
三笠ビル商店街を中心とした参加店舗で、500 円以上お
買い上げのレシート1枚で、毎日先着100名様限定で、1回
クジ引きを引くことができます！

ヨコスカ × アズレン

ハロウィンくじ引き
ヨコスカ × アズレン

ハロウィンくじ引き

くじ引き会場：DiCE 横須賀中央店 毎日10:00より開催

オリジナルデザインの
大判バスタオルが毎日1枚当たる！ 1,500円／日・クローク込

また、10月19日（土）、20日（日）はアズレンコスプレまつ
り！ コスプレで来店すると周辺店舗で特典があります。

アズレン

コスプレまつり
アズレン

コスプレまつり

10月19日（土）は三笠商店街でトークイベントを開催！

DiCEにコスプレ更衣室プランを設定

令和元年10月5日（土）～11月4日（祝月）
https://twitter.com/DiCE_YKM

令和元年10月5日（土）～11月4日（祝月）
https://twitter.com/DiCE_YKM

主催

三笠ビル商店街協同組合

協力

株式会社 Yostar 

横須賀集客促進実行委員会

ドブ板通り商店街振興組合

10時～17時



ハッシュダグ
キャンペーン
ハッシュダグ
キャンペーン お問い合わせお問い合わせ三笠ビル商店街のハロウィンの様子を撮ったものでも

OK!　当選者にはDiCE 横須賀中央店 Twitter アカウン
トから、DMでご連絡さしあげます。
https://twitter.com/DiCE_YKM

期間中、 アズレンゲーム画面を見せると、
素敵な特典盛りだくさん！

大原さやかさんのサイン入りタペストリーなど
豪華景品が抽選で当たる！！

「　#ヨコスカアズレンハロウィン2019　」 でツイート！

ハロウィンフェス2019エリアマップハロウィンフェス2019エリアマップ
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※参加店舗の500円以上のレシート1枚で、1回くじが引けます。
※くじはお一人様1日 3回までとさせていただきます。
※午前10時から毎日先着100個となります。

期間中、1日先着100個期間中、1日先着100個

さらに！
ハロウィンオリジナルポストカード
　　　　　＆チョコレートが必ず当たる！
ポストカードのデザインは全部で 7種類！

オリジナルデザインの
ビッグバスタオルが
毎日 1枚当たる！
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三笠ビル商店街

1 MIKASA CAFE（カフェ・カレー）
休 不定休

046-822-3857 横須賀市本町 3-33-3
特 典

※特典の内容は事情により予告なく変更になる場合がございます。直接店舗へお問い合わせください。

2
休 不定休(店舗Twitterをご覧ください)

046-823-0312 横須賀市本町 2-7
特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF

５ YOKOSUKA SHELL（レストランバー）
休11:30～24:00(不定期に変更あり) 不定休

046-876-5467 横須賀市本町 1-9
特 典 アズレン画面提示&お食事をお召し上がりの方に

ソフトドリンクサービス！

６ 居酒屋 空母信濃（居酒屋）
休月～金 16:00～ 24:00 ・土日祝 15:00～ 24:00

L.O.23:00　ドリンクL.O.23:30 不定休
046-854-4756 横須賀市若松町 1-9

特 典 アズレン画面提示で合計金額から100円引き

8 MILITARY SHOP YOKOSUKA 三笠本店（お土産）
休10:00 ～ 19:00 無休

046-829-2661 横須賀市大滝町 2-20

7 魚藍亭（カレー）
休

平日・土11:30～ 14:00/17:00～22:00（L.O21:30）
日・祝11:30～ 20:00 火曜日定休

046-854-7470 横須賀市若松 3-13
特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF

9 ヨシダ ミカサ店（雑貨）
休10:00～19:00 無休

046-821-2418 横須賀市大滝町 2-21
特 典 アズレン画面提示でキャンディセットプレゼント

12 菊秀刃物店（刃物）
休10:00～19:00 水曜定休

046-822-2480 横須賀市大滝町 2-20
特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF

10 ハックドラッグ横須賀三笠通り店（薬局）
休9:00～22:00 無休

046-828-7056 横須賀市大滝町 2-21
特 典 アズレン画面提示でドリンクなどのサンプル

をプレゼント！ （1日先着 10名様）

14 原商会（電器）
休10:00 ～ 19:00 水曜定休

046-822-2676 横須賀市大滝町 2-20
特 典 アズレン画面提示で携帯グッズ 10％OFF

11 メガネの愛眼（眼鏡）
休10:00～19:00 水曜定休

046-874-7356 横須賀市大滝町 2－２０
特 典 メガネ、コンタクトレンズ、メガネ用品 10％OFF

 ( その他割引との併用はできません）

13 アクセスチケット横須賀中央店（金券）
休11:00 ～ 19:00 不定休

046-822-2515 横須賀市 大滝町 2-20
特 典 アズレン画面提示で

「ジェフグルメカード」500円→480円

15 DiCE横須賀中央三笠店（ネット・漫画カフェ）
休24H営業 無休

046-825-7044 横須賀市大滝町 2-22
特 典 ソフトクリームのトッピングにピッタリ！

クッキープレゼント！（ご入店時に画面を提示ください）

17 地球堂靴店（靴）
休10:00～19:30 無休

046-827-3333 横須賀市大滝町 2-24
特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF

（特別商品を除く）

16 ドラッグ新共（薬局）
休10:00～19:00 日曜定休

046-822-2139 横須賀市大滝町 2-24

18 ニューシスター（婦人服）
休10:00～18:00 無休

046-828-3393 横須賀市大滝町 2-23
特 典 3000円以上お買い上げでエコバックプレゼント

（先着 100名）

20 ピンク洋装店（婦人服）
休10:00～18:00 無休

046-822-0022 横須賀市大滝町 2-24

21 BOOKOFF横須賀中央店（中古・物販）
休10:00～21:00 無休

046-828-3730 横須賀市大滝町 2-25

19 Colette by miuraya（洋服）
休11:00～19:00 水曜定休 (10/21 ～ 23休業 )

046-822-4686 横須賀市大滝町 2-24
特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF 特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF

(一部商品を除く）

3 HONCH SHELL（レストランバー）
休 不定休

046-815-0583 横須賀市本町 3-6
特 典

1 MIKASA CAFE（カフェ・カレー）
休9:00 ～ 19:00（L.O.18:00） 不定休

046-822-3857 横須賀市本町 3-33-3
特 典 アズレン画面提示&特典カレーお召し上がりの方に

ドリンクサービス！

※特典の内容は事情により予告なく変更になる場合がございます。直接店舗へお問い合わせください。

2 MIKASA Vol.2 （洋服・スカジャン）
11:00～18:00
046-823-0312 横須賀市本町 2-7

特 典 アズレン画面提示で全品 10%OFF

3 HONCH SHELL（レストランバー）
休15:00～24:00(不定期に変更有)

土日　11:30～24:00 不定休

特 典

4 艦マニア横須賀（カフェ・お土産）

休CAFE 11:00～18:00 SHOP 10:00～19:00 無休
046-845-8400 横須賀市本町 2-19

三笠ビル商店街
横須賀市大滝町2丁目23番地
問合せ先TEL：046-822-4100
 受付時間：10時～17時（水・日休み）
 
DiCE横須賀中央三笠店ツイッターにて、
 イベント情報発信中！

アズレン画面提示&お食事をお召し上がりの方に
ソフトドリンクサービス！


