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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。

特 別 ご 優 待 会

化粧品限定ポイントアップ

お 買 上 げ プ レ ゼ ン ト

レストランスペシャルDAY
お問い合わせ

京急百貨店 京急ストア

 ［日　時］ 9月5日（水）午前10時～午後9時
※一部の売場は営業時間が異なります。

［会　場］ 3～7階=各売場

［会　場］ 3階=化粧品売場 他

［会　場］ 3～7階=各売場

［会　場］ 10階=レストラン

8月25日（土） 6階＝紳士服売場

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

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お得意様限定　　　　　　　  特別内覧会

自動エントリーで
商品券が当たる
キャンペーン

パターンオーダースーツ＆カスタマイズショップ
KEIKYU GENTLE MEASURE Debut!
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京急プレミアポイント加盟店でクレジット決済をした場合の基本ポイントとクレジットポイントの合算付与率です。
加盟店により付与率は異なります。一部対象外店舗・商品がございます。
京急プレミアポイント加盟店以外で、クレジット決済をした場合のクレジットポイント付与率です。なお、定期券やPASMOオートチャージ
ご利用分は0.5％（200円につき1ポイントとなります。）また、年会費、キャッシング利用など一部のご利用分は付与対象となりません。
毎年1月1日から12月31日までのクレジットご利用合計金額が100万円以上の本会員に進呈いたします。

京急プレミアポイントゴールド

旅行をはじめ、ショッピングやお食事など、羽田空港をご利用になる
お客様にお得がいっぱいのカードです。この機会にぜひご入会ください。

ご旅行やショッピングなど、使っておトクなカード！

ポイントがどんどん貯まる！

年会費
1,905円（税抜）

初年度
無料

他にも魅力いろいろ。詳しくはwebで▶

京急プレミアポイント加盟店なら最大6％※1

羽田空港国内線旅客ターミナルなら2％ 京急プレミアポイント加盟店外でも1％※2

ポイントまとめて楽しい！

家族でポイントまとめて貯まる！家族会員1名様まで年会費無料！

羽田空港のショッピングでうれしい！

TIAT  DUTY  FREE  SHOP  CENTRAL免税店10％OFFなど
ご利用特典が充実！
京急タクシーご利用券1万円分、三浦半島京急グループ宿泊・レジャー施設
ご利用券1万円分、京急百貨店カタログギフトのいずれか一点を進呈 ※3

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。

8/25（土）
NEW
OPEN

KEIKYU GENTLE MEASUREは、
国内工場のみで縫製される
MADE IN JAPANオンリーの
パターンオーダースーツショップです。
豊富な生地や仕立てデザインなどから
お客様のシーンに合った
トータルコーディネートをご提供いたします。

※写真はイメージです。

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！

この秋に
Newオープンするブランドや
秋冬の新作をご紹介する、
1日限りの特別ご招待会を
開催いたします。

◆特別企画

［ご入場口のご案内］ 3階=インフォメーション前入口
※ご入場の際には、本状もしく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あります。

エントリー期間 9月3日（月）～30日（日）

秋の新商品

期間中、京急ストア・京急ストアスパーク・もとまちユニオン
各店でのお買上げ金額が累計10,800円（税込）以上で
自動エントリーとなる企画を実施いたします。

1日限り

◎実施店舗：京急ストア（みなとみらい店、伊勢佐木町店を除く）
　　　　　 京急ストアスパーク・もとまちユニオン 各店
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SEPTEMBER

京急プレミア
ポイントプレス

特集　秋のグルメ

枯山水庭園や
本堂の丸窓から望む

四季折々の景色が美しい
北鎌倉の禅寺です。
◎京急線上大岡駅下車
江ノ電バス「明月院」下車

徒歩約5分

明
月
院



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

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

※外観イメージ

葉山マリーナ
開放感のあるオーシャンビューの人気レストラン

［料　　金］ 体験乗馬スクール
　　　　　（30分・2回・ドリンク付）
　　　　 11,400円（保険料・税込）
［営業時間］ 9：00～18：00
［定 休 日］ 月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）※月に一度、月・火曜日の連休があります。
※9月の定休日は、3日（月）、10日（月）、11日（火）、18日（火）、25日（火）です。

［会　　期］ 9月15日（土）～11月4日（日） ※11月３日（土・祝）は無料観覧日
［開館時間］ １０：00～１８：00
［休 館 日］ １０月１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。

［営業時間］ 10:00～21:00（ラストオーダー20:00）
　　　　　 ランチ    11:30～14:30／ティー 10:00～11:30 14:30～17:00
　　　　　 ディナー 17:00～21:00（ラストオーダー20:00）
［定 休 日］ 火曜日

［料　　金］ Aコース 2,800円／Bコース 3,800円 （税・サービス料込）
［営業時間］ ランチタイム 11:30～14:00 ※平日限定

［営業時間］ 9:00～22:00（ラストオーダー21:00）
　　　　　 モーニング 9:00～11:00／ランチ    11:00～14:00
　　　　　 カフェ 　  14:00～17:00／ディナー 17:00～22:00
［定 休 日］ 土・日・祝 ※事情により不定休日がございます。
★座席数61席、パーティー4名様～ ご予約承っております。（お気軽にお問い合わせください。）

草間彌生《夏（2）》、1985年、福岡市美術館蔵。
Ⓒ YAYOI KUSAMA

※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。

乗馬クラブ クリエ三浦
今ならお得に！ 体験乗馬スクール

ビューポイントからの
景色と、
観音崎京急ホテル
ならではの
おいしさを堪能！

観音崎京急ホテル
フレンチレストラン ル・ボ・リバージュ 平日限定海辺のランチ

オードブル＆サラダ食べ放題 人気の「海辺のランチ」コース

おすすめ
ポイント

素材を活かした
季節の味が続々登場！

おすすめ
ポイント

大人数のパーティーや
小人数の集まりなど
目的やシーンに合わせて、
いろいろ使えて便利！

おすすめ
ポイント

三浦半島のすばらしい
ロケーションの中で
乗馬が楽しめます。

カードご利用時の
特典（P：ポイント）

秋のグルメ 旬の素材を活かした、シェフ自慢のメニューが楽しめる
おすすめレストラン＆カフェをご紹介します。
フレンチ、イタリアン、創作料理からお好みのスタイルを選んでみては？

TEL 046-844-9080（レストラン）  http://www.kannon-kqh.co.jpお問い合わせ・ご予約

お問い合わせ

お問い合わせ

モダンアートの巨匠の代表作が一堂に

横須賀美術館

カードご利用時の特典

108円につき1P［飲食料金（17時以降はポイント２倍）］
100円につき1P［飲食料金］

カードご利用時の特典

おすすめ
ポイント

ベルフォール・カフェ
落ち着いた雰囲気で気兼ねない空間を提供するカフェレストラン

味

■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

■交通／京急線三浦海岸駅から送迎車で約5分（要予約）
お問い合わせ

食

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［プレーご本人様1回につき］

基 本 ポ イ ント

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［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）］

基 本 ポ イ ント

クレジットポイント

クレジット会員特典

福岡市美術館所蔵
国内屈指のモダンアートの名品
67点を厳選し、展示。

おすすめ
ポイント

シャガール、ミロ、ダリ、デルヴォー、レオナール・
フジタなどのヨーロッパの巨匠から、ウォーホル、
リキテンシュタインといったポップアートの旗手、
そして80年代以降に活躍したバスキアや草間
彌生まで、20世紀モダンアートの魅力に迫ります。
芸術の秋は横須賀美術館にお越しください。

「体験乗馬スクール」は、インストラク
ターがマンツーマンで指導いたします
ので、初めての方でも安心して乗馬の
面白さを実感していただけます。

「ル・ボ・リバージュ」はフランス語で 
"美しい浜辺"。View Pointをガラス
越しに、観音崎京急ホテルならではの
美味しさを味わう｢上質のひととき｣。 事 前 に 電 話 予 約 が 必 要となります。

◎動物取扱業登録　動保第170047号　◎登録有効期限　2022年5月24日

TEL 046-888-4059  http://kuriemiura.sports.coocan.jp

体験乗馬スクール（全2回）
通常11,400円（保険料・税込）を9,730円クレジット会員特典

モダンアート再訪
ダリ、ウォーホルから草間彌生まで 
福岡市美術館コレクション展

観覧料（５名様まで）20%割引

■交通／京急線馬堀海岸駅下車、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

イル・ティモーネとは、イタリア語で「舵」を意
味します。青い海を臨む、くつろぎの空間で
旬のお料理をお楽しみいただけます。ゆっく
りと流れる「葉山の時間」をお過ごしください。

昼はお手軽なランチメニュー、夜はシェフが
こだわりぬいたコース料理を季節ごとにご用
意。もちろんお食事メニューも取り揃えてお
りますので、お一人様も大歓迎。目的やシー
ンに合わせて、いろいろご利用いただけます。

イタリア料理【イル・ティモーネ】

レストラン【ル・ボ・リバージュ】

TEL 046-876-2455 http://www.hayamamarina.com

お問い合わせ TEL 03-3440-0140 

■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

■交通／京急線・都営浅草線泉岳寺駅Ａ１出口すぐ（京急電鉄本社ビル１階）

特集

味

オードブル＆サラダ

本日のスープ

お魚料理

お肉料理

デザート盛り合わせ

コーヒー or 紅茶

※月毎にメニューは変更となります。詳細はお電話にてお問い合わせください。
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