
お問い合わせ

KEIKYU PREMIERE POINT PRESS
│4月号│2018年3月20日発行（通巻156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。

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

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。

京急ストア

京急ストアのプライベートブランド商品

Vマーク商品を買って当てよう！

商品券プレゼント
キャンペーン

Ｖマークブランドキャラクター

※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。

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、京急
プレミアポイントが付与されます。

※ご登録できる交通系ＩＣカードはＰＡＳＭＯ
に限ります。※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。

京急プレミ
ア

ポイントカ
ード

※登録可能
時間 6:00

～24:00mobile.keikyu-point.jp

を登録！
&まず

は!

Sweets  Ca lendar

観音崎京急ホテル・SPASSO
桜の名所も近く！都心から1時間、癒しの極上シーサイドリゾート

ご入浴とランチバイキングが
セットになったお得な
「スパ＆ランチプラン」をご用意。

おすすめ
ポイント

遊
グループ・カップル・ご家族で楽しめる宿

オーシャンビューの客室、自家源泉かけ流し！
海沿いの静かな北川（ほっかわ）温泉で心身ともにリラックス。

おすすめ
ポイント

癒

※写真はイメージです。

三浦半島の最東端にあり、浦賀水道を行き交う
世界の船舶を目下にご覧いただける眺望抜群の
リゾートホテルです。桜の開花時期にあわせて
一般公開される走水水源地も近く、春の行楽に
最適。旬の食材を使用したお食事と、潮風を感じ
ながらのご入浴がお楽しみいただけます。 ※写真はイメージです。

客室からは、昇る朝日と伊豆大
島が一望できます。海を望む膳
処「彩」では、金目鯛や明日葉な
ど、東伊豆ならではの新鮮な旬
の会席料理をお愉しみください。

■交通／京急線馬堀海岸駅から無料送迎バス8分
　　　　お車利用は、横浜横須賀道路「馬堀海岸インター」より5分

カードご利用時
の特典（P：ポイント）

TEL 046-844-9080 http://www.kannon-kqh.co.jp
TEL 046-844-4848 http://go-spasso.jp

【レストラン浜木綿】
【SPASSO】         

基 本 ポ イント

クレジットポイント 100円につき1P［SPASSO日帰り入浴］
1回1名につき10P［SPASSO日帰り入浴］

お問い合わせ

お問い合わせ・ご予約

■交通／伊豆急行線伊豆熱川駅から無料送迎バス約10分

TEL 0557-23-1212　www.tsuruya-kisshotei.com

［販売時間］ 10：00～14：30
［ご利用時間］ ランチ   ：11：30～15：00（14：30ラストオーダー）
　　　　　 SPASSO：10：00～23：00（22：30ラストエントリー）
［料　　金］ 大人/平日 3,300円 土・日・祝日 3,600円  小人（小学生）/全日 2,200円

京急プレミアポイント クレジット会員様 限定ご優待プラン

［期　間］ ２０１８年4月1日（日）～２０１9年3月31日（日）
※4/28～5/5・7/20～8/31・12/22～1/3・2/8～3/31除く

［期　間］ 4月1日（日）～30日（月・祝）
※5月1日（火）までの消印有効

期間中Vマークバリュープラス商品を含む、1,500円（税込）
以上のレシートを1枚1口として郵送でご応募ください。
※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。

10%割引
優待料金からさらに

抽選で加盟社各店
合計1,700名様に当たる！

東伊豆・北川温泉　つるや吉祥亭

通常17,000円が優待料金で15,000円に。
さらにカード提示で13,500円！
1泊2食付き。2名様1室利用の1名様料金。
税サ込・入湯税別。平日宿泊料金。

※3～6名様1室利用料金・休前日料金・子供料金は直接お問い合わせください。

京急
プレミアポイント
クレジットカード
のご提示で

※表示価格は全て税込です。

カードご利用時の特典 クレジット会員特典 クレジット機能付ポイントカードご提示で割引になります。
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KEIKYU PREMIERE POINT
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京急プレミア
ポイントプレス

特集　京急百貨店・COTONOWA

葉山町役場と
隣接する公園で

約15,000株のツツジを
楽しめます。

◎京急線新逗子駅から
京浜急行バス「葉山小学校」

下車徒歩約3分

花
の
木
公
園



特 集

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

アクティブになる春、何かを始めたくなる春、
コトノワで今、受講いただける講座の一部をご紹介します。
あなたもコトノワで新しい自分・新しい仲間と出会ってみませんか？

B
コース

鎌倉を歩きながら
スマートフォンならではの
撮影のコツを楽しく学びます。

お散歩スマホ撮影教室
桜と新緑の季節の鎌倉をめぐる

おすすめ
ポイント

［日　時］ 
Aコース 4月1日（日）13：30～15：00
Bコース 5月20日（日）13：30～15：00
［受講料］ 各回4,000円（税込）
［定　員］ 各回 8名様
［持ち物］ スマートフォン、
　　　　 歩きやすい服装
［講　師］ 旅と写真教室主宰 
            杉浦 優子
※詳しくはＣＯＴＯＮＯＷＡホームページを
　ご覧ください。

13：30 江ノ島電鉄 長谷駅前集合…海岸へ
出る…坂ノ下の迷路のような小路をめぐる
…御霊神社へ（桜、江ノ電をモチーフに撮影）
…長谷駅へ…15：00頃 現地解散

13：30 成就院門前集合・撮影…極楽寺切
通し周辺を撮影…坂ノ下周辺・坂ノ下海岸
を撮影（小路の風情、海）…時間があれば
江ノ電を撮影…15：00頃 現地解散

※写真はイメージです。

写経セット付きで、
講習後はご自宅でも
写経を手軽に楽しめます。

呉竹写経体験会
心静かなひとときを

おすすめ
ポイント

写経は字の練習や脳の運動にもよいといわれています。簡単な写経の説明の後、
筆ペンを使って実際に写経を書いていただきます(約50分)。筆・墨・硯を使うのが
本来の姿ではありますが、筆ペンなら手軽に始めることができます。まずは一度、写経
に触れてみませんか？

※写真はイメージです。

2回の参加で金澤七福神を
めぐる、健康とご利益の
両方を欲張ったコースです。

ノルディックウォーキング
横浜金澤七福神をめぐる

おすすめ
ポイント

※写真はイメージです。

体験会後に「運転カルテ」を
お渡し。運転復帰の
ヒントにお役立てください。

ペーパードライバーのための運転体験会
運転復帰への第一歩！

おすすめ
ポイント

長年自動車の運転から離れていたけれど、再び運転が必要となった方へ。自分のブランク度
合いや弱点を知ってみませんか？本格的なペーパードライバー教習を受ける前におすすめです。

最新の自動車関連法規と
心構えを知るプログラム

※写真はイメージです。協力：京急自動車学校上大岡校

コトノワ

4月1日（日）
桜の名所・御霊神社へ

A
コース

5月20日（日）
新緑の美しい極楽寺切通しへ

9：30 京急線杉田駅集合…富岡総合公園
…長昌寺…富岡八幡宮…13：00頃 京急
富岡駅 解散予定

9：30 京急線金沢八景駅集合…瀬戸神社
…龍華寺…伝心寺…宝蔵院…正法院…
13：00頃 金沢文庫駅 解散予定

Aコース Bコース

カードご利用時の特典（P：ポイント）
店 頭 で

http://cotonowa.jpW E B で

京急百貨店  TEL 045-848-1111 （代表）お問い合わせ お 申 し 込 み

108円につき1P（毎月ご利用額を集計後、翌月末までに付与いたします）※旅行商品等、一部企画を除きます。基 本 ポ イ ント

自分の運転技術の
レベルを知るプログラム実 技座 学

学

健

学

学

●七福神のガイドはありません。
　短時間での自由参拝となります。
●ポールは無料でレンタルいたします。

※写真はイメージです。

京急百貨店

［期　間］ 3月29日（木）～4月4日（水）
［会　場］ 各階＝化粧品売場

京急百貨店 LINE@友だち、モモカメール会員様
化粧品限定
ポイントアップフェア

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］クレジットポイント
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

■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

［日　時］ 5月24日（木）12：45～14：05
9月27日（木）14：00～15：20

［会　場］ 京急百貨店10階＝
バンケットルーム・リヴァージュ

［受講料］ 各回2,500円（税込・写経セット付）
［定　員］ 各回 20名様
［講　師］ 書道師範、呉竹東京支店支店長

吉野 誠
※詳しくはＣＯＴＯＮＯＷＡホームページをご覧ください。

［日　時］ Aコース 4月25日（水）
Bコース 5月23日（水）
各日 9：30～13：00

［受講料］ 各回1,728円（税込）
［定　員］ 各回 15名様
［持ち物］ 動きやすい服装、シューズ、

タオル、飲物、帽子、雨具
※詳しくはＣＯＴＯＮＯＷＡホームページをご覧ください。

［日　時］ 5月30日（水）9：30～12：30
［会　場］ 京急自動車学校上大岡校

 （横浜市営地下鉄港南中央駅より徒歩5分）

［受講料］ 3,980円（税込）
［定　員］ 30名様
※参加資格／普通自動車免許をお持ちの方
※詳しくはＣＯＴＯＮＯＷＡホームページをご覧ください。

［申込期限］ 5月9日（水）まで

LINE@
友だち

ID：＠keikyu-dp

http: //k-momoka.jp/

モモカ
メール
会員

［期　間］ 4月4日（水）～10日（火）
［営業時間］ 10：00～20：00
　　　　　  ※初日4日（水）は14:00開場
　　　　　  ※最終日10日（火）は当会場のみ
　　　　　　 17:00にて閉場

［会　場］ 7階＝催事場
2着よりどりスーツや
インポートスーツがお買得！

紳士服大市

スーツをお買上げの方に
パンツの裾上げ加工料を
1本無料サービスいたします。

京急プレミアポイント 
クレジットカード会員様特典

※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1着につきパンツ1本裾上げ。
※裾上げダブル仕上げは糸止め仕様。

8%にアップ
※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。

京急プレミアポイント

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

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％）

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！対象

商品を

［期　間］ 4月19日（木）～25日（水）
［会　場］ 京急百貨店・ウィング上大岡対象売場

上大岡　京急百貨店
7階＝総合サービスカウンター内COTONOWA窓口（受付時間：10：00～17：00）

※講座受講には会員登録が必要です。（入会金・年会費無料）

講座番号 05-35 講座番号 05-33

講座番号 05-46 講座番号 05-36

京急百貨店の新しい学び場×あそび
場×集い場
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