々な
スイーツのお店を期間限定で紹介する店舗です。京急線横浜駅、上大岡駅、
追浜駅と、JR鶴見駅西口鶴見ミナールにございます。ちょっとしたお土産や
自分へのご褒美などに、ぜひご利用ください。

京急百貨店 駅のスイーツショップ《スイーツカレンダー》

KEIKYU PREMIERE POINT PRESS
│2月号│2018年1月20日発行（通巻154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）

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。

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］

京急駅ナカポイントサービスに登録されたPASMOを使って、お買い物いただくと
200円（税込）につき1Ｐ京急プレミアポイントが貯まります。

［期　　間］2月3日（土）～14日（水）
［営業時間］10：00～20：00
［会　　場］7階＝催事場

1月30日（火）～2月12日（月・祝）

◎スイーツカレンダー横浜店 ［営業時間］ 11:00～22:30

2月6日（火）～19日（月）

［期　　間］1月25日（木）～2月14日（水）
［営業時間］10：00～20：00
［会　　場］6階=紳士服売場 KEIKYU MEN'S

シナモンロールの専門店【シナボン】の
シナモンロールは、しっとりもちもち、
弾力のある食感が特長。温めるとよりいっそう
おいしくなり、甘い香りに包まれます。

甘さ控えめ、お子さまからご年配の方まで、
みなさまにおいしく食べていただける
もちもち食感のミニクレープです。

人気のベーカリーやこだわりのパンが集まります！

バレンタインギフトに最適なネクタイや
ハンカチ･革小物などを取り揃えております。

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

基 本 ポ イント

クレジットポイント

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。

かみおおおか パンフェスタ

【シナボン】 【コロット】

バレンタインギフトフェア

■交通／京急線上大岡駅直結  

■交通／京急線（横浜駅構内中央改札内コンコース、上大岡駅構内下りホーム、追浜駅構内）、
　　　　ＪＲ線鶴見駅西口「鶴見ミナール」3階コンコース 

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

京急ステーションコマース　スイーツカレンダー  http://www.keikyu-sc.com/sc

同時開催：メルシーショコラ2018

お問い合わせ

【タケオキクチ】ネクタイ(タイピン付)
10,800円(税込)

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！！

5倍ポイントサービス
京急プレミアポイント 京急プレミアポイント

会員募集中

～2月3日（土）～
京急ストアでは毎月3日恒例の

3の日感謝デー開催！

京急ストア

もとまちユニオン元町店・鎌倉店では
「THANKS DAY」を同時開催！

2月3日（土）は節分
各店にて恵方巻きを
販売いたします。

KEIKYU PREMIERE POINT
京急プレミアポイントプレス
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福はうち
鬼はそと、福はうち。

節分には恵方巻を丸かぶりして福招き。
今年は南南東を向いて。

特集●バレンタインデー



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

京急ハウツ
快適な生活のために。早い・安い・親切がモットー

いつもありがとう！大好き！これからもよろしく！
いろいろな想いと一緒に贈る、ハートウォーミングな日。
気持ちが伝わるスイーツ&ギフトの準備を始めませんか。

バレンタインデー
おすすめ
ポイント

横浜港クルーズ・ロイヤルウイング

観音崎京急ホテル ティー＆カクテルラウンジ

■交通／みなとみらい線日本大通り駅より徒歩約7分

Wing Valentine 2018 
ウィング新橋・ウィング高輪WEST・ウィング川崎・ウィング久里浜

バレンタインクルーズ＆スターライトクルーズ

ホテルメイドで人気5種のクッキーをバレンタイン用に販売
一番大切な人へ 
美しい夜景のプレゼント。

1.チョコクッキー  …………………100円
2.ココナッツクッキー………………100円
3.フロランタン ……………………100円
4.チョコフロランタン………………150円
5.黒砂糖とクルミのクッキー………150円

大切な人やお友達へのバレンタインギフトにピッタリな、
スイーツやアイテムを各種取り揃えております。

おすすめ
ポイント おすすめ

ポイント

今年も、人気の海外ショコラティエ【ジャン=ポール･エヴァン】や
【ピエール･マルコリーニ】などが揃います。他にも国内外の
チョコレートが大集合いたします。

おすすめ
ポイント

♥バレンタインクルーズ

♦スターライトクルーズ

［期 間］2月3日（土）～
　　  14日（水）
［会 場］7階=催事場

［期 間］2月9日（金）～14日（水）
［時 間］ディナークルーズ 
         17：00～18：50／19：30～21：20
［料 金］22,000円～（2名様料金）
            ※乗船料、コース料金、ドリンク、記念写真1枚

［期 間］2月1日（木）～14日（水）
［料 金］ホテルメイドクッキー5種
　　　100円～150円
　　　 詰め合わせ 650円
［提供時間］11：30～21：00
   ティー＆カクテルラウンジ
   TEL：046-844-9080

［期 間］2月28日（水）まで
［時 間］ディナークルーズ 17：00～18：50／19：30～21：20
［料 金］大人お1人様：ディナーバイキング 5,400円／コース料理 7,500円～
            ※乗船料は別途申し受けます。

京急百貨店
メルシーショコラ2018 

良質なバターを使用し、
全てホテルにて
手づくりしております。
バレンタインのプレゼントに
ピッタリです。

空気の澄んだこの時期、船のトップデッキから眺める横浜の夜景や星空は格別です。
出航1時間後から30分間のみ、サンデッキのデッキライトを消灯いたします。

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

1泊1室につき200P［宿泊］1回1名につき20P［レストラン・ラウンジ］
100円につき1P［宿泊、レストラン・ラウンジ］

TEL 046-841-2200 http://www.kannon-kqh.co.jp
TEL 045-662-6125お問い合わせ・ご予約 http://www.royalwing.co.jp■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

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］

■交通／京急線上大岡駅直結  

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

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）

1,080円につき10P［商品お買上げ］

■交通／京急線金沢文庫駅から徒歩10分  

TEL 045-785-3011  http://www.keikyu-hautsu.com

【ゴディバ】
ジュエリー セレクション
（5粒入） 2,160円

【ジャン=ポール･エヴァン】

同時開催：かみおおおか パンフェスタ

◎運休日：祝日除く月曜日

カードご利用時の特典 ※掲載プランは特別クルーズのため対象外となります。
クレジット会員特典 乗船料（会員様含め5名様まで）通常料金 大人2,500円（税込）を1,750円（税込）、

小学生1,250円（税込）を875円（税込） ※食事代が別途かかります。

Merci! Chocolat!!

※お助けハウツマン、マツモトキヨシ京急ハウツ店は京急プレミアポイント対象外となります。

◉お助けハウツマン対象エリアは横浜市南部・横須賀市北部とさせていただきます。

※表示価格は全て税込です。

※表示価格は全て税込です。

※表示価格は全て税込です。

特集

贈 贈

贈

贈

助

http://www.wing-net.ne.jpお問い合わせ

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
■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩1分

■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

■交通／京急線京急久里浜駅直結 

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、久里浜：1F・4F 京急観光は216円につき1Ｐ）基 本 ポ イ ント

100円につき1P［商品お買上げ］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

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

ウィング川崎 TEL 044-233-8673
ウィング高輪WEST TEL 03-3449-1436

ウィング新橋 TEL 03-3573-7304

ウィング久里浜 TEL 046-834-8958

【ザ・ボディショップ】
●ホワイトムスク フォーメン 
ヘアー&ボディウォッシュ 
2,160円

【タリーズコーヒー】
●タリーズショコラ カカオセレクション 
1,280円

【銀座コージーコーナー】
●ジーナ・マ・ジーナ チアブレス
（10種10個入）1,080円

♥ウィング新橋 ♥ウィング高輪WEST

♥ウィング川崎 ♥ウィング久里浜

【アンナミラーズ】
●ダブルダブルチョコレート
レギュラー：4,190円  
スモール：1,296円  ピース：680円

※写真はイメージです。

※表示価格は全て税込です。
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