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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

※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。

http: //k-momoka.jp/

モモカメール会員

お問い合わせ

京急オンライン書店 BOOKFAN by eBookJapanは、クレジット会員が京急プレミアポ
イントWEBサイトから、本、CD、DVDをクレジット決済で購入いただけるサービスです。
クレジット決済額に対して京急プレミアポイントが貯まる大変お得なオンライン書店です。

100円につき1P［商品お買上げ（書籍、CD、DVD）］
カードご利用時の特典（P：ポイント）

京急オンライン書店 BOOKFAN by eBookJapan

京急オンライン書店 BOOKFAN by eBookJapanをご利用の際は登録が必要です。
http://www.keikyu-point.jp 検　索京急プレミアポイント

京

急プ
レミアポイント 1冊

から何冊でも

100円につき
1ポイント！
100円につき
1ポイント！

さいか屋

お母さんに“いつもありがとう”の気持ちを伝える、母の日にぴったりの
おすすめギフトを選りすぐり、各店・各フロアにてご用意いたしました。
人気のスウィーツからオシャレな雑貨まで、思わず笑顔になれる品揃えです。

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）
108円につき1P（生鮮食料品･物産催事等は216円につき1P）［商品お買上げ］

※写真はイメージです。

◆横須賀店1階・藤沢店1階

宝石の輝きをもつゼリー、彩果の宝石。
香り高いハーブの風味と可愛らしい
花ゼリーは贈り物にぴったりです。

京急百貨店

［期　間］ 5月13日（日）まで
［会　場］ 【横須賀店】【藤沢店】各階にて開催 ※川崎店ではお取り扱いがございません。

［期　間］ 5月3日（木・祝）～8日（火）
［営業時間］ 10：00～20：00 ※最終日8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、新・横浜家族の店

［期　間］ 5月17日（木）～23日（水）
［営業時間］ 10：00～20：00 
※最終日23日（水）は当会場のみ17：00にて閉場いたします。

［会　場］ 7階＝催事場、新・横浜家族の店 他

母の日プレゼントフェア

【彩果の宝石】
花ゼリー 缶入
（花ゼリー25個・ハーブゼリー7個、計32個）
3,240円（税込）

京急ストア創立85周年記念
紅白玉子（10個入）  258円（税込）
※京急ストア湘南佐島店、もとまちユニオン ウィング久里浜店は
　お取り扱い対象外となります。

●京急百貨店ＬＩＮＥ＠
●モモカメール会員様

ハワイ・大信州展
イートイン

100円引クーポン
も登場！

LINE@友だち

ID：＠keikyu-dp

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

ハワイ＆ポリネシアンフェスティバル

大信州展

信州が誇る工芸品と食が勢揃い！

フラダンスやポリネシアンダンスなどのステージイベントを日替りで開催！
アクセサリーをはじめ、イートインでは新登場のグルメも大集合いたします。

※写真はイメージです。【戸隠蕎麦 山故郷（やまさと）】

お問い合わせ

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）］
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

オリジナルパッケージ

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

“けいきゅん”や
カラフルなバルーンが描かれた、
思わず手に取ってしまいたくなる
かわいいパッケージに
仕上げました。

お問い合わせ

TEL 044-211-3111
TEL 046-823-1234
TEL 0466-27-1111 

川 崎 店
横須賀店
藤 沢 店 

■交通/ＪＲ線「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」より徒歩4～8分
■交通/京急線「横須賀中央駅」より徒歩7分
■交通/JR線・小田急線・江ノ島電鉄線「藤沢駅」より徒歩4～7分

下記各店またはさいか屋ホームページで ▼http://www.saikaya.co.jp
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京急プレミア
ポイントプレス

特集　GWレジャー

緑豊かな園内で
ポピーの見頃には
3品種、約100万本が
咲き誇ります。

◎京急線京急久里浜駅
から徒歩約15分

く
り
は
ま
花
の
国



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

基 本 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

クレジット会員特典

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

イルカやアシカたちのパフォーマンスや
ペンギン島・かわうその森など、見どころいっぱい！

京急油壺マリンパーク
2018年4月27日で開館50周年！

おすすめ
ポイント

［開催時間］ 1回目11：00～／2回目14：00～
［会　場］ 園内中央広場「なぎさのステージ」※雨天時：屋内大海洋劇場「ファンタジアム」にて開催
※キャラクターショーは諸事情によりイベント内容・出演者が予告なく変更・中止になる場合がございます。

［料　金］ 大人3,240円・小人1,620円（税込）
※小学生までは、「小人」料金です。
※未就学児は、「無料」です。（但し大人1名につき、1名まで）
※気象・海象の状況により欠航になる場合がございます。出航状況はお電話にてご確認ください。

［参加費］ 各500円（税込）

※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。

歌川国芳《川中嶋合戦》1855年、額縁のタカハシ蔵（前期展示）

©2018 Gullane(Thomas)Limited.

横須賀美術館
ゴールデンウィークはイベント盛りだくさん！ いざ横須賀美術館へ！

目的やご予算に合わせた
パックが見つかる！

市原京急カントリークラブ
南房総のゆとりあるグリーンで、ゴルフを満喫！

おすすめ
ポイント

海からの壮大な富士山、
江ノ島を
裏側から眺められる！

葉山マリーナ
誰でも気軽に海上散歩が楽しめます！

おすすめ
ポイント

前期・後期を通じて
約120点の英雄豪傑
たちが集結！

おすすめ
ポイント

楽

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

特集 GWレジャー ご家族や、仲良しグループ、また親しい友人と！
1日中たっぷり楽しめて、ゴールデンウィークにお出かけしたくなる
人気のおすすめスポットをご紹介します。

★京急油壺マリンパークはペットと一緒に楽しめます！
　  ※ペット1頭につき入園料500円（要入園手続き）。 

★GWもふれあい・エサやり体験が盛りだくさん！
　  ※有料・予約制。

★ものづくり体験で思い出づくり
50周年記念の特典がつく体験

も
★いるか・あしかパフォーマンス

カードご利用時の特典（P：ポイント）

かわいいイルカやアシカたちの迫力満点のショーを毎日開催

マリンパークの
かわいい生き物たちがお出迎え！？

4月28日（土）～30日（月・祝）、5月3日（木・祝）～6日（日）
たのしいイベント・キャラクターショー開催

開館50周年記念セレモニーも！

観覧無料

さらに！！
4月28日（土）は

■交通／京急線三崎口駅からバス約15分、終点「京急油壺マリンパーク」下車すぐ
TEL 046-880-0152  http://www.aburatsubo.co.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

お問い合わせ

①水族館パフェストラップづくり
②砂絵づくり（フレーム付）
③動物おえかき（ケース付）
④ねんどで水槽づくり
⑤フォトフレームづくり      etc.

108円につき2P［入園料］ 108円につき1P［レストラン・ショップ（一部商品を除く）］

トーマスたちと一緒に遊ぼう！

原鉄道模型博物館

■交通／JR・市営地下鉄・京急線他「横浜駅」東口徒歩5分、みなとみらい線「新高島駅」徒歩2分

カードご利用時の特典

TEL 045-640-6699  http://www.hara-mrm.com

入館料（会員様含め５名様まで）10%割引

■交通／京急線馬堀海岸駅から、京浜急行バス「観音崎」行乗車
　　　　「観音崎京急ホテル・横須賀美術館前」（約10分）下車、徒歩約2分

TEL 046-845-1211 http://www.yokosuka-moa.jp

カードご利用時の特典 観覧料（5名様まで）20%割引

100P［プレーご本人様1回につき］
100円につき1P［プレーご本人様1回につき］

TEL 0436-36-6351［予約専用］  http://www.ichiharakeikyu.co.jp
■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  

108円につき1P［レストラン・ショップ（一部店舗を除く）］
100円につき1P［レストラン・ショップ（一部店舗を除く）］

クルージング受付  TEL 046-875-0002 http://www.hayamamarina.com
■交通／京急線新逗子駅（南口）～2番バスのりば：葉山一色（海岸廻り）行、「葉山マリーナ」下車

1日3便（11:00～/13:30～/15:00～/各約45分）「江ノ島・裕次郎灯台周遊クルー
ジング」を毎日運航しています。心地よい潮風を浴びながら絶景を眺め、日常をリセット！ 
また、マリーナプラザの各レストランでは自慢のお食事をご用意。清 し々い初夏のひととき
をお過ごしください。（クルージングは、事前予約をおすすめします。）

江戸の浮世絵から近代の武者絵を中心に現代作家の作品、変わり兜や甲冑まで、
各時代の要求や人々の憧れ、作家独自のストーリーや人物の解釈などによって、
時を越えて表された英雄豪傑たちをご覧いただきます。ゴールデンウィークは
横須賀美術館へ！

イギリスのテレビシリーズで撮影に使われたトーマスと仲間
たちが登場！ 原鉄道模型博物館の世界最大級のジオラマ
をトーマスと仲間たちが走ります。本物の運転台で模型の
運転体験もできるよ！

※写真はイメージです。

江ノ島・裕次郎灯台
周遊クルージング（予約制）

「集え！ 英雄豪傑たち」 浮世絵、近代日本画にみるヒーローたち

遊遊

▶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）

※コンペパック、レディースプランは、1R ・ 4B 乗用 カートフィ付です。
※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。
◎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）

［期　間］6月29日（金）までの全平日
［対象者］3組9名様以上のコンペ

［開催期間］ 4月28日（土）～6月17日（日）
　　　　　 〈前期〉４月28日（土）～５月24日（木） 〈後期〉５月25日（金）～６月17日（日）
［開館時間］ 10:00～18：00
［休 館 日］ 5月7日（月）、6月4日（月）
［観 覧 料］ 
一般：９００円　
高校生・大学生・65歳以上：７００円
※中学生以下無料 ※表記価格は全て税込です。

［開催期間］ 5月7日（月）まで
［開館時間］ 10:00～17：00（最終入館16:30）
［休 館 日］ 火曜日 ※5月1日（火）は営業
［入 館 料］ 大人1,000円 中学・高校生700円
 　　　　　小人（4歳以上）500円 ※3歳以下無料
                     ※表示価格は全て税込です。

［期　間］4月～6月の毎週月曜日・金曜日（ただし、祝日は除く）
［料　金］セルフ10,090円（税込総額）※ 昼食付（デザート付）

［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
▶コンペパック（懇親を兼ねたコンペにおすすめ）
［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

コンペ
パック

レディース
プラン

観

観
きかんしゃトーマススペシャルギャラリー

本展期間中、このページをご提示いただいたお客様は、
入館料 小人（4歳以上）3名様まで無料、中学・高校生・大人4名様まで10％割引

京急プレミアポイントプレス5月号 入館料特別割引

※他のクーポン・割引券・京急プレミアポイントクレジットカードとの併用はできません。

約7,000個のニューブロックでつくった
ビッグパーシーがお出迎え！

① ② ③ ④ ⑤

［営業時間］ 9：00～17：00
※時季により変更あり ※GWの営業時間はホームページをご確認ください。
※最終入館は、閉館時間の30分前までとなります。

4月28日（土）～30日（月・祝）および5月3日（木・祝）～6日（日）は、終点「油壺」下車徒歩5分 
※時季により変更あり。また当館の営業時間外は「油壺」が終点となります。

オリジナルグッズがもらえる
スタンプラリー開催中！

おすすめ
ポイント

※内容は諸事情により変更・中止になる
　場合がございます。


