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対象売場・商品15％割引

対象売場・商品20％割引

●東京西川（羽毛掛け布団、真綿布団、敷き布団の一部商品、ベッドの一部商品）
●調理用品（日本橋木屋、ビタクラフト、フィスラー）

●昭和西川（羽毛掛け布団、敷き布団） ●東京西川（羽毛掛け布団、真綿布団） 
●ベッド ●調理用品（シリット、WMF、ツヴィリングJ.A.ヘンケルス、日本橋木屋、
ビタクラフト、フィスラー）

婦人服飾雑貨 ●アクセサリー（リフォーム） 〈対象期間限定〉 ●婦人帽子  3/15（木）53/28（水） 1階

婦人服
ハンドバッグ
トラベル用品

●ハンドバッグ（イザック、ブロンティベイパリス、ボーデッサン、ラ バガジェリー）
〈対象期間限定〉 ●トゥモローランド  3/8（木）53/14（水） 
●ストロベリーフィールズ、ナチュラルビューティー、ノーリーズ、
マッキントッシュ フィロソフィー  3/8（木）53/18（日）　
●シャワーパーティー  3/8（木）53/21（水・祝）　●ヒューマンウーマン
3/15（木）53/18（日）　●ケティ、フレディ  3/15（木）53/25（日）
●ニーム  3/8（木）53/21（水・祝）、3/31（土）54/3（火）

2階

●家具 ●カーテン・カーペット ●カットクロス ●布流布流 ●時計 
●宝石（TASAKIは除外） 6階 家庭用品他

●イージーメイド ●スラックス ●カジュアルウエア 
●ワイシャツ、ネクタイ ●紳士靴 ●パジャマ、ガウン ●宝石 ●時計 6階 紳士服・洋品他

●イザック ●バサラ ●ボックス21 ●ラ バガジェリー 3階 ハンドバッグ

●ヤマト屋 ●アクセサリー（ジュリイの一部商品） 婦人服飾雑貨2階

6階 家庭用品

7階 家庭用品

5階 紳士服・洋品
●スーツ ●コート ●ジャケット ●スラックス ●フォーマル 
●イージーメイド・オーダーメイド（お仕立て券は除外） ●カジュアルウエア 
●メンズカジュアル（シンプルライフ、ヴァンプス） ●ゴルフスラックス 
●パジャマ、ガウン ●ワイシャツ、ネクタイ ●紳士靴

2018年 3/8（木）54/3（火）15％割引・20％割引 ご優待
下記の対象商品を合計税込5,400円以上お買い上げの場合、15％または20％割引いたします。
※記載の売場におきましても、対象除外のブランド・商品（小物など）がございます。
※対象商品の合計は、同率割引の商品に限ります。異なる割引率の合算は対象ではございません。
※ポイントはつきませんが、年間お買い上げ額には加算いたします。

京王パスポートクラブコールセンター TEL.03（3375）0114〈直通〉

新　宿　店＝販売促進担当 TEL.03（3342）2111〈大代表〉
聖蹟桜ヶ丘店＝販売促進担当 TEL.042（337）2111〈代　表〉

お
問
い
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わ
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特別ご優待について

京王パスポートカードについて

●布流布流家庭用品7階

婦人服3階
●49AV.ジュンコシマダ   
〈対象期間限定〉 ●エムズグレィシー、7-IDコンセプト、wb、ニューヨーカー  
3/15（木）53/21（水・祝） 
●パオデロ、ラ・コレクション トーキョー  3/15（木）53/25（日） 　
●ミッシェルクラン  3/15（木）54/3（火） 

婦人服
ミセス雑貨

●ハンドバッグ（CLK） ●婦人洋品（アーンジョー、ヤマト屋）
●カラーフォーマル（雑貨・小物は除外）
〈対象期間限定〉 ●エドサワヤ、詩仙堂、バラ色の暮し  3/8（木）53/21（水・祝）
●mB、オーヴ、トゥザエンジェル、ピエールカルダン シーニュ、ロイヤル
アスコット、ロジカ  3/8（木）53/25（日） 

4階

●エコー71 ●カンサイビス ●詩仙堂 ●バラ色の暮し ●カラーフォーマル  婦人服5階

新　宿　店＝〒160-8321 新宿区西新宿1-1-4 TEL.03（3342）2111
聖蹟桜ヶ丘店＝〒206-0011 多摩市関戸1-10-1 TEL.042（337）2111

www.keionet.com

京王百貨店 新宿店・聖蹟桜ヶ丘店

2018年 3/8（木）54/3（火）

2018年 3/15（木）53/25（日）

＋5%割引対象商品を
通常の

お買い上げポイント

51

一部対象商品は15%または20%割引
※ポイントはつきませんが、年間お買い上げ額には加算いたします。

215 220

〈サテライトショップ〉 セレオ八王子店 ・ ららぽーと新三郷店 ・ 昭島モリタウン店 ・ 
 キラリナ京王吉祥寺店 ・ トリエ京王調布店

※ご利用の際は、京王パスポートカードをご提示ください。 ※他のご優待・割引との併用はできません。 ※一部ブランド品、
催事商品、食品、書籍、飲食、付属品、送料、修理加工料、お仕立て工料など、対象除外がございます。詳しくは売場係員に
おたずねください。 ※ご優待のポイント・割引は、すべて消費税を含まない商品の本体価格が対象です。

●セレオ八王子店
●ららぽーと新三郷店
●昭島モリタウン店

サテライトショップ 特別ご優待 2018年 3/8（木）54/3（火）

2018年 3/8（木）54/3（火）

2018年 3/15（木）53/25（日）

上記ご優待対象除外品には

＋3%ポイント通常の
お買い上げポイント

化粧品
 も対象です。

コスメ＆バラエティショップ リモーネ 春の特別ご優待

ファッション＆ビューティストア リモーネプラス 春の特別ご優待
京王モール店

リモーネ橋本店・高尾店・下高井戸店

※ご優待の内容等について詳しくは売場係員におたずねください。

※ご優待の内容等について詳しくは売場係員におたずねください。

お問い合わせ  TEL.03（3470）2735 

お問い合わせ  TEL.03（3348）5268

TEL.042（686）3331
TEL.048（950）1050
TEL.042（546）5151

●キラリナ京王吉祥寺店
●トリエ京王調布店

TEL.0422（42）2281
TEL.042（443）8101お問い

合わせ

京王パスポートカード

春の特別ご優待



新宿店 対象売場・商品

※聖蹟桜ヶ丘店では、B館の百貨店売場のみご利用いただけます。
　専門店街、レストラン街とA館、C館ではご利用いただけませんのでご注意ください。

聖蹟桜ヶ丘店 対象売場・商品

●セーター ●アクセサリーの一部 ●婦人洋品（スカーフ、ストール、ベルト、財布、晴雨兼用
パラソル、雨傘、レインコート、帽子、UVケア手袋） ●フェイラー ●ウイッグサロン・ハイネット 
※婦人服飾雑貨は1品税込3,240円以上〈フェイラーを除く〉

2階 婦人服、婦人服飾雑貨（婦人洋品、アクセサリー） 他

●ギャラリーアイ ●セレクション センソユニコ ●バレンザ 
●ラリック グラース ●リザ ●ベルボニータ（小さいサイズの婦人服“すずらん”） 
●婦人靴 ●ハンドバッグ
※婦人服飾雑貨は1品税込3,240円以上

3階 婦人服、婦人服飾雑貨（婦人靴、ハンドバッグ）

●婦人カジュアル ●ジーンズ ●水着
4階 婦人服、水着

●婦人カジュアル ●ブラックフォーマル 
●大きいサイズの婦人服“ライラック” ●トラベルバッグ、スーツケース

5階 婦人服、トラベルバッグ

●紳士服（イージーメイド、スラックス、カジュアルウエア） 
●紳士洋品（ワイシャツ、ネクタイ、ベルト、革小物、アクセサリー、帽子） 
●ビジネスバッグ ●紳士靴 ●紳士肌着・靴下・パジャマ ●ゴルフウエア 
●時計・時計バンド ●メガネ・サングラス 

6階 紳士服・洋品、ゴルフウエア、時計、メガネ

●こども服の一部 ●こども用品（靴、用品）※1品税込3,240円以上 
●マタニティ、ベビー服 ●ランドセルの一部 ●おもちゃ ●和・洋食器 ●調理用品 
●布流布流 ●ルームアクセサリー ●パジャマ、エプロン ●スリッパ 
●タオル、バス・トイレタリー ●寝具 ●仏壇・仏具 
●ウィッグ〈フォンテーヌ〉※1品税込5,400円以上 ●介護用品 ●健康器具、補聴器

7階 ベビー・こども服、おもちゃ、家庭用品、ハートフルプラザ●こども用品（靴、用品）※1品税込3,240円以上 ●ランドセルの一部 
●マタニティ（ブランエブランシュ） ●おもちゃの一部 
●文具・事務用品「丸善」※1品税込5,400円以上 ●印章（会社実印・ゴム印は除外） 

こども用品、ランドセル、おもちゃ、文具、印章7階

●宝石（TASAKIは除外） ●時計・時計バンド ●メガネ・サングラス 
●呉服、和装小物、和雑貨※1品税込3,240円以上 ●藍工房（婦人服のみ） 
●エンハーブ ●フェイラー ●プチポアン ●近沢レース店 ●印傳屋 
●寝具（エアウィーヴ、エアー、ねむりの相談所® &Free（アンドフリー）、ロフテー枕工房は除外） 
●パジャマ ●タオル、バス・トイレタリー ●エプロン ●スリッパ 
●特選食器、和・洋食器、ガラス・金属食器、漆器 ●調理用品 ●オーククリーク 
●フラワー（造花） ●仏壇・仏具

宝飾、時計、メガネ、呉服、寝具、家庭用品6階

●スーツ ●ジャケット ●スラックス ●カジュアルウエア ●フォーマル（洋品の一部） 
●ワイシャツ、ネクタイ ●紳士洋品（ベルト、革小物、ステッキ、アクセサリー、雨傘、帽子） 
●ビジネス・カジュアルバッグ ●紳士靴 ●紳士肌着・靴下・パジャマ ●メンズショップ 
●ゴルフウエア ●スポーツウエア・用品・シューズ ●アウトドアウエア・用品 ●水着

紳士服・洋品、スポーツウエア・用品、水着5階

●セーター・ブラウス ●スカート・パンツ ●ミセスコンフォート ●黒のフォーマル  
●大きいサイズの婦人服“ライラック” ●婦人肌着 ●婦人洋品（つえ屋）
●服地・オーダー ●ウィッグ〈フォンテーヌ〉※1品税込5,400円以上
●ハンドバッグ（かぐらや、クレイサス、スワニー、ディオニス）※1品税込3,240円以上 

婦人服（ミセスコンフォート、パーツセレクション、L・LLサイズ）、ミセス雑貨4階

●伊太利屋 ●ナラカミーチェ ●マックレガー ●小さいサイズの婦人服“すずらん”
〈対象期間限定〉 ●ウィークエンド マックスマーラ  3/8（木）53/14（水）

婦人服（大人のキャリアスタイル、Sサイズ）3階

●婦人靴 ●婦人洋品（スカーフ、ストール、ベルト、雨傘、帽子、手袋） 
●アクセサリー（フェッリーニ）
※婦人靴、婦人服飾雑貨は1品税込3,240円以上

婦人服飾雑貨（婦人靴、婦人洋品、アクセサリー）1階
●ペット（犬、猫、鳥、小動物）

ペット※1品税込3,240円以上屋上

●AFC健康ショップ ●ハートフルプラザ（介護用品、メディカルウィッグ、健康器具）
健康食品、介護用品、メディカルウィッグ、健康器具8階

●ハーモニー ●ハンドバッグ ●トラベルバッグ、スーツケース ●財布
●アクセサリー（アトリエレーヴ、ピーク、ビビ、マリコ、ミスティ）
※ハンドバッグ、財布、アクセサリーは1品税込3,240円以上

婦人服、ハンドバッグ、トラベルバッグ、財布、アクセサリー2階

●いいかおプラス1（健康食品 他）
1階 食品

5％割引 ご優待
対象商品を合計税込3,240円以上お買い上げの場合、通常のお買い上げポイントに加え、5％割引いたします。 ※1品税込3,240円・5,400円以上が対象の商品もございます。
※記載の売場におきましても、対象除外のブランド・商品（小物など）がございます。  ※対象商品の合計は、同率割引の商品に限ります。異なる割引率の合算は対象ではございません。

新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 春の特別ご優待 2018年 3/8（木）54/3（火）

通常のお買い上げポイント  ＋ 


