期間中にこのフリーペーパーを持参す
ると、参加店舗でさまざまな特典が受
上野パーキングセンター
けられます♪ 特典内容については、
ハロウィンウィーク特典 MAP
下記のリストをチェック！

上野パーキングセンター

多慶屋セレクト上野店

みはし上野

AMO'S STYL

洋食 黒船亭
レストランじゅらく上野駅前店

ハロウィンウィーク特典

COFFEE リーム

10月13日（金）〜 31日（火）

レストランじゅらく上野駅前店
期間中にこのフリーペーパーを持参す

い ず えい

ると、参加店舗でさまざまな特典が受
けられます♪ 特典内容については、
下記のリストをチェック！

伊豆榮 本店

COFFEE リーム

上野マルイ

4

3

多慶屋セレクト上野店

上野マルイ

もみの湯 上野店

みはし上野本店

AMO'S STYLE 上野中央通り店

洋食 黒船亭

3

メガネスーパ
5

フリークマーケット
い ず えい

伊豆榮 本店

十字屋商店

みはし上野本店

4

もみの湯 上野店

和光ハトヤ

メガネスーパー 上野広小路店
5

みつばち

十字屋商店
AMO'S STYLE 上野中央通り店

フリークマーケット

シルクロード化粧品
い せ おと

ドメーヌ・シャンドゥ

伊勢音
クロスチャーム

和光ハトヤ

二木ゴルフ アメ横本店

みつばち

ドメーヌ・シャンドゥ

2
2

上野マルイ
AMO'S STYLE 上野中央通り店
上野中央通り店
ハロウィンウィーク特典参加店舗
みの湯 上野店
台東区上野 4-8-6 プラザビル 1 階 AMO'S STYLE
台東区上野 6-15-1
03-3833-0101
ハロウィンウィーク特典参加店舗
03-5807-2295
エポスカー
ド新規ご入会の方、先着
台東区上野
プラザビル 1100
階名様に上
4-8-6
多慶屋セレクト上野店
台東区上野 2-13-11

03-3834-7345
メガネスーパー
上野広小路店
フリーペーパー持参の方、税別 5,000 円以上ご購

上野マルイ

十字屋商店

い せ おと

伊勢音

文京区湯島 3-35-8

台東区上野 6-4-10

03-3831-4411

円以上お買い上げの方に天然日高昆布
台東区上野 6-15-1 税込 5,000
03-3833-0101
野マルイオリジナルパンダ缶バッジ 1 個をプレゼント
藁縄縛りもしくは伊勢音オリジナルエコバッグを
対象商品（限定 10 セット）
をご購入の方にハロウィ
03-5807-2295
エポスカー
ド新規ご入会の方、先着
プレゼント
ンチャームセットをプレゼン
ト
100 名様に上
レストランじゅらく上野駅前店
みつばち
フリークマーケット
台東区上野 6-11-11
7,000 円以上ご購入された方にオリジナルチャー
野マルイオリジナルパンダ缶バッ
ジ 1 個をプレゼント
文京区湯島 3-38-10
台東区上野 6-10-7 アメ横プラザ 31・32 号
03-3831-8452
03-3831-3083
ムをプレゼント
（グループ全員） 1 杯サー
全日お食事をされた方にソフトドリンクを
栗あんみつをご注文の方に限りかぼちゃアイスの
03-3833-2700
レストランじゅらく上野駅前店

和光ハトヤ

多慶屋セレクト上野店
台東区上野 4-4-4
03-3833-2011
入でお会計より 5% 割引いたします※現金決済限
お会計より 10% 割引いたします
定 詳しくは店頭にてお尋ねください
台東区上野 2-13-11
03-3834-7345
ビス（グループ全員）
COFFEE リーム
みはし上野本店
和光ハトヤ
台東区上野
6-15-9
03-3831-3996
フリーペーパー持参の方、税別
円以上ご購
5,000
クロスチャーム
台東区上野
4-9-7
お会計より 10％割引いたします
台東区上野 6-4-9
03-3831-0384
03-5826-4088
台東区上野
4-4-4
03-3833-2011
入でお会計より 5% 割引いたします※現金決済限
イートインご利用の方であんみつ、みつ豆、豆か
店内バッグ・財布をお買い上げのお客様、お会計
伊豆榮 本店
シルクロード化粧品
んを除く商品
（冷たいメニューのみ）
をご注文の方
より
割引いたします
（特定商品、特価商品を
10%
台東区上野
2-12-22
03-3831-0954
お会計より
割引いたします
10%
い
せ
おと
定 詳しくは店頭にてお尋ねください
い ず えい

トッピングをサービス

税込 30,000 円以上ご購入された方、先着 25 名

様にスカジャン他をプレゼント
シルクロード化粧品 台東区上野
もみの湯 上野店
台東区上野 4-6-11
03-3836-1706
先着 20 名様にボビイ ブラウンのシマーブリック
台東区上野 4-5-2
03-5817-4147
セット通常税込 5,980 円を特別価格の税込
足湯カフェご利用の方に、首肩腰のマッサージ
4,980
全日お食事をされた方にソフトドリンクを
杯サー5

6-11-11
03-3831-8452

に上
ゼント

サー

会計
品を

1,000

全日お食事をされた方にソフトドリンク 1 杯サービス

除く）

シタマチ. ハロウィンパーティ
台東区上野 2-13-13

上野パーキングセンター
台東区上野公園 1-50
03-3833-8151
フリーペーパーを提示していただいた方に 30 分駐

10 28

29 日（日）

車料金サービス
月
日（土）
、

円にてご提供

分サービス

全日お食事をされた方に生ビール、グラスワイン、
ソフトドリンクいずれか 1 杯サービス（グループ 2 名
様まで）

い せ おと

03-3

対象商
ンチャ

みつば

文京区
栗あん
トッピ

シタマチ. ハロウィン
フォトスポット
03-5816-0555

シルクロ

台東区
先着
セット
円にて

二木ゴ

台東区上野 4-4-3 ハトヤビル 1 号館 B1 階

03-3837-1617

12：00 〜 20：00（最終日は 18：00 終了予定） 伊勢音
十字屋商店
御徒町南口駅前広場
（おかちまちパンダ広場）
文京区湯島
台東区上野 6-4-10
3-35-8
03-3831-4411
パンダ広場は、さ
税込 5,000 円以上お買い上げの方に天然日高昆布
03-3831-1085
ステージイベント
まざまなライブや
藁縄縛りもしくは伊勢音オリジナルエコバッグを
対象商品（限定 10 セット）
をご購入の方にハロウィ
パフォーマンスで
10 月28 日（土）
プレゼント
ンチャームセッ
トをプレゼント 10 月29 日（日）
12：00 〜 13：30

文京区

1

伊勢音
ビス（グループ全員）
（グループ 4 名様まで）
リーム
二木ゴルフ アメ横本店
メガネスーパー 上野広小路店
洋食 黒船亭
COFFEEドメーヌ・シャンドゥ
みはし上野本店
上野パーキングセンター
台東区上野 4-4-3 ハトヤビル 1 号館 B1 階
台東区上野 6-4-6
台東区上野 4-5-11
03-3835-0091
03-3835-6025
台東区上野 2-13-13
03-3837-1617
台東区上野
6-15-9
03-3831-3996
ヤ
クロスチャーム
クロスチャーム
台東区上野
4-9-7
台東区上野公園 1-50
フリーペーパー持参、もしくは公式サイトからプ
フリーペーパー持参の方に、メガネ、サングラスは
03-3833-8151
03-5816-0555
全日お食事をされた方に生ビール、グラスワイン、
リントアウトした用紙を持参の方は、お会計より
お会計よ
り
フリーペーパーを提示していただいた方に 30 分駐
ハロウィンワイン
かぼちゃプリンを税込
％割引、コ
ンタ
クトレンズはお会計より
&
1,000
15
ソフトドリンクいずれか 1 杯サービス（グループ
名
2
お会計より 10％割引いたします
台東区上野 6-4-9 10％割引いた
03-3831-0384
03-5826-4088
様まで）
車料金サービス
円でご提供
します（特定商品、特価商品を除く）
10％割引いたします
い ず えい
イートインご利用の方であんみつ、みつ豆、豆か
店内バッグ・財布をお買い上げのお客様、お会計
二木ゴルフ アメ横本店
伊豆榮 本店
んを除く商品（冷たいメニューのみ）をご注文の方
より 10% 割引いたします（特定商品、特価商品を
台東区上野 2-12-22
03-3831-0954
シャンドゥに、ミニかぼちゃアイスのトッピングをサービス
除く）
全日お食事をされた方にソフトドリンク 1 杯サービス
（グループ 4 名様まで）
ドメーヌ・シャンドゥ
洋食 黒船亭
に、ミニかぼちゃアイスのトッピングをサービス

十字屋

03-3831-1085

7,000 円以上ご購入された方にオリジナルチャー
ムをプレゼント
（グループ全員）

ハロウィンワイン & かぼちゃプリンを税込 1,000

円でご提供
ハロウィンウィーク期間中に出現！

上野の各所にあるフォトスポットで、記念写真が撮影できます！
家族や友達と、とっておきのショットを思い出に残そう！

フォトスポット設置場所
1

御徒町南口駅前広場（おかちまちパンダ広場）
パンダ像前
松坂屋上野店前（中央通り側）
上野マルイ 地下 1 階
ABAB 館内階段付近
JTB トラベルゲート上野 入口横

シタマチ. ハロウィンパーティ
12：00 〜 13：30

みつばち
アイドルイベント
アイドルイベント
（expiece/bonbon
（expiece/ いたずらマイク / 小
ange/ 君の 03-3831-3083
文京区湯島
3-38-10
隣のラジかるん / ステーショ

泉花恋 /buttërfly. ねっと）

栗あんみつをご注文の方に限りかぼちゃアイスの
ン♪ /White Laze ZOKU）
14：00 〜 14：40
トッピングをサービス
ハロウィンダンス
14：00 〜 14：40

パフォーマンス
ハロウィンダンス
シルクロード化粧品
パフォーマンス
近隣ダンススクールなどによ
台東区上野
4-6-11
03-3836-1706
るパフォーマンスを披露。
近隣ダンススクールなどによ
るパフォーマンスを披露。
先着
15：30 〜 16：00
20 名様にボビイ ブラウンのシマーブリック
パレード終了後 〜 18：00
ハロウィン
セット通常税込
円を特別価格の税込
5,980
4,980
ファッションショー
シタマチ．ハロウィン

大いに盛り上がり

ます♪
フリークマーケット
台東区上野 6-10-7 アメ横プラザ 31・32 号
03-3833-2700
税込 30,000 円以上ご購入された方、先着 25 名

様にスカジャン他をプレゼント

もみの湯 上野店
台東区上野 4-5-2

10月28日（土）、29 日（日）

円にてご提供
仮装コンテスト

bonbon ange

2

3

4
5

※昨年の様子

expiece

03-5817-4147

足湯カフェご利用の方に、首肩腰のマッサージ 5
分サービス

12：00 〜 20：00（最終日は 18：00 終了予定）

※コンテスト参加ご希望の方は、チケット

華服飾専門学校によるファッ
ションイベントを開催します。

二木ゴルフ
アメ横本店
メガネスーパー 上野広小路店
ご購入のうえ、14
：00 までに受付ブー
スで受付をしてください。
台東区上野
台東区上野 4-5-11
6-4-6
03-3835-0091
03-3835-6025
御徒町南口駅前広場（おかちまちパンダ広場）
※その他にも、ステージイベントを実施します。詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

フリーペーパー持参、もしくは公式サイトからプ
物販
リントアウトした用紙を持参の方は、お会計より
％割引いたします
10飲食ブース、地域産品の販売を実施！
どうぞお楽しみに♪

ステージイベント

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。

10 月28 日（土）

フリーペーパー持参の方に、メガネ、サングラスは

昨年のハロウィン
お会計より15％割引、コンタクトレンズはお会計より
ファッションショ
ーの様子
10％割引いたします（特定商品、特価商品を除く）

10 月29 日（日）

パンダ広場は、さ
まざまなライブや
パフォーマンスで

※数量に限りがあるものもございます。予めご了承ください

台東区
フリー
リント
10％割

