報道関係者各位

2020 年 2 月吉日
横須賀モール・リーシング合同会社

4 月 24 日(金)グランドオープン！横須賀・三浦半島の新たなランドマーク
コ

ー

ス

カ

ベ

イ

サ

イ

ド

ス

ト

ア

ー

ズ

『Coaska Bayside Stores』
横須賀・三浦半島が誇る新鮮食材を豊富に取りそろえた横須賀エリア最大規模の
ス カ イ チ
“食”の集積ゾーン「SKA-1」、その他注目の出店店舗情報をご紹介

海を臨みながらお食事を楽しめるフードコート（イメージ）

“食”集積ゾーン「SKA-1」で扱う新鮮野菜等（イメージ）

横須賀モール・リーシング合同会社は、4 月 24 日（金）神奈川県横須賀市本町に『Coaska Bayside Stores』
（読み：コースカベイサイドストアーズ、以下本施設）を、グランドオープンいたします。
本施設は、長年にわたり地域の皆様から愛されたショッパーズプラザ横須賀を約 1 年かけてフルリノベーションし、新たなランド
マークとしてこの春、誕生します。電車、車でもアクセスしやすい好立地で、館内のあらゆる場所から横須賀の港や海辺の景色
をお楽しみいただける地上 6 階建てのフロアに、100 を超えるグルメ・ショッピング・エンターテインメントを楽しめる施設が集結い
たします。年齢・性別・国籍問わず、横須賀をベースとして毎日を楽しむ人々が、どなたでも 1 日中楽しむことができる施設を目
指します。
2020 年 1 月のプレスリリースに続き、今回は、横須賀エリア最大規模の“食”集積ゾーン「SKA-1（スカイチ）」を始めと
した注目店舗の情報をお知らせします。

■各フロアの概要
本施設は、グルメ・ショッピング・エンターテインメントの豊富なチョイスをワンストップ
でお届けし、横須賀・三浦半島で暮らす方にとって欠かせない生活の基盤となるだけ
でなく、広域から観光で訪れる方にもお楽しみいただける施設を目指します。
2020 年 4 月 24 日にグランドオープンする本施設の各フロア構成について、
概要をご紹介いたします。

1 階：
本館 1 階には、ペットホテルや美容室を完備したエリア最大級の「ペットショップ ワンラブ」がオープンいたします。横須賀の海辺
を楽しめる外周店舗は、日本で唯一米海軍と海上自衛隊の艦船を同時に見られるツアー「YOKOSUKA 軍港めぐり」の乗船
場、「スシロー」、「スターバックス コーヒー」に加え、2019 年 12 月に新たに「焼肉 牛角」がオープンしました。この春には、世界
各国のおしゃれ雑貨が集結したカフェ併設の「アメツチテラス」がオープンします。

2 階：
横須賀エリア最大規模の”食”の集積ゾーン「SKA-1（スカイチ）」を展開。パワー
アップしたスーパーマーケットは最新の「イオンスタイル横須賀」、さらに三浦半島が
誇る葉山牛をはじめとした良質なお肉を取り扱う「横須賀晃進」、三浦半島で水
揚げされた鮮魚などを取り扱う「長井水産」、地域を結ぶ直売広場「わくわく広場」
なども出店。
隣接して 700 席超のオーシャンビューフードコート「SKA-1 Kitchen
（スカイチキッチン）」を併設し、平日も休日も横須賀の海を見ながらお食事を楽
しめます。また、「YOKOSUKA 軍港めぐり」のチケットブースは 2 階に移転、ツアー
後の横須賀土産の購入や館内をお楽しみ頂くために、特設エスカレーターを設置
します。地域の健康と美を支える「マツモトキヨシ」も 2 階に出店、そして常に進化を
続ける世界的カジュアルブランド「Ｈ＆Ｍ」は 2 階と 3 階にまたがる大型店として
出店します。

3 階：
横須賀・湘南エリア最大の「ＧＵ（ジーユー）」、洗練されたアメリカンカジュアル「Gap Outlet」、定番・新作豊富な品揃え
の「ABC-MART」をはじめ、横須賀・三浦半島初出店を含むお洒落ファッション、趣味・生活雑貨店舗が集結。家電の「ノジ
マ」、音楽の街横須賀ならではの「島村楽器」も出店します。
充実のレストラン街「SKA-1 Dining（スカイチダイニング）」は、旧ショッパーズ時代の大人気店のほか、初出店のこだわりレス
トランが加わりパワーアップ、皆様の胃袋を満足させるラインナップとなっています。

4 階：
横須賀・三浦半島の暮らしを便利にする地域最大級の家具・インテリアショップ「ニトリ」が出店。三浦半島唯一の映画館「横
須賀 HUMAX シネマズ」は 10 スクリーンに拡張、日本初の最新音響設備を導入し臨場感溢れる映画鑑賞を楽しめます。
また、旧ショッパーズ時代から人気の「くまざわ書店」が「タリーズコーヒー」とのコラボ店を Book & Cafe スタイルで出店。
本を読みながらカフェでゆっくりと過ごすことができます。地域最大級の 100 円ショップ「ダイソー」も出店し、ファミリー、お子様から
大人まで楽しんでお買い物ができるフロアを目指します。

5 階：
「SPACE ATHLETIC “TONDEMI YOKOSUKA”」は話題の次世代型アスレチックとして神奈川県初出店、人気の
トランポリンやクライミング等の体験に加え、隣接して大型アミューズメントを併設予定です。また、地域の健康とスポーツの楽し
さを伝えるスポーツジム「ロコスポーツ横須賀」の出店が決定しました。（今夏開業予定）

6 階：
アメリカンテイストのスタイリッシュな内装に改装した「ボウリング王国スポルト横須賀店」が帰ってきます。

ス カ イチ

1．横須賀エリア最大規模の“食”の集積ゾーン「SKA-1」

横須賀・三浦半島は、日本でも有数の食材の宝庫であり、本施設はその魅力を
365 日、リアルな体験としてお客様にご提供できる施設を目指します。
イチ

本施設に集結した食のマーケットを総称する呼び名として、横須賀“1 ”バンの
横須賀の“市”場を創りたいとの想いから、「SKA-1（スカイチ）」と名付けました。
「SKA-1（スカイチ）」は、横須賀・三浦半島が誇る新鮮な肉・魚・野菜などを
豊富に取りそろえるスーパーマーケットや食物販店舗に加え、海を臨みながら
食事ができる 700 席超のオーシャンビューフードコート

※画像はイメージです

「SKA-1 Kitchen（スカイチキッチン）」と、バラエティーに富んだ飲食店が集結
する「SKA-1 Dining（スカイチダイニング）」から構成されています。

【SKA-1 注目店舗】
■食物販
イオンスタイル横須賀（スーパーマーケット）
総菜売場は旧店の 2.5 倍に拡大！注文を受けてから焼き上げるピザをご提供！
このほか、横須賀エリアのスーパーでは初となる量り売りのごちそう総菜
「リワードキッチン」を展開。出来たてをすぐに食べられるイートインコーナーは 100 席を
ご用意。

横須賀晃進（精肉・青果）
自然環境に恵まれた三浦半島の地で葉山牛と三浦野菜を大事に育てています。
自社で生産した良質なお肉はお求めやすい価格で店頭に並びます。朝採り野菜も
その日のうちに店頭に並び、美味しさはもちろん、より安心・安全な商品をお客様の
食卓にお届けすることが私たちのモットーです。

長井水産（鮮魚・魚介類加工品）
長井水産は市内長井で 50 年以上、相模湾や東京湾の水揚げを豊洲（築地）を
はじめ全国に出荷してきました。また、全国の浜や市場より旬の鮮魚介類を調達できる
魚屋です。三浦半島の産地卸し、加工食品製造、そして店売りを手掛けています。
横須賀市民の台所の「お魚当番」は彩鮮市場のブランドで出店いたします。

わくわく広場（地域を結ぶ直売広場）
「地域を結ぶ直売広場」をコンセプトに地元生産者さんが納品する新鮮な野菜・果物、
焼きたてパンや手作り和洋菓子・お惣菜を揃えたお店です。店内の商品はどれも
地元で人気の商品。お豆腐や佃煮・漬物など、地元自慢の逸品もご用意し、地元の
魅力を再発見！生産者さんともお会いできるので特徴を直接聞くことができます。

横須賀初

■フードコート（SKA-1 Kitchen）
丸亀製麺
（うどん）

横須賀初

マクドナルド
（ハンバーガーレストラン）

厳選した国産小麦から自家製麺

横須賀に 17 年ぶりにオープンする

された麺は、もっちりとしたコシの

マクドナルドの新店舗。

本格派。トッピングの天ぷらや

最先端のマクドナルドを体験できます。

おむすびもご一緒にどうぞ。

ミートダイニング コーシンファーム
（ダイニングレストラン）

横須賀初

肉の卸直営店だからこそ肉質にこだわって厳選したお肉を
使用しています。その旨みを活かした直営店ならではの
料理をお楽しみください。

おひつごはん四六時中

カレー＆ナン AMARA
（インドカレー＆ナン）
横須賀エリア初出店の当店は本格
インドカレーをはじめ、目の前で焼く
大きなナンとタンドリーチキン付きの
セットメニューがおすすめです。

横須賀初

（和食）
シメは白だし！さまざまな具材を
おいしいごはんとともに。ひとつで
三度楽しめ、こだわりの
“おだしバー”にてお愉しみ頂けます。

長崎ちゃんぽん リンガーハット
（長崎ちゃんぽん）
「長崎ちゃんぽんを世界の日常食に」を
合言葉に全国、そして世界に展開する
”長崎ちゃんぽん”の専門店です。
野菜は、100％国産野菜を使用して
います。

ケンタッキー・フライド・チキン（フライドチキン）

タピオカスイーツ ブルプル

11 種類の特別なスパイスを使った真似

（タピオカドリンク）

のできない特別な国産フライドチキン。

お茶・タピオカにこだわったタピオカドリンク

おかげさまで今年で創業 50 周年。

専門店。本格的なお茶メニューから

普段使いから特別な日まで家族みんな

ポップなソーダまで多様な台湾ドリンクを

をきっと笑顔にします。

お楽しみください。

ミスタードーナツ
（ドーナツ・飲茶）
新しいタイプのミスタードーナツとして
汐入の地に再オープン！お馴染みの
ドーナツの他、パスタや飲茶、ホットドッグ
などのお食事も楽しめます！

サーティワン アイスクリーム
（アイスクリーム）

横須賀初

横須賀初

ディッパーダン（クレープ）
焼きたてクレープとタピオカドリンクのお店
焼きたてクレープとタピオカドリンクの
ディッパーダン
毎月９の付く日は
お店ディッパーダン。
毎月９の付く
クレープの日！クレープ全品お手頃
日はクレープの日！クレープ全品
価格で販売しております。
お手頃価格で販売しております。

★CHECK POINT
オーシャンビューを楽しめるフードコートエリアには「YOKOSUKA

1 カ月（31 日）間、毎日違った美味

軍港めぐりチケット売り場」とスカジャン・スカティの「エムシーハウ

しさを楽しんでいただけるよう季節に

ス／スカティ」が隣接しており、食を楽しむことに加え、横須賀土

合わせた 31 種類のフレーバーを店頭

産も買うことができます。食・モノ・コトを通じて、地元横須賀の

に取り揃えています。

活性化を目指すフロア構成となっています。

■レストラン（SKA-1Dining）
グリル とぽ
（ハンバーグ・ステーキ＆サラダバー）
素材の良しあしがストレートに
出るグリル料理。当店は素材
力のある材料を使用し、
お客様を笑顔にいたします。

丸源ラーメン（ラーメン）

国内初

韓国家庭料理 チェゴヤ
（韓国家庭料理）
韓国家庭料理チェゴヤは
横須賀初出店。おばあちゃん、
お母さんが作ってくれた暖かい
気持ちになる家庭料理をちょっ
と贅沢に再現しています。

DuckyDuck（カジュアルレストラン）

丸源ラーメン関東初のショッピング

～生パスタと自家製ケーキのお店～

センター店舗です。お客様の心まで

出来立ての自家製ケーキと自慢の

満たす本気の一杯を味わって

もちもちで完全無添加生パスタを

ください。とびっきりの笑顔と心からの

お楽しみください。「よこすか海軍カレ

元気でお出迎え致します！

ー」もお召し上がりいただけます。

鎌倉パスタ（生パスタ専門店）

和幸（和食）

デュラムセモリナ粉 100%、ツルツル

昭和 33 年の創業以来、こだわりの

もっちもち感が特徴の生パスタ、焼き

味と伝統の技術を守り続けていると

たてのパンをゆったりとした和風の

んかつ専門店です。 定番のとんかつ

空間にてお召し上がりください。

から、季節に合わせた限定商品ま
で、幅広く取り揃えております。

しゃぶしゃぶ牛太
（しゃぶしゃぶ すき焼 食べ放題）
【肉屋直営】しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題のお店です。『切りたてお
肉と新鮮国産野菜』が牛太のこだ
わり。上質なお肉をリーズナブルに

大唐（中華料理店）
熟練の料理人が握る出来立ての
餃子、シウマイから本格的お料理
まで港の見える窓辺でご家族、
お友達と気軽にお楽しみください。

ご提供いたします。

BAQET（ベーカリーレストラン）

大戸屋ごはん処（定食屋）

店内の専用オーブンで焼き上げる

素材と店内調理にこだわる、定食

10 種類以上のパンが食べ放題。

の「大戸屋ごはん処」。“そうそう、

グラタン、ハンバーグ、ステーキなど

これこれ”って、思わず嬉しくなる、

パンに合うグリル料理をカジュアルに

そんな毎日食べたくなるごはんを

お楽しみいただけます。

大戸屋は丁寧に作ります。

築地食堂 源ちゃん
（海鮮和食）

サイゼリヤ（イタリアンレストラン）
イタリア料理の神髄･･･それは

中央卸売市場から毎朝直送、旬魚の

素材を活かすこと。「素材の良さ」

美味しさを丸ごとお得にご提供!!市場

「鮮度」をとことん追求しています。

の鮮度そのままに、豊富なメニューを取

毎日食べて体にいい。私たちが

り揃えてお待ちしております。

目指す料理です。

横須賀初

2．注目店舗情報
日本初の音響システムを導入する「横須賀 HUMAX シネマズ」や、神奈川県初出店の次世代型アスレチック「SPACE
ATHLETIC “TONDEMI YOKOSUKA”」、リニューアルして帰ってくるレトロ＆ポップなボウリング場「ボウリング王国スポルト
横須賀店」など、本施設にはあらゆる方にお楽しみいただける魅力満載な店舗を多数揃えます。

ペットショップ ワンラブ
（ペットショップ）

横須賀初

可愛い子犬子猫たちはもちろん、厳選されたペットグッズ販売
からお洒落な美容室、安心の個室ペットホテルを完備。
また低価格で利用できるセルフウォッシュルームもあります！
動物園のような小動物、爬虫類コーナーは見ているだけでも
ワクワクすること間違いなしです！

横須賀 HUMAX シネマズ
（映画館）

SPACE ATHLETIC “TONDEMI YOKOSUKA”
（次世代型アスレチック）

神奈川県 初

TV や Youtube でも話題のトランポリン・クライミングウォール・
ロープウォークなどの大人気アクティビティはもちろん、トンデミ
初登場の新アクティビティも多数導入！子供から大人まで気軽
にアクティビティを体験できます。併設のアミューズメント施設
「namco」も横須賀市最大級の規模で同時オープン予定。

日本初
最新音響設備

ボウリング王国スポルト横須賀店（ボウリング場）
アメリカンオールディーズを体感できるレトロ＆ポップなボウリング

戦後ジャズ発祥の地と言われる横須賀の歴史と、ジャズの

場がリニューアルして帰ってきます。コカコーラボトル、ボウリング

持つ魅力に注目し、劇場・内装コンセプトは“JAZZ”。日本初

シャツ、ピンボールなどレトロな仕掛けがいっぱい！36 レーン

となる音響システムを導入した、映画だけでなくライブも楽しめ

すべてガターなしにできるのでキッズも安心して楽しめます！

るハイスペックシアター「Movive(Movie×Live)Theater」も

専属プロも常駐。マイボーラーの皆様にもご納得の体制です！

誕生。映画館の枠にとらわれない新しい映画館が始まります。

島村楽器
（楽器販売・音楽教室）

無印良品
（ファッション・インテリア雑貨）

エリア最大

全国に展開している「島村楽器」が運営する音楽教室と楽器

横須賀エリア最大の無印良品では、着心地の良いウェアや

専門店。店内には国内外有名ブランドの楽器を豊富に取り

素材にこだわった食品、使い勝手を考えたシンプルで機能的な

揃えるほか、楽譜や教則本、アクセサリーなども幅広くご用意

文具や家具まで、暮らしのまわりのすべてが揃います。

しています。レンタルスペースを備え、楽しみながら上達する

また、ワークショップ等のイベントを中心に、地域とつながるさま

イベントを多数開催します。海を臨みながら、一緒に演奏を

ざまな取り組みを行ってまいります。

楽しみましょう。

3．出店店舗一覧

※2020 年 2 月 17 日（月）現在

※各カテゴリーともに 50 音順に表記

横須賀・三浦半島の新たなライフベース・観光拠点として、「衣食住遊知健美」を幅広く網羅し、観光で訪れる方々にお楽し
みいただくことのできる出店店舗をご紹介いたします。

【食物販】
店舗名

ヨミ

業態・取扱い

イオンスタイル横須賀

イオンスタイルヨコスカ

スーパーマーケット

長井水産（彩鮮市場）

ナガイスイサン（サイセンイチバ）

鮮魚・魚介類加工品

横須賀晃進（彩鮮市場）

ヨコスカコウシン（サイセンイチバ）

精肉・青果

わくわく広場

ワクワクヒロバ

地場産野菜・果物 他

【レストラン・フードコート・カフェ】
店舗名

ヨミ

業態・取扱い

大戸屋ごはん処

オオトヤゴハンドコロ

定食屋

おひつごはん四六時中

オヒツゴハンシロクジチュウ

和食

鎌倉パスタ

カマクラパスタ

生パスタ専門店

カレー＆ナン AMARA

カレーアンドナン アマラ

インドカレー＆ナン

韓国家庭料理 チェゴヤ

カンコクカテイリョウリ チェゴヤ

韓国家庭料理

グリル とぽ

グリル トポ

ハンバーグ・ステーキ&サラダバー

ケンタッキー・フライド・チキン

ケンタッキー・フライド・チキン

フライドチキン

サーティワン アイスクリーム

サーティワン アイスクリーム

アイスクリーム

サイゼリヤ

サイゼリヤ

イタリアンレストラン

しゃぶしゃぶ牛太

シャブシャブギュウタ

しゃぶしゃぶ すき焼 食べ放題

スシロー

スシロー

回転すし

スターバックス コーヒー

スターバックス コーヒー

コーヒーストア

大唐

ダイトウ

中華料理店

DuckyDuck

ダッキーダック

カジュアルレストラン

タピオカスイーツ ブルプル

タピオカスイーツ ブルプル

タピオカドリンク・アイスティ・ジュース

タリーズコーヒー

タリーズコーヒー

スペシャリティコーヒー

築地食堂 源ちゃん

ツキジショクドウ ゲンチャン

海鮮和食

ディッパーダン

ディッパーダン

クレープ

長崎ちゃんぽん リンガーハット

ナガサキチャンポン リンガーハット

長崎ちゃんぽん

BAQET

バケット

ベーカリーレストラン

マクドナルド

マクドナルド

ハンバーガーレストラン

丸亀製麺

マルガメセイメン

うどん

丸源ラーメン

マルゲンラーメン

ラーメン

ミートダイニング コーシンファーム

ミートダイニング コーシンファーム

ダイニングレストラン

ミスタードーナツ

ミスタードーナツ

ドーナツ・飲茶

焼肉 牛角

ヤキニク ギュウカク

焼肉

和幸

ワコウ

和食（とんかつ）

【ファッション】
店舗名

ヨミ

業態・取扱い

earth music&ecology

アースミュージック＆エコロジー

レディス

AZUL BY MOUSSY

アズールバイマウジー

メンズ・レディス・ファッション雑貨

AMERICAN HOLIC

アメリカンホリック

レディス・ファッション雑貨

WEGO

ウィゴー

メンズ・レディス・ファッション雑貨

H&M

エイチ・アンド・エム

レディス・メンズ・キッズ

エムシーハウス/スカティ

エムシーハウス/スカティ

スカジャン/スカティ専門店

Gap Outlet

ギャップ アウトレット

レディス・メンズ・キッズ・ベビー

coca

コカ

レディス・メンズ・キッズ

Samansa Mos2 blue

サマンサモスモス ブルー

レディス

ジーユー

ジーユー

ウィメンズ・メンズ・キッズ

鈴乃屋きものレンタル

スズノヤキモノレンタル

呉服全般貸し衣装

スタディオクリップ

スタディオクリップ

レディス

TOKYO SHIRTS

トウキョウシャツ

メンズ・レディスシャツ

夢花

ユメハナ

和装・呉服専門店

Right-on

ライトオン

メンス・レディス・キッズ

【ライフスタイルグッズ】
店舗名

ヨミ

業態・取扱い

アメツチテラス

アメツチテラス

雑貨・ファッション・インテリア

アンザイフローリスト

アンザイフローリスト

生花

ウオッチタウン

ウオッチタウン

時計販売

ABC-MART

エービーシー・マート

シューズ・ウェア・雑貨

aimerfeel

エメフィール

ランジェリー

置地廣場

オキチヒロバ

和風生活雑貨

OWNDAYS

オンデーズ

メガネ・サングラス

ガチャガチャの森

ガチャガチャノモリ

カプセルトイショップ

くまざわ書店

クマザワショテン

書籍・文具・CD・DVD

クラフトハート トーカイ

クラフトハート トーカイ

手芸

SAC'S BAR

サックスバー

バッグ

島村楽器

シマムラガッキ

楽器販売・音楽教室

ジュエリーツツミ

ジュエリーツツミ

ジュエリー

JINS

ジンズ

アイウエア

ダイソー

ダイソー

100円ショップ

ニトリ

ニトリ

家具・インテリア

ノジマ

ノジマ

家電専門店

ファイテンショップ

ファイテンショップ

健康グッズ・サロン

ペットショップ ワンラブ

ペットショップ ワンラブ

ペットショップ

マイまくら

マイマクラ

寝具

マツモトキヨシ

マツモトキヨシ

ドラッグストア

無印良品

ムジルシリョウヒン

ファッション・インテリア雑貨

メガネのアイガン

メガネノアイガン

眼鏡・サングラス・補聴器

YOSHIDA 横須賀

ヨシダ ヨコスカ

雑貨

【エンターテインメント】
店舗名

ヨミ

業態・取扱い

エルヴェ・ベースボールアカデミー

エルヴェ・ベースボールアカデミー

野球教室

カラオケ・フォーラム

カラオケ・フォーラム

カラオケ

ステップゴルフプラス

ステップゴルフプラス

ゴルフスクール

SPACE ATHLETIC "TONDEMI YOKOSUKA"

スペースアスレチックトンデミヨコスカ

次世代型アスレチック

namco

ナムコ

アミューズメント

ボウリング王国スポルト横須賀店

ボウリングオウコクスポルトヨコスカテン

ボウリング場

YOKOSUKA軍港めぐり

ヨコスカグンコウメグリ

観光船

横須賀HUMAXシネマズ

ヨコスカヒューマックスシネマズ

映画館

ロコスポーツ横須賀

ロコスポーツヨコスカ

スポーツクラブ

※今夏開業予定

※今夏開業予定

【サービス・その他】
店舗名

ヨミ

業態・取扱い

iPhone修理 アイサポ

アイフォンシュウリ アイサポ

携帯端末（iphone）修理

アンコトン

アンコトン

洋服お直しサロン

医療法人社団 明輪会 プラザデンタルクリニック

イリョウホウジンシャダン メイリンカイ プラザデンタルクリニック

歯科医療

買取専門店 売るナビ

カイトリセンモンテン ウルナビ

買取専門店

かながわ信用金庫ATM

カナガワシンヨウキンコエーティーエム

ATM

QBハウス

キュービーハウス

ヘアカット

さくら鍼灸・接骨院

サクラシンキュウ・セッコツイン

整骨・鍼灸・整体

スタジオアリス

スタジオアリス

写真スタジオ

セゾンATM

セゾンエーティーエム

ATM

CENTURY21 株式会社シーサイド住宅プラザ

センチュリー21 シーサイドジュウタク プラザ

不動産コンサル 他

ソフトバンク

ソフトバンク

携帯電話

チャンスセンター

チャンスセンター

宝くじ販売

東洋のクリーニング

トウヨウノクリーニング

クリーニング

日本旅行

ニホンリョコウ

旅行

First Color

ファースト カラー

ヘアカラー専門店

Fare marine ＆ beauty

ファーレ マリン アンド ビューティー

美容室

プラスワン

プラスワン

靴修理・合カギ 他

保険見直し本舗

ホケンミナオシホンポ

保険ショップ

横浜銀行横須賀支店コースカベイサイドストアーズ出張所

ヨコハマギンコウヨコスカシテンコースカベイサイドストアーズシュッチョウジョ

ATM

※店舗名・業態・取扱いは、今後変更となる場合がございます

施設概要
・事業名称：Coaska Bayside Stores
・事 業 主：横須賀モール・リーシング合同会社
（本店：東京都港区赤坂二丁目 10 番 5 号
税理士法人赤坂国際会計事務所内）
・所 在 地：横須賀市本町２－１－１２
・敷地面積：40,550 ㎡
・延床面積：120,624 ㎡
・施設規模：地上 6 階建て
・駐 車 場：約 1,400 台
・施設 URL：https://coaska.jp
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
Coaska Bayside Stores PR 事務局（㈱サニーサイドアップ.内） 担当：伊東、泉、小俣
TEL. 03-6894-3200 / FAX. 03-5413-3050 / MAIL. coaska@ssu.co.jp

