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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。

京急プレミアポイントクレジットカード
会員様をご招待！

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］

［日 時］2月28日（水） 10：00～21：00
［会 場］3～7階＝各売場

［会場］3～7階＝各売場

ちょっと早い 大人のひなまつりパーティー

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

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。

春の特別ご招待会

特別ご優待会
［会場］3階＝化粧品売場 他化粧品限定ポイントアップ
［会場］10階＝レストランレストランスペシャルDAY
［会場］地下1階＝食品売場食品お買得セール

■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

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

100円につき1P［葬儀費用］
クレジット会員特典 クレジット機能付ポイントカードのご提示で、当社斎場使用料無料・

祭壇費7%割引（クレジット決済の場合は対象外）
※ポイント会員の場合、ポイント専用カードのご提示で当社斎場使用料無料・祭壇費3%割引

もしもの時は、まずご一報ください！ 24時間受付・年中無休
安心と信頼を自信をもってご提供します

ご自宅や集会場、寺院、教会、公営斎場など、上記斎場以外の場所でのご葬儀も
承ります。宗派や規模は問いません。

●京急線金沢文庫駅
東口徒歩1分
0120-594-180 0120-594-432 0120-277-299

●横浜市営地下鉄線
上永谷駅徒歩1分

●京急線京急久里浜駅
徒歩1分

京急ストア

ご入場の際には、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。
ご提示いただけない場合は、ご入場をお断りさせていただくことがございます。

春物のファッションなど、対象商品のご優待や
化粧品のポイントアップなど、お得がいっぱいのパーティーです。

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。

京急百貨店LINE@新規友だちキャンペーン開催中　●4月4日（水）まで

特別企画

1日限り

※一部の売場は営業時間が異なります。

毎日新聞の購読で
京急プレミアポイントが
たまります！

※継続のお申し込みは、以前に購読申し込みサイトより新規購読のお申し込みをいた
　だき、さらに購読の継続をお申し込みの方が対象。
※カード決済切替は、現在既に購読中の方の中で、京急プレミアポイントクレジット
　カードでのお支払いに切り替えた方が対象。
※新規購読、継続購読、カード決済切替のお申し込みに対するポイント付与は、それ
　ぞれ一世帯につき１回に限らせていただきます。

※一部地域、販売店によってはお取り扱いできない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

検　索毎日新聞　購読詳しくは で

新規購読　1,800ポイント
継続購読　1,000ポイント
カード決済切替　500ポイント

（新規に６ヵ月以上お申し込みされた方が対象です）

［期 間］3月5日（月）～31日（土）

友だち募集中！
最新情報・お得情報をお届けいたします！

期間中はつめ放題、均一セールなど
お買得品を取りそろえてお持ちしております。

※一部対象外店舗がございます。

KEIKYU PREMIERE POINT
京急プレミアポイントプレス

PRESS
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愛らしく健やかに
陽ざしに柔らかさが混じる季節。
桃の節句には、ひな人形を飾り
お寿司と蛤の吸い物でお祝い。

特集●シナガワ グース レストラン



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

アート引越センター
お得で安心！ 新生活のスタートを応援

謝恩会や春の集まりが増えるシーズン！
便利な品川駅前、落ち着いた環境、多彩なレストラン。
3拍子揃ったシナガワ グースで、美味しいひとときを。シナガワ グース レストラン

おすすめ
ポイント

長沼静きもの学院

加賀料理 大志満

きれいな着こなしが身につく、着付け教室のパイオニア

京懐石の流れを受けた、華やかな膳を旬の食材で味わう異国情緒あふれるコロニアル様式の一軒家

アジアン・エスニック シンガポール・シーフード・リパブリック

きもの着付科・着付師育成科・くみひも科
入学時授業料10％割引。

おすすめ
ポイント

引越基本料金を
特別価格でご提案します。

シンガポールで人気の4店舗の
味をお楽しみいただけます。

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

幅広い年代の方から
愛され続ける名店の味を
お得にご提供します。

おすすめ
ポイント

［期 間］ 2月1日（木）～5月31日（木）

［料 金］ 通常6,800円（サービス料、税込）
前菜・スープ・季節の一品料理・チリクラブ・お食事・デザート
※コースは2名様より、前日までの予約制となります。
※メニュー内容は変更になる場合がございます。

中国料理 東天紅
ダイニング70席、個室9部屋の中国料理店

カジュアルレストラン ガーデンレストラン オールデイダイニング
ワールドワイドなメニューをお好きなだけ楽しめる

庭園をのぞむダイニング席、
落ち着いた和室や椅子席の
個室もご用意しました。

100円につき1Pまたは200円につき1P［商品お買上げ・飲食料金］カードご利用時の特典（P：ポイント）

■交通／京急線・JR線品川駅高輪口から徒歩3分

カードご利用時の特典
クレジット会員特典

クレジット会員特典

カードご提示で 授業料10％OFF ※割引はお一人様初回のみ。

［料 金］ 平日         2,000円（サービス料、税込）
　　　  土・日・祝日 2,500円（サービス料、税込）
★平日メニュー40種類以上、週末50種類以上！
　サラダバーには三浦野菜を含む珍しいお野菜を12種類ご用意。
　ドリンクは各種12種類以上をご用意！
★Hot Barにてカレー2種類とスープ2種類を常設！
　Ice Barにてアイス3種類とトッピングを6種類ご用意！

（サービス料・税込）

［ご提供期間］3月1日（木）～31日（土）

［料 金］ 通常4,158円（サービス料、税込）
前菜からデザートまで全7品のランチコース

［ご提供期間］3月1日（木）～31日（土）

［料 金］ 6,800円（サービス料、税込）
先付、吸物、お造り、煮物、焼物、酢物、
お食事、デザート

カードご利用時の特典
20%割引［引越基本料金］ ※3月下旬～4月上旬の引越は除外

新生活応援キャンペーン

引越基本料金25％割引特典1

段ボール最大50枚サービス特典2

ガムテープ3個サービス特典3

『苺と桜をテーマにした
ドリンク含む60種以上の
ビュッフェ』を今だけ味わえます。

［受付時間］
月曜～金曜 10：00～20：30
土曜　       10：00～16：00
※日曜・祝日は除く

お問い合わせは下記フリーダイヤル
まで、お気軽にどうぞ。

※コース内容、教室内容など詳しくは
　「長沼静きもの学院」のHPへ！

食

食

食

食

美

得

http://www.shinagawagoos.com

TEL 03-3440-1015  http://www.totenko.co.jpお問い合わせ

TEL 03-5449-8080  http://www.singaporeseafood.jpお問い合わせ

TEL 03-5447-1151  http://www.landmark-tokyo.comお問い合わせ

TEL 03-3441-8080  http://www.oshima-site.comお問い合わせ

お問い合わせ

108円につき1P［商品お買上げ・飲食料金］基 本 ポ イ ント クレジットポイント

シナガワ グース

ユニークリー・シンガポール・コース

ランチビュッフェ

ご予約時に「京急プレミアポイント
プレスを見た」とお伝えのお客様

ユニークリー・シンガポール・コース
6,800円→（15％OFF）5,780円

季節の小懐石

※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。

京懐石の流れを受け、華やかな膳として昇華
した加賀料理。伝統と美意識をしっかりと
受け継いだ、季節のお料理と心づくしのおもて
なし。北陸産の海の幸、加賀野菜をはじめと
する山の幸など、こだわりの食材を吟味した
お料理がお愉しみいただけます。

上記期間中にお申し込みいただき
ますと引越基本料金を特別価格にて
ご提案いたします！

［営業時間］ 11：00～15：00
               16：30～23：00（L.O.22：00）

長江

ご予約時に「京急プレミアポイント
プレスを見た」とお伝えのお客様

10％OFF

※写真はイメージです。

［営業時間］ 
月～金      11：30～15：00（L.O.14：00）
               17：00～22：00（L.O.21：00）
土・日・祝日 11：30～22：00（L.O.21：00）

［営業時間］ 
ご昼食 11：30～15：00（L.O.14：00）
ご夕食 17：00～22：00（L.O.20：30）

［営業時間］ 
月～土 11：00～15：00（L.O.14：30） 
　　　  17：30～24：00（L.O.23：00）
日・祝日 17：30～23：00（L.O.22：00） 
※祝前日を除く

 0120-330-911  http://www.naganuma-kimono.co.jp
長沼静きもの学院 インフォメーションセンター（横浜校など全国の長沼静きもの学院）

0120-0123-33
お申し込みは

前庭

3階

3階

4階

日本人好みの広東・福建料理をベースに、独自
のアレンジを加えて仕上げられた「東天紅」
の名菜の数々。大切な方と様々なシーンで、
「東天紅」ならではの味をお楽しみください。

緑あふれるガーデンに囲まれ、広々とした活気
あふれるダイニングでは、オリーブオイルやお米、
岩塩など、素材にこだわり抜いたお料理をご用意。
季節ごとの旬の味覚を取り揃えました。

アジア各国の美味しさがミックスして生まれたシンガ
ポールフードは、マッドクラブを使用したチリクラブを
はじめとするスパイシーな料理のほか、海南チキン
ライス、ガーリックシュリンプなど種類が豊富。数々
のシンガポールフードをご堪能ください。

きもので出かけるイベントを季節ごとに開催！ 
コーディネート力も磨かれ、きもの姿に自信
が持てます。教室は駅近で、レッスンの振替
も可能。手ぶらで気軽に通えます。

 0120-0123-33お 申 し 込 み

・3月下旬～4月上旬の混雑期は適用除外期間となり引越基本料金の１０％割引のみとなります。
・混雑期の詳しい日程はアート引越センターへお問合せください。
・アート引越センターが同時期に実施する他のキャンペーン・割引との重複利用はできません。
・お見積後のお申し出には対応できませんのでご了承ください。

◎お申し込みの際は、担当者に「京急プレミアポイントプレス3月号を見た」とお伝えください。

注意
事項
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