
❶賞品番号　　❷賞品名

❺当選者数　　❻イメージ写真

❹商品説明、PRまたは
　賞品引渡方法、注意事項等

❸賞品提供店舗名または社名／所在地

プレゼント掲載内容の見方

海鮮料理よこすか亭

00 スペシャル海鮮コースペアご招待券

旬の魚介をふんだんに使った
ディナーコース。
※ご来店前日までにご予約を。

大滝町○-○○ ○○○ビル

2組（4名様）
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プレゼント賞品一覧
P3～P5の1～60より
希望賞品をお選びください

応募シールを集めて魅力的な商品が当たるスタンプラリーに参加しよう!!応募シールを集めて魅力的な商品が当たるスタンプラリーに参加しよう!!

横須賀市内のお店の魅力的な商品やサービスがいっぱい!!

ワンコイン（ツーコイン・スリーコイン）で購入・利用できる！

横須賀に住んでいるのに横須賀市のお店はよく知らない。
そんなあなたに横須賀市内のお店からワンコイン（500円）・ツーコイン（1,000円）・スリーコイン（1,500円）で

購入・利用できるお値打ち商品やサービスを紹介いたします。
ぜひこの機会に掲載店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか？

このポスターが目印です！→
※ただし店舗により実施日が異なり、

販売数に限度があります。

応募シールは、ワンコイン等の商品、サービスを購入・利用された方に店舗にて差し上げます。エリアによりシールの色は6色あります。

ワンコイン（ツーコイン・スリーコイン）で
買える!!使える!!素敵な商品や
サービスがいっぱい！

※ツーコイン（1,000円）購入の際は1点につき2枚、
　スリーコイン（1,500円）の場合は１点につき３枚
　お渡しします。（500円ごとに1枚シールを配布）

シールの色に関係なく、
4枚１口で応募!!
P3～P5より
希望賞品をお選びください。

つまり！

4枚すべて異なる色のシールで
応募すると、さらに「みんなの
横須賀賞」にも応募できます!!

※シールの色の組み合せ自由

の合計4枚の場合…
※全6色のうちの4色。色の組み合せは一例です。

「みんなの横須賀賞」当選のチャンス！

魅力的なプレゼントが
抽選で合計555名様に!!
さらにWチャンス
「みんなの横須賀賞」では
豪華賞品が7名様に
当たります。

2014年9月20日（土）～10月31日（金）開催期間

2014年11月5日（水）当日消印有効プレゼント応募締切日

海鮮料理よこすか亭
00

xxxxx.xxxx.xx.jp

大滝町○-○○ ○○○ビル　
000-0000
00:00～00:00、00:00～00:00
水曜  

500
500円

おまかせ丼（通常700円）を
一日限定10食。
みそ汁つき。丼の具材はその日の仕入
れにより替わります。

おまかせ丼
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ワンコイン  　　　　
購入・利用

応募シールを
差し上げます

ツーコイン・
スリーコイン（ ）

参加店舗

お客様 500

❶ショップナンバー マップでお店の場所をご確認ください。
❷エリアカラー シールカラーはこの色と同じです。

❾条件欄
店舗によって実施期間や販売条件が変更される場合が
あります。また条件は異なりますのでご注意ください。

❽対象商品・サービス内容

❺イメージ写真
❻ワンコイン・ツーコイン・スリーコインがあります。

（500円） （1,000円） （1,500円）

❹店名

❼対象商品・サービス名

❸業種
サービス製菓 物販 大型店飲食 食品物販

10店舗情報
所在地 電話番号（046） 営業時間（Ⓛ…ランチ　Ⓓ…ディナー　L.O.…ラストオーダー）
定休日 車イス対応 駐車場あり（有料含む） ホームページアドレス

商品・サービス掲載内容の見方

最終ページの応募はがき（郵便
はがきや古くなった年賀はがき
でも可）にシールを貼り必要事
項を記入して、切手を貼ってご
応募ください。

エリア別に
6種類のカラーがあります

追浜エリア・上町エリア

汐入・本町エリア

横須賀中央エリア
（米が浜・安浦含む）

衣笠エリア

大津・北久里浜エリア
（大矢部・森崎・馬堀・浦賀含む）

久里浜エリア
（津久井含む）

エリア
カラー

応募
シール

通常価格

W
チャンス

!!

2014

詳しい応募方法は
P34～P35をご覧ください。

2 3

上町商盛会商店街（振） 本町商店会

中央葬斎館

colette by miura

和洋菓子 双葉

横浜DeNAベイスターズ

GREENHILL

羽床総本店

横須賀中央まちづくり

こみゅに亭カフェ

横浜F・マリノス

フォト＆レンタル 双葉 ミリタリーショップ FUJI

菊秀刃物店
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いーじゃん・うわまち
商盛会お買物券3,000円分

ドブ板ミリメシ
（カレー缶づめ）

金封ふくさ 二重ちりめん

Desigual エコバッグ

い～じゃんフリアン
10ヶ入り

横浜DeNAベイスターズ横須賀開幕戦
ペア招待チケット

ビアポン1ゲーム

めかじき味噌・粕・西京漬､
各1切､3切セット

ヨコスカ人9人が選んだお薦めの
お店ギフトカード（1,000円券）

おっぱまワイン 赤or白1本

横浜F・マリノスvsアルビレックス新潟
親子ペア招待券（11/29：日産スタジアム）

キャビネ額入り肖像写真 海上自衛隊クリアファイル

高級三徳包丁

軽い世間話をしに出かけてみ
ません？待ってるよ、粋で親切
女将の居る街。

ご当地、初の海軍カレー缶詰
を2個セットで！

慶びの場や悲しみ場どちらで
も使えるふくさになっており
ます。紫と緑の物をご用意。

ス ペ イ ン の 人 気 ブ ラ ンド
Desigualのエコバッグ。

当店人気№1の商品で老若男
女問わず愛されている焼菓子
です。

2015年プロ野球イースタン・
リーグ公式戦。横須賀スタジア
ムで横浜DeNAベイスターズ
戦をお楽し
み下さい。

人気のビアポン（水を使用）を
１ゲーム無料で遊べます。

羽床総本店の定番商品を3切
セットでプレゼント。

表記のお店で1,000円として
使用できます。

日本初の商店街ワイン。追浜
で手づくりで醸造しています。

横須賀市をホームタウンとす
る横浜F・マリノスの試合観
戦チケットを親子ペアでプレ
ゼント！

海上自衛隊の艦艇が描かれて
ます。A4サイズ。

菊秀特製高級三徳包丁。毎日
のお料理が楽しくなります！

10名様 10名様

3名様

5名様

3名様

10組（20名様）

1名様

5名様

10名様

4名様

10組（20名様）

7名様 10名様

2名様

上町2丁目・夏にゴーヤのゆれる街 本町2-7（事務所）

大滝町1-6-5

大滝町2-24

上町2-18

横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7F

本町1-7

大滝町2-1

大滝町2-14

追浜町2-13

横浜市西区みなとみらい6-2

本町3-11 本町2-8

大滝町2-20

想い出を形に残してみませんか!!
※撮影時には、要電話予約。
お渡しは撮影1時間後又は、
後日再来店
にて。

インドネパールカレー NIRVANA 三笠本店煌蘭 横須賀店

ピンク洋装店

181716 お食事券1,000円分お食事券1,000円分

おしゃれエプロン

本場のシェフが作るインド・
ネパール料理をご堪能くださ
い！

本格的中国料理をお手頃な料
金でお召し上がりいただけま
す。

2Fはダンスとカラオケ衣裳！
お気軽にお立寄り下さい。

5名様30名様

3名様

大滝町2-23 B1大滝町2-18さいか屋横須賀南館2F

大滝町2-25

ⓒY.F.M

ダスキン 横須賀中央営業所

キレイBOX

10名様

若松町3-4
おそうじの事ならおまかせ！お
ためし体験実施中！お問合せ
下さい。



4 5

Nawlins BBQ House

10名以上で召し上がれる
アメリカンバーベキューリブ

ボリューミーなアメリカンバーベ
キューリブを皆さんでどうぞ！！
※事前にご予約ください。店内
でのご利用
に限ります。 1名様

大滝町１-8

4019 4120 4221

4322

4625

4928

5231

5534

6037

4423

4726

5029

5332

5635

5938

4524

4827

5130

5433

5736

5839

和らい（器と和雑貨）

久里浜商店会(協)かわしま

おこのみ・もんじゃ ハイカラジェイコム湘南 横須賀局

くりはま家トライアングル

うみべのえほんや ツバメ号COSMETICSすずや 本店

美容室 フロム オーシャンズ

横須賀温泉 湯楽の里酒蔵お太幸

ひさご寿司 本店ジェイコムショップ よこすか中央店

ダイニングカフェレストラン 響相シスター

イオン久里浜店衣笠商店街

衣笠 三河屋Chez 田坂

Funny wan（スギヤマハウス内）さかくら総本家

やんちゃ家 久里浜店はり・きゅう・マッサージ 和 やわらぎ

地魚料理 かわかみヤチヨ

第二ひさご寿司横浜岡田屋 横須賀モアーズシティ

陶房「京千」 
陽炎 マグカップ

久里浜商店会 商品券
3,000円分CASIO memopri

お食事券1,000円分J:COM生番組でサークル・
グループのPRをしませんか!!

やきとり5本セット
（タレ又は塩）猿島航路乗船チケット2枚組

オリジナルトートバッグCOSMETICSすずや本店
お買物券（1,000円分）

ケラスターゼオリジナル
カスタマイズタンブラー

横須賀温泉 湯楽の里
入館ご招待券

横須賀の肉まん
スカまん4個セット（冷凍）

お食事券1,000円ZAQイヤホンジャック

飲物婦人Tシャツ

ワオンくん エリンちゃんセット衣笠商店街お買物券
3,000円分

お肉屋さんの海軍カレーお食事券1,000円分

幸福を呼ぶククイ（木の実）の
キーホルダー焼モンブラン 4ヶ入

お食事券1,000円分
(中央店､久里浜店で利用可)

ちょこっとお試しトライアル
コース半額券（1,543円分）

新鮮刺身三点盛
（通常2,000円）

よこすか海軍カレー
お楽しみ6食セット

お食事券1,000円横須賀モアーズシティ
ショッピング＆グルメチケット1,000円分

他に類を見ないこの赤色に感
動します。こだわりの一点を貴
方に。

久里浜商店会でご利用できま
す。

ラベルシールが手軽に作成出来
る多機能ラベルプリント機です！
※保障期間は1年間です。

「夕なび」で1分間PRができま
す。日程は調整させて頂きま
す。

当店自慢のやきとりを5本セット
（タレ又は塩）で提供致します。
※お持帰りのみ

東京湾唯一の自然島でゆった
りと流れる島時間をお楽しみ
下さい。

横須賀で唯一の絵本専門店で
カフェもギャラリーもお楽しみ
下さい。

昭和25年創業の横須賀市内
3店舗の化粧品専門店です。
※特価品を除く化粧品または
ワコールご
購入に使用
可能。

素敵なタンブラーです♪ぜひ
ご来店下さい♪

東京湾を一望する天然温泉や
岩盤浴などのスパ施設も充実。
※本券1枚につき1名様（レンタ
ルタオルセッ
ト付 ）。有 効
期限あり。

TVや雑誌等にも取りあげられた
横須賀の肉まん、スカまんです！

旬を感じる料理をリーズナブ
ルに味わい、楽しんでいただ
けます。

TV・インターネット･電話3つの
サービスをご提供しています。

ランチ・ディナーセット880円～。
御来店お待ちしています。

オータムコレクション開催中！

イオンのキャラクター「ワオン」
「エリン」をセットでご提供。

通称「仲通り商店街」と「大通り
商店街」で使える共通のお買
い物券です。

ひと味違う、お肉屋さんが作っ
た海軍カレー。

創業38年の一軒家レストラ
ン。厳選食材で心と体に美味
しい料理を。

ククイにハワイでペイントされた
絵柄をキーホルダーにしました！

モンブランケーキのような
しっとり食感の新しい焼菓子。

仕入により内容が変わります
が、新鮮な刺身を是非召し上
れ!!

よこすか海軍カレーのいろい
ろな味が楽しめる6食セット。

旬を感じる料理をリーズナブ
ルに味わい、楽しんでいただ
けます。

160の 専 門 店 が 揃 う 大 型
ショッピングセンター。
※有効期限は発行日より３ヶ
月です。

1名様

20名様1名様

10名様1組（　 　）

30名様5組（10名様）

3名様10名様

5名様

5組（10名様）10名様

10名様50名様

1名様5名様

20名様10名様

10名様10名様

20名様10名様

10名様3名様

15名様5名様

10名様30名様

若松町3-7

久里浜4-8-15（事務所）若松町2-1

久里浜4-7-5 佐野ビル2F横須賀市平成町1-1

久里浜4-15-2小川町28-1 横須賀ハイム201

津久井1-24-21衣笠栄町1-22

若松町3-5-11

馬堀海岸4-1-23若松町2-7

久里浜4-5-11平成町1-1

久里浜4-13-13若松町1-18-9

久里浜5-13-1衣笠栄町1-70（商店街事務所）

衣笠栄町1-70若松町1-9

根岸町3-3-13若松町3-18

久里浜1-4-3安浦町3-25 池田ビル2F

久里浜4-8-4日の出町1-9

久里浜4-15-10若松町2-30

湘南衣笠ゴルフ

キャスコ KIRA STAR ボール
（1ダース）

最長230ｙターゲットグリーン
10個ある広々とした練習場で
す。

8名様

大矢部1-3-6
北久里浜商店街（振）

北久里浜商店街 商品券
3,000円分

通称「キタクリ」約50の商店街
のお店で使えます。

10名様

根岸町3-15-30(事務所)

駅より徒歩1分の立地、仕事帰
りにお気軽にお立ち寄りくだ
さい。
※他の割引
サービスと
の併用不可。

痛くない鍼と熱くないお灸で辛い
症状を改善、マッサージのみもOK。
※電話で予約の上、当日引換券
をご持参下
さい。

BRAVO！YOKOSUKARICO･カウベル 神奈川県民共済衣笠仲通鍼灸接骨院

balloon shop soar印章＆印刷 宝美堂

スペシャル バースデー／記念日
バルーンセットお食事券1,000円分 全国百貨店共通商品券

5,000円分高気圧酸素カプセル 60分

フレンチブルドッグの
おさんぽバルーンケズリキャップ ツイン

お誕生日や記念日に風船を加え
てボリュームデコレーションに！
※お好みに合わせてお作りしますので、
ご利用の2週間
前までにご注文
ください。

自慢のシチューとコラボした
海軍カレー、衣笠で唯一食べ
られるお店。

県民の皆様の安心と生きがい
を保障します。

効果：疲労回復・ケガの治癒促進・
血流改善・冷え性改善・美肌等。
※ご利用の際は事前にご予約
下さい。

横須賀の風船専門店！バルー
ンのことなら何でもお任せ下
さい。

ペットボトルに取り付ける鉛筆
けずり。オリジナル「陶楽印」
新発売。

5名様10名様 4名様3名様

3名様10名様

大滝町1-10 BRAVO！ YOKOSUKA１F衣笠栄町1-70 プラザ衣笠仲通りビル1F 横浜市中区桜木町1-1-8-2衣笠栄町1-70

津久井2-3-2衣笠栄町1-70

こりとる 衣笠店やんちゃ家 横須賀中央店 北京インペリアル㈱ ヨコビル旅行センター

食器･線香･和雑貨 マルト

ボディケア 60分お食事券1,000円
(中央店、久里浜店で使用可） 冷凍水餃子1セット（36ヶ）川根茶200g（1,000円相当）

オリジナル
今治生地ハンカチ3枚セット

しっかり全身をほぐします。施術
後、体の軽さを実感ください。
※事前に電話予約のうえ、ご
来店くださ
い。

心機一転、大滝町から引っ越し
て来ました。
※他の割引サービスとの併用
は不可。

皮から手作り水餃子が36ヶ、オリジ
ナルのタレ付きでご提供します。
※店舗にて引換、11月28日
㈮まで。

創業52年。地元の皆様に愛さ
れる旅行会社を目指しており
ます。

5名様10名様 1名様10名様

7名様

衣笠栄町1-70 岡元ビル2F若松町1-12 衣笠栄町1-70若松町1-6 ヨコビル5F

衣笠栄町1-70
当店オリジナル刺繍入り今治生地
ハンカチ。1枚594円で販売中。
※生地の色は、選べません。

2名様
まで


