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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。

※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。

※京急プレミアポイント
PASMO（一体型PASMO）
をお持ちの方もお手続きが必要です。オートチャージサービスの有効期限は、

お申し込みいただいている
クレジットカードの有効期限
と同じです！

＊クレジットカードの有効期限

①お持ちのオートチャージサービス機能付きPASMOと
②「お手続きのお知らせ」
をご持参のうえ、ご利用になるPASMO鉄道事業者の駅で、PASMOオートチャージ
サービス有効期限延長のお手続きを行ってくださいますようお願いいたします。
※京急線各駅（泉岳寺駅除く）では、券売機でお客様ご本人によるお手続きが可能です。
※クレジットカードとは別送でのご案内となる場合もございますのでご了承ください。

新しい有効期限の
クレジットカードの中に
同封されている
「お手続きのお知らせ」を
ご覧いただき、 ＜お手続きのお知らせ＞＜オートチャージサービス機能付PASMO＞

＊

※PASMOは株式会社パス
モの登録商標です。※ロボッ
トはPASMOのキャラクターで
す。※PASMOオートチャージ
サービスは、株式会社パスモ
が提供するサービスです。
※カードはイメージです。

お問い合わせ

京急ストア

バイヤーいちおし
地元のグルメを集めた
「かながわギフトセレクション」や、
京急ストア「お肉博士」が
厳選した「お肉ギフト」を
ご用意しております。

京急百貨店

［ご予約承り期間］ 5月14日（月）～8月1日（水） 
※6月21日（木）より発送開始とさせていただきます。

［期　　間］ 6月1日（金）～13日（水）
［会　　場］ 3～7階＝各売場
※対象除外売場・商品がございます。

［期　　間］ 6月1日（金）～13日（水）
［会　　場］ 

夏ギフトご予約承り中

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

サマーサンクスフェア

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）］

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

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

◎ご予約承り店舗：京急ストア・京急ストアスパーク・もとまちユニオン 各店

7月3日（火）まで 7月4日（水）～8月1日（水）

京急プレミアポイント会員様限定

夏ギフトカタログお得な特典

10%OFF 5倍カタログギフト
ポイント

表示価格より

［期　　間］6月7日（木）～7月24日（火）
［営業時間］10：00～20：00
 ※最終日7月24日（火）は、当会場のみ17：00に閉場いたします。

［会　　場］7階＝催事場

京急百貨店お中元ギフトセンター

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 ゴールド

京急プレミアポイント シルバー

全国送料無料！期 間 中 い つ で も

10%OFF
ハートフルギフト 約500商品が

5月31日（木）10：00～7月31日（火）17：00
お中元ギフト インターネット承り期間

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。

↑青の
マークが目印

10%ご優待
対象商品を

10%OFF
ハートフルギフト 約500商品が

↑青の
マークが目印

京急プレミアポイントクレジットカード会員様特典

PAVFHCKY
クーポンコード

クーポンコードご利用で

「かながわグルメ」5％にポイントアップ
吉日屋
限定 ※一般配送品のみ対象。クール便や配送料込みギフト、豊島屋等は対象外。一般配送品約700商品が送料無料

夏のご優待会

化粧品限定ポイントアップフェア

3階＝化粧品売場、1階＝生活雑貨館【ル・ミディ】 4階＝【マリークヮント】
7階＝【ボーテ ガール】
　　 【ちふれ化粧品】
　　 【生活の木】
　　 【カリス成城】
　　 【スーパーフードニュートリエンツ】
　　 【オリーブマノン】

※オーカスクラブ会員証をご提示の方は、京急プレミアポイントクリスタル（ポイント専用カード）もお持ちください。

京急プレミアポイントクレジットカード
または、オーカスクラブ会員証をご提示で

8%にアップ
ポイント

京急プレミアポイントクレジットカード
または、オーカスクラブ会員証をご提示で

京急プレミアポイントクレジットカード会員様・オーカスクラブ会員様

【プチ・フルール】
潮風かをる夏の贈り物
3,996円（税込）

※一部対象除外商品がございます。
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JUNE

京急プレミア
ポイントプレス

特集　ブライダル

色とりどりの紫陽花
約3,000株が美しく

「かながわ花の名所100選」
にも選ばれています。
◎京急線新逗子駅から
京浜急行バス「向原」
下車徒歩約10分

あ
じ
さ
い
公
園



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

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

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

東京タワーを臨む
最上階からの絶景が
演出する極上ウェディング

THE LANDMARK SQUARE TOKYO
アクセス抜群！ 「シナガワ グース」内でチャペルウェディング

おすすめ
ポイント

［開催日］ 毎週土日開催　
　　　　 4部制 ： 9:00～/9:15～ 
 　　　　　　　  13:30～/17:30～
　　　　 所要時間 ：3時間程度（一部要予約）

［開催日］ 毎週土日開催　4部制 ： 9:05～/9:15～/13:30～/17:30～
　　　　 所要時間 ：3時間程度（一部要予約）

［開催日］ 5月13日（日）・27日（日）、6月3日（日）・24日（日）　
　　　　 4部制 ： 9:00～/9:15～/13:30～/17:30～
　　　　 所要時間 ：3時間程度（一部要予約）

［コース］ ①背中・二の腕スリム ②リッチバスト 
　　　　③背中トリートメント ④美肌フェイシャル
［料　金］ 各コース60分通常価格 10,800円（税込）⇒初回限定価格5,400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。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

スカイスパYOKOHAMA
横浜の景色が一望できる天空のスパ＆サウナ

眺望抜群の
シーサイドウェディングで
三浦の幸を堪能！

観音崎京急ホテル
潮風と波の音をBGMに誓う永遠の愛

おすすめ
ポイント

一度で効果が実感できる
4つのコースから、お好みのコースを
1つお得に体験できる！

エステアップ NAGANUMA BEAUTY COLLECTION
その日、世界で一番輝く花嫁へ

おすすめ
ポイント

横浜駅東口直結だから、アクセス抜群！
高濃度炭酸泉や各種スパ、美味しいレストランで、
1日たっぷりリフレッシュ！

おすすめ
ポイント

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

ブライダル
お二人の幸せいっぱいの門出を祝って、
人気のウェディングスポットからお得が続 ！々
すてきな結婚式のために、今すぐチェックしよう。

【和牛・オマール海老無料試食】
挙式体験＆ガーデン演出体験フェア

パパママ婚プラン

プレミアムウェディングプラン

【月2回限定！ 挙式料全額＆衣装付】
メイン食べ比べ試食＆９大特典フェア

【6名様からの食事会・少人数ウェディング】
おもてなし重視の方へ！ 無料試食付

♥このほか平日にもフェアを開催しております。

【先輩花嫁にも人気の婚礼メニューの豪華試食付！】 緑・自然光溢れるチャペルで入場体験
＆貸切のガーデンで演出や東京タワーを一望できる天空ウェディングをご紹介します。

【各日先着10組限定】 緑に包まれた開放的なチャペルでの
挙式体験＆挙式料全額プレゼントで無料に！
和牛＆オマール海老を含む豪華コース試食や演出体験も叶う！
おふたりのご結婚式を彩る特典も多数ご用意しております。

【東京の絶景×2フロア完全貸切の少人数専用会場】
42名様までのご家族や親しい方との少人数でのご結婚式をお考えの方にオススメ！
大切なゲストだからこそ、美味しいお料理と上質な空間でおもてなしを。

TEL 046-845-1522  http://www.kannonzaki.comお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

おかげさまで開業10周年

京急 EXイン

カードご利用時の特典

TEL 045-461-1126 http://www.skyspa.co.jp

カードご利用時の特典

1回につき150P［お申し込み料金（ご婚礼・宴会）］
100円につき1P［お申し込み料金（ご婚礼・宴会）］

TEL 03-6408-5225 http://www.landmark-tokyo.com/wedding
■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（P：ポイント）

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

■銀座店・渋谷店・横浜店など全国に16店舗　http://www.estheup.ne.jp

①～④のコースより、お好きなコースを1つお選びください。敏感肌などのご不安がある方
は、無料カウンセリングにお越しください。※予約が混み合います為、お早めにお電話をお願い致します。

選べるブライダルエステ体験コース

［営業時間］ 10:30～翌朝9：00（年中無休）※浴室のご利用は朝8：30までとなります。
　　　　　　　 ※中学生未満のお客様は安全管理上、ご入館いただけません。

［料　金］ 20名様 595,000円（税・サービス料込）
［内　容］ 

［料　金］ 30名様 1,050,000円（税・サービス料込）
［内　容］ 

全館駅から徒歩5分！
横須賀リサーチパークはバス5分

現在13館2,780室から
2020年3,000室超へ

おすすめ
ポイント

特集

祝 祝

楽

泊
美

※諸事情により、フェア日程、内容などに変更がある場合がございます。詳細はお問い合わせください。

※挙式料以外からもお値引きいたします。

2018年12月限定！ 挙式料全額OFF!（20万円分）
2018年8月～2019年5月挙式［最大70万円OFF］になります。期間

限定

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］

■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

〈注意・お願い〉■エステ体験は挙式3ヶ月前までのご案内とさせていただきます。■カウンセリング・お着替えを含め、所要時間は2～2.5時
間となります。■お肌の状態や体調によっては、施術をお受けできない場合もございます。■お申し込み時に挙式日をお知らせください。

10,800円 （税込）を3,240円（税込）に割引いたします。※割引はお１人様初回のみ
カード提示で、ボディーコースまたは、フェィシャルコース各60分

エステアップ　　　0120-389-700
NAGANUMA BEAUTY COLLECTION　　　0120-114-412お問い合わせ・ご予約

挙式料、新郎新婦衣装各1点、新郎着付＆新婦美容着付、ブーケ＆ブートニア、写真2ポーズ、
会場装花、入刀用イミテーションケーキ、プロフィールDVD、会場費、控室、婚礼特別コース
料理、ウェルカムドリンク、フリードリンク、介添料、サウンドオペレーター 

挙式料、新郎新婦衣装各1点、新婦美容着付、ブーケ＆ブートニア、
写真3ポーズ、プラン限定コース料理、フリードリンク、会場装花、
サウンドオペレーター、介添料、会場費（1名様追加 19,700円）

2018年7月・8月、2019年1月・2月限定

※お子様連れの方、これからお子様が生まれる方限定のウェディングプランです。永遠の絆を家族で誓うウェディングをご利用ください。

美味しいお料理でおもてなしを、と考えるお二人へオススメのプランです。　

スカイビル14階で横浜の絶景を一望
しながら、高濃度炭酸泉、ジャグジー、
ドライ&スチームサウナなど、ヨーロッ
パスタイルのスパが楽しめます。
また、溶岩浴、水素水サービス、
アロマトリートメントやタイ古式療法
などの5種マッサージ、レストラン、宿
泊施設も完備。休憩室では最新の
ハリウッド映画が無料でご鑑賞いた
だけます。

■交通／横浜駅（JR・市営地下鉄・京急線他）東口より徒歩3分

※ポイント専用カードのご提示でも特典をご利用いただけます。
一般入浴料金2,370円（税込）を2,060円（税込）

京急EXイン  https://www.keikyu-exinn.co.jp

1泊1室につき100P［宿泊］
100円につき1P［宿泊］


