
ハロウィンが
もっと楽しくなる♪

各階おすすめアイテム

■ 10月21日（土）・22日（日）

●参加費：
　

〈ボーネルンド〉
ハロウィンのヘアピン作り

〈各日：午後2時～2時30分〉

■ 10月21日（土）～31日（火）
カボチャの重さ当てクイズ
〈青果コーナー「京美」〉

地階
食賓館

ハロウィンパーティに
ぴったりの髪飾りを付けて
楽しいハロウィンにしよう！

松山三越に大きいカボチャが出現！このカボチャの
重さを当てた方、またニアピンの方、抽選で10名さまに
フルーツゼリー「純生ゼリー」を5個プレゼント！
●正解発表：11月1日（水） ●場所：青果コーナー「京美」

販売期間：10/18（水）～31（火）

※正解者の方は、お電話にてご連絡させていただきます。

モチーフ1個につき
※対象年齢：3歳以上 ※写真はイメージです。

■4階 紳士装身具

 301円

●ジェルネイル 6,804円から

〈ネイルズユニーク〉
ハロウィンネイル
ハロウィンにちなんだ
デザインのネイルです。

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama
b.ハッピーハロウィン 1個【各日20点限り】 303円

チョコクリーム入りの黒猫のパンや
魔女の帽子がかわいいカスタード
クリーム入りのメロンパンです。

a.黒猫のミャー 1個【各日20点限り】 260円

人気のプティゴーフルの
ハロウィン限定缶です。
プチギフトにもどうぞ。

〈神戸凮月堂〉
ハロウズイブミニ
（キャット）
1個【20点限り】 454円

各日
午前11時
焼きあがり

専用の
手提袋
付き

黒猫をあしらった
バッグにチョコレート
菓子を詰めました。

〈メリーチョコレート〉
ウーピー ハロウィン！
50ｇ 【20点限り】

ハロウィンを手軽に演出できる
さまざまなモチーフを取り揃えました。
ハロウィン ピンズ
【20点限り】 各2,160円

【10点限り】 1,944円●ボクサーブリーフ

ネックレス 20,520円
チョーカー・ピアス 各8,640円
リング 11,880円

■4階 紳士肌着

「スパイダーマン」のスーツをイメージした、ハロウィンに着ると
盛り上がる派手なコスチュームです。

スパイダーマン 
コスチュームコレクション各種

b.レギンス（9分丈）

※いずれも写真はイメージです。　※記載の価格はすべて税込です。　
※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種です。
※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。　
※状況により整理券を配布する場合がございます。　

【各10点限り】 各2,700円

ポリエステル90％・ポリウレタン10％、日本製

ポリエステル90％・ポリウレタン10％、日本製

©MARVEL

素材各種、中国製

メタル・合成樹脂・ガラス・合成繊維

■5階 キッチン雑貨

お菓子を包んだり、ハロウィン
パーティでの飾り付けや、
簡単な仮装にも使える手ぬぐいです。
ハロウィン手ぬぐい
a.1,188円 / b.1,296円
綿100％、約33×90cm、日本製

■1階 アクセサリー

コウモリの羽や、クモの巣を
モチーフにしたアクセサリーで
ハロウィン気分を盛り上げます。

〈アナ スイ〉ハロウィンシリーズ各種

景品
あり

※ハロウィン仮装コンテストのみ、松山三越 1階 アトリウムコートにて開催。

ハロウィン
仮装コンテスト
ハロウィンの仮装で
記念写真を撮ろう。

本物のかぼちゃで
ランタン作りに挑戦。

そのほか
フェイスペイ

ント
コーナーや

パフォーマン
スも

あります！●参加費：無料

ハロウィン
ワークショップ

●材料費：751円から

※「かぼちゃのランタン作り」は数に限りがございます。

ビーズ：ポリエチレン、デンマーク製

※マニキュア・フットネイルも承ります。
※キッズネイルの対象年齢：3歳から14歳以下のお子さま。  　
※キッズネイルは、必ず保護者同伴でご来店ください。 ご予約優先：☎089-947-1266 

10本
●アート 540円1本
●キッズネイル 540円から1本

a.クルーネックロングスリーブシャツ

b

a

〈ジョアン〉

 378円

 大街道商店街（松山三越前）10月29日（日）〈午前11時～午後5時〉

ハロウィン気分を一気に盛り上げる、楽しいことたくさん！ハロウィン気分を一気に盛り上げる、楽しいことたくさん！
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５階
子ども服

地階
食賓館

1階
化粧品

a

b

ba

〈営業時間〉午前10時～午後7時



10.30[  ]日 10:00 -20:00

※ 内容は予告なく変更となる場合があります。　

大街道にハロウィンパーティーがやってきた！！
仮装コンテストやワークショップ、ハロウィングルメなど魅力満載。大人気のパンマーケットも同時開催で、大人から子どもまで楽しめちゃう！

親子で作ろう！
ハロウィンワークショップ
親子で作ろう！
ハロウィンワークショップ
かぼちゃのランタン

本物のかぼちゃを使ったラン
タン作りに挑戦！
●材料費…751円（税込）～

ハロウィンコスチューム
オリジナルのハロウィン衣装や
アイテムを作ろう！
●材料費…501円（税込）

ハロウィン仮装コンテストハロウィン仮装コンテスト
当日受付！！参加無料！！

※ 飲食は有料です。  ※ 20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
協賛／サントリー酒類株式会社※ 各ワークショップとも数に限りがございます。

ハロウィンコスチュームで仮装コンテストに
参加しよう！プロカメラマンが自慢の衣装
を撮影。入賞すると素敵なプレゼントも！
友人や家族などグループでの参加もOK！
●受付…大街道商店街（松山三越前）

まちなかフードコートまちなかフードコート
大街道商店街（二番町通り交差点そば）

  HALLOWEEN JIM BEAM COUNTER  HALLOWEEN JIM BEAM COUNTER
当日受付！！参加無料！！

大街道商店街（松山三越前）

その他景品盛りだくさん！ 自慢の仮装をおひろめしちゃおう！

松山三越賞

場所場所松山三越1階
アトリウムコート

場所

ハロウィンステージ

大街道賞 サントリー賞

サントリージムビームの特設バーが大街道にやってきた！
いよかん、アップルフレーバーの特別なビームハイを体
感しよう。当日はお酒に合うフードブースも登場。美味し
いお酒とフードでハロウィンナイトを楽しもう！！

お菓子プレゼント

11.3［金・祝］ 大街道ハンドメイドマーケット▶▶NEXT EVENT

パンマーケットパンマーケット
愛媛県内のパン屋さんが大集合！
人気商品から秋の食材を使ったものまで
とっておきのパンが並びます！
◆出店予定◆　Early Bird、内田パン、au bon pain d'iwamoto、
Kili、ジャックのパン屋、MIZOBE、papain bakery、ぱんやさんRin、
Boulangerie IPPO、RAKUDA PICNIC ROPEWAY（五十音順）

とっておきのパンが大集合！！とっておきのパンが大集合！！
大街道商店街（HOJAKEN前より）場所

主催 ： 松山大街道商店街振興組合　お問い合わせ ： TEL 089-931-7473　URL : http: //okaido.jp/

Facebook & Instagramでぞくぞく情報発信中♪

パンマーケット&ハロウィンハーティー

午後1時～  HKインターナショナル
午後4時～  ビービーダンススタジオ

記念撮影コーナー
松山三越のマスコットキャラクター
“みつくん・こしちゃん”のハロウィン
限定記念撮影コーナーが登場♪ フェイスペイント

10.29[  ]午前11時～午後8時

日

※ 売り切れ次第終了となります。

Ichibancho St .

Nibancho St .

Sanbancho St .

● アエル松山

HOJAKEN  
大街道 ●

パン
マーケット

仮装コンテスト

ワークショップ

フードコート

松山三越

三越ライオン像も
仮装しちゃう！？
松山三越の
ライオン像が
ハロウィン限定で
大変身！

午前11時～午後5時（午後4時30分受付終了） 午前11時～午後5時

午前11時～午後3時

午後2時～午後8時

バルミューダ ザ・トースターが
1名様に当たる！

※イメージです
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