2021 年 10 月 15 日

報道関係者各位
株 式 会 社 さいか屋
（AFC-HD グループ）

＜オープニング特典情報＞
2021 年 10 月 20 日（水） 横須賀店にオープン！
「娯楽の殿堂 さいか屋 e STAGE（イーステージ）」
美と健康ショップ 「サロン・ド・AFC」
１００円ショップ 「Ｓｅｒｉａ（セリア）」
2021 年 10 月５日にリリースいたしましたとおり、株式会社さいか屋（以下、「当社」）は、横須賀店南館に「娯楽の殿堂
さいか屋 e STAGE（イーステージ）」、横須賀店１階に美と健康ショップ「サロン・ド・AFC」、４階に人気の 100 円ショップ
「Seria（セリア）」を、当社創業日である 10 月 20 日（水）にオープンいたします。つきましては、オープニング特典などの
概要をお知らせいたします。

「娯楽の殿堂 さいか屋 e STAGE（イーステージ）」
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「みんなで集まって遊んで楽しめる」「仕事と遊びを効率的に、
自分流にアレンジできる」スペースとして、地域のランドマークと
なるべく、カラオケ・ダーツ・e スポーツカフェ・ワーキングスペー
ス・シアタールームを設置した「娯楽の殿堂 さいか屋 e
STAGE」をオープンいたします。
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【店舗概要】
店舗名称：娯楽の殿堂 さいか屋 e STAGE（イーステージ）
所在地 ：神奈川県横須賀市大滝町１－13
さいか屋横須賀店南館
営業時間：午前 10 時～午後 10 時（不定休）

《オープニング特典》
【イ ベ ン ト ① カラオケ採点チャレンジ】
Supported by LIVEDAM Ai
➢開催日時：10 月 20 日（水）、23 日（土）、24 日（日） 各日午前 10 時～午後５時
➢賞
品：100 点
娯楽の殿堂さいか屋 eSTAGE で使用できるサービス券 10,000 円分
98 点以上 娯楽の殿堂さいか屋 eSTAGE で使用できるサービス券 5,000 円分
95 点以上 娯楽の殿堂さいか屋 eSTAGE で使用できるサービス券 3,000 円分
90 点以上 娯楽の殿堂さいか屋 eSTAGE で使用できるサービス券 1,000 円分
参加者には娯楽の殿堂さいか屋 eSTAGE で使用できるサービス券
500 円分
多くのテレビ番組でも使用されている人気のカラオケ採点機能「精密採点Ａｉ」を使用した参加フリーの
イベントを娯楽の殿堂さいか屋 e STAGE 1 階店頭で実施します。
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【イ ベ ン ト ② ガラポン抽選会】
➢開催日時：10 月 20 日（水） 午前 10 時～午後５時
オープンを記念して施設ご利用者全員にご参加いただけるガラポン抽選会を開催します。
【ワクチン接種済証で特典サービス！】
当社横須賀店では、新型コロナウィルスワクチン接種をうけられた方にお得なサービスを実施しております。
この度オープンする施設に関しましても新たなサービスを実施いたします。

新型コロナウィルスワクチン接種済証をご提示いただくとお会計時に１０％ＯＦＦ
➢開催日時：10 月 20 日(水)～10 月 31 日(日)

【カラオケ】 ５階・６階
➢ルーム数：36 室（５階 21 室、６階 15 室）
➢全室に 50 インチ以上の大型モニター設置
<２部屋には２画面の大型スクリーン設置（左写真）>
➢機
器：最新機種 LIVE DAM Ai（５階５室）
※うち２部屋は大型スクリーン
最新機種 JOYSOUND MAX GO（５階５室）
LIVEDAMSTADIUM（５階６室、６階７室）
JOYSOUND MAX 2（５階５室、６階８室）

【ダーツ】 ６階
➢最新機種 DARTSLIVE３を６台設置
➢通信対戦や専用アプリによるゲーム
展開の３D 映像再生

アメリカの雰囲気が漂う横須賀らしい
アミューズメントスポットです。
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【e-スポーツカフェ】 １階・４階
➢高性能なゲーミングマシーンを１階・４階に計 10 台設置
e スポーツのために開発されたゲーミング PC「eX.computer
G-GEAR RTX3060」に 23.8 型モニターを組み合わせたゲーミン
グマシンを 10 台揃えました。
➢１階：明るい空間の中で e-スポーツが楽しめるゾーンを展開
➢４階：専用個室を５室ご用意。
各個室はそれぞれのテーマカラーに合わせてゲーミングチェア
やキーボードを設置した雰囲気溢れる空間です。
リモートワークにもご活用いただけます。
➢ゲーミングチェア：１階 OKAMURA STRIKER、４階：AKracing など各種

【ワーキングスペース】 ４階
➢ワーキングスペース：10 席
➢貸会議室・レンタルスペース：大会議室：１室 24 名収容
中会議室：１室 12 名収容
小会議室４室、各４名から６名収容
➢フリーWi-Fi 完備

【シアタールーム】 ４階
➢部屋数：３室
➢ゆったりとしたソファに大型モニターとサラウンド
スピーカーを設置
ご自宅では体感できない臨場感ある迫力のサ
ウンドと大画面テレビでお気に入りの映像をお
楽しみいただけます。
（※映像データはお持込みとなります。）
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【フードメニュー】
カラオケ店で人気のフライドポテトや唐揚げなどのベーシックメニューはもちろん、近隣ではここでしか味わうこと
のできないメニューもご用意いたしました。
なお、これらのメニューはカラオケだけでなく、ワーキングスペースなどでもお召し上がりいただけます。
《京都・夢庵》
京都 お好み焼き（ねぎふわふわ）
税込 ９８０円
卵と山芋をたっぷり使用したふわふわ食感のお好
み焼きです。地元の方々や観光客の皆様に愛さ
れる京都 夢屋の味をぜひ、お召し上がりくださ
い。

《自由が丘・パンとエスプレッソと自由形》
フレンチトースト 税込 １，１００円
SNS などで話題のフレンチトーストが横須賀初上
陸！
手のひらサイズの食パンにたっぷりのアパレイユを
染み込ませて作った、外はカリッと中はトロトロの新
感覚フレンチトーストです。

《大分・南の大地》
南の大地マルゲリータ 税込１，１００円
大分県産小麦を 100％使用した生地に、高糖度で
酸味とのバランスの良いオリジナル完熟トマトソー
ス、香り豊かな国産バジル、こだわりぬいた２種の
チーズ（モッツァレラ・パルメザン）をトッピングした
ピザの王道マルゲリータをご用意しました。

当施設では、さいか屋横須賀店内（成城石井含む）にてお買い求めいただいた食料品については、施設内へお持
込みいただけますので是非ご利用くださいませ。
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美と健康ショップ「サロン・ド・AFC」
AFC ブランドの健康食品・化粧品と、当社子会社アルファトレンド
が取り扱うアクセサリー・ジュエリーをミックスした複合ショップが、
横須賀店１階に「サロン・ド・AFC」としてオープンいたします。

話題の次世代成分 NMN 新登場
➢My WELLNESS
(還元型コエンザイム Q10、NMN+PQQ、DHA)

【店舗概要】
店舗名称：美と健康ショップ
「サロン・ド・AFC」
所在地 ：神奈川県横須賀市大滝町１－13
さいか屋横須賀店１階
営業時間：午前 10 時～午後７時

《オープニング特典》

[10 月 20 日(水)～26 日(火)
期間特別価格]
たっぷり入ったお試しサイズ！
薬用アミノ酸シャンプー爽快柑(150 ㎖)
<300 点限り> 税込 500 円
※医薬部外品

[ニューオープン記念特別ご提供品]
アコヤパールペンダント
(K18WG、７㎜～９㎜)
<現品限り> 税込 100,000 円

1００円ショップ「Seria（セリア）」
日常を彩る、あたらしい出会い。ワクワクするモノやコト、スキとの
出会いが楽しめる 100 円ショップ「Seria（セリア）」が横須賀中央駅周
辺エリアに初登場します。
【店舗概要】
店舗名称：Seria（セリア）
所在地 ：神奈川県横須賀市大滝町１－13
さいか屋横須賀店４階
営業時間：午前 10 時～午後７時

《オープニング特典》
【トートバッグプレゼント】
➢開催日時：10 月 20 日（水）～22 日（金） ３日間限り
➢５個以上お買上げのお客様、各日先着 350 名様に
「Seria オリジナルトートバッグ」をプレゼント
デザインは全５種類！どれがもらえるかはお楽しみ！

＜本件リリースに関するお問い合せ＞
株式会社さいか屋 営業本部営業企画部 TEL：046-822-8046
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