
小田急ポイントカードのご提示が必要な店舗 OP 

１F 

肉のアイオー(精肉) ロースハムスライス １００ｇ当たり１０８円（税抜） 

海老名さかなや旬(鮮魚) 塩さば３枚入り １パック ２９８円 

知久屋(惣菜) 男爵いものほくほくコロッケ １つ ９１円 

２F 銀座コージーコーナー(洋菓子・カフェ) 秋のマドレーヌスペシャルパック（５４０円/１,０８０円） 

３F 

山野楽器サウンドクルー(楽器) お会計５％ＯＦＦ（一部除外品あり） 

金犬くん(金券ショップ) 
サンリオピューロランド株主優待券１ｄａｙパスポート 
（２０１９年１月３１日期限、休日定価３,８００円）  
 特別価格２,０００円 

シュールシル(目まわり専門サロン) 
ご新規様限定 まつげカール＋ＧＦトリートメント１ＳＴＥＰ  
５,５２０円→４,７４０円 

１F くしかんざし(串焼・海鮮) 
１５時～１７時にご来店のお客様、季節のおすすめ料理 
１品サービス（１グループ１品） 

１F 

MOMI&TOY'S(クレープ・タピオカドリンク) クレープご注文のお客様、バニラアイスのトッピングサービス 

ファーストキッチン(ハンバーガー) １０％ＯＦＦ（一部除外あり、他クーポンとの併用丌可） 

６F 
 

ポムの樹(創作オムライス) ドリンク１杯無料 

ピエトロコルテ(パスタ＆サラダ) 
１１時４５分までにご来店のお客様、ドリンクバーサービス 
（お食事ご注文の方のみ） 

西安餃子(チャイニーズレストラン) 
ミニコースをご注文のお客様、フカヒレスープサービス 
（お１人様１杯） 

新宿さぼてん(とんかつ) 角ハイボール３９９円→２５０円 

炭家米蔵(釜めし・焼鳥とお酒) 
生ビール、ハイボールが３００円、ソフトドリンク全て 
１００円（終日） 

海老食グリル(ステーキ・ハンバーグ) ミニデザート１皿サービス 

そじ坊(信州そば処) そばかりんとうサービス（お食事ご注文の方） 

えぼし(浜料理) お会計５％ＯＦＦ 

豚平牛吉(しゃぶしゃぶ・すき焼き食べ放題) ドリンクバー無料（月～金、定食メニューに限る） 

７F デジキューBBQテラス(バーベキュー場) 
先着でクーラーＢＯＸ無料レンタル 
（各部先着７組まで。１組１個） 

１F 

白洋舎(クリーニング) うららか会ポイント２倍 

キュービーハウス(ヘアカット専門店) ノベルティプレゼント 

２F 

ドトールコーヒーショップ(カフェ) 売店商品１０％ＯＦＦ 

アイシティ(コンタクトレンズ) 店頭価格より１０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

ウェル・アアルト(ヘアーサロン) モロッカンオイル１０％ＯＦＦ 

１F 

ラケル(オムライス) 
テイクアウトラケルパン６個入り ８８０円（税抜） 
→７８０円（税抜） 

フレッシュネスバーガー(バーガーカフェ) １０％ＯＦＦ 

リブズテーブル(肉バル) フレンチフライサービス 

ストリームマーケット(靴下・雑貨) 
店内商品全品１０％ＯＦＦ。１,０８０円（税込）お買い上げの
方、９／２８～使える１０％ＯＦＦクーポン配布 

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ 
(イタリアンバール・カフェ) 

ジェラート５０円引き 
（Ｓサイズ４００円→３５０円 Ｗサイズ４５０円→４００円） 

イタリアンダイニングＤｏＮＡ(スパゲッティ) ピッツァ「マルゲリータ」 ５８０円→５００円（税抜） 

ムラサキスポーツ(スポーツ衣料・雑貨) お会計１０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ(シューズ) 店頭特別催事開催（９／２１～９／３０） 

シャツ工房(シャツ専門店) 
５,０００円（税抜）以上お買い上げの方、５００円ＯＦＦ 
１０,０００円（税抜）以上お買い上げの方、２,０００円ＯＦＦ 

メルローズクレール(レディスファッション) メンバーズカード Ｗポイント 

チャイハネ(エスニックファッション雑貨) お会計５％ＯＦＦ（一部除外あり、他のサービスとの併用丌可） 

よくわかる！ほけん案内(保険ショップ) 
新規保険ご相談のお客様、「いちばんダック」プレゼント 
（数量限定） 

グローバルワーク(レディス・メンズ・キッズ) 店内一部セール実施 
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２F 

サンマルクカフェ(ベーカリー＆カフェ) 自店のスタンプカード２倍（雨の日３倍） 

インザグルーヴ(レディスファッション) 全品１０％OFF（セール品除外） 

ビージップ(レディスファッション) ２点ご購入で１０％ＯＦＦ 

チャオパニックティピー(レディス・メンズ・キッ

ズ) 
店内一部セール実施 

フットセラピー(リラクゼーション) ＢＤトリートメント（女性限定） ４５分 ６,０００円（税抜） 

ダブルクローゼット(レディスファッション) 
小田急ポイントカードご利用、ご提示、新規ご入会で、 
１０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

ザ・ショップTKミクスパイス 
(レディス・メンズ・キッズ) 

自店メルマガ登録・会員様 全品１０％ＯＦＦ 

スーツセレクト(レディス・メンズ) ノベルティプレゼント 

ライトオン(レディス・メンズ・キッズ) 
５,０００円（税抜）ごとに１０００円分のライトオン 
お買物券をプレゼント 

コカ(レディスファッション) ２点以上ご購入で全品１０％ＯＦＦ 

アメリカンホリック(レディスファッション) ２０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

ＤＨＣ直営店(化粧品・健康食品) 
６,０００円（税込）以上ご購入で、バージンココナッツオイル 
のサプリメント１個プレゼント ※無くなり次第終了 

Ｍ
２Ｆ 

イタリアン酒場 バラック(イタリアン＆バー） 
１０％ＯＦＦ（上限３,０００円。 
他券・サービス券との併用丌可） 

ファミマ！！(コンビニエンスストア) ファミマＴカードご提示で、コーヒーポイント２倍 

クツショウテン(クツ・カバン修理、合カギ作成) 防水加工サービス 

３Ｆ 

クラスルーム(スクールファッション) 傘４９９円の特別価格、文具２０％ＯＦＦ 

ホビースクランブルオカダヤ(手芸材料) 

・サンプル品即売（展示終了作品） ニット作品・子供服・ 
 バッグ・スカートなどが お手頃価格。 
・ステップアップメンバーズ ご入会無料（アプリ・モバイル 
 限定）、会員様いつでも５％ＯＦＦ 

イタメシヤ・ラ・パウザ(イタリアン) 
ご注文時に小田急ポイントカードご提示で、 
ポテトＳサイズ無料 

フロウフロウ(レディスファッション) 全品レジにて更に１０％ＯＦＦ 

インターユニット(アクセサリー・雑貨) 自店ポイントカード５倍 

リボーン(整体) 
カラダメンテナンス５０分 通常価格６,４５８円 
→３,２８０円（初回限定） 

コックンの別荘(猫カフェ) 平日６０分、休日４５分コース１０％ＯＦＦ 

サイズカラーフィッツ(ヘアーサロン・ネイル) 店販商品１０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

ギャラリー２(スポーツ用品専門店) 対象商品 表示価格よりレジにて更に１０％ＯＦＦ 

オトナデコドモ(ベビー・キッズファッション) 自店ポイント２倍 

フォトスタジオ Ｉｔ'ｓ(フォトスタジオ) 
購入写真の中から２Ｌサイズの写真１枚プレゼント 
（振袖・七五三対象外） 

Ｍ 
３Ｆ 
マジックミシン(洋服のお直し) １０％ＯＦＦ（一部対象外あり） 

１F 

麺屋銀星 海美風(煮干し中華そば) １００円トッピング１品サービス 

麺家いろは(富山ブラック) 自店スタンプカード２倍 

古寿茂(鶏白湯らーめん) 味玉サービス 

暖暮(九州らーめん) １００円トッピンク１品サービス 

海老らーめん肇(海老らーめん) １００円トッピンク１品サービス 

麺処直久(伝統の醤油らーめん) 餃子６個（３８０円→１９０円） 

２F 

カラダファクトリー(リラクゼーション・整体) 

・ＡＰＳＰ（整体骨盤矯正）１００分コース １０,８００円→ 
 ８,６４０円（２０％ＯＦＦ） 
・オプションコース（頭部マニュピレーション・リンパドレナ 
 ージュ・ハンド＆ショルダー・小顔コース）２０％ＯＦＦ  
 ※単品丌可 ３０分以上のコースとのセットに限ります 

アートライフデポ(アクセサリー・インテリア雑貨) お会計１０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

タイトーステーション(アミューズメント) クレーンゲーム１００円ＤＡＹ（一部除外あり） 

マリオンクレープ(クレープ) バナナチョコクリーム１００円引き（１日限定３０食） 

ソフトバンク(携帯電話・グッズ) 
ソフトバンクの方、他社の方でも、お見積りで、 
お父さんグッズプレゼント 

３F くいもの屋わん(居酒屋) お会計１０％ＯＦＦ（割引上限３,０００円） 

１F ドコモショップ(携帯電話・サービス) アクセサリー１０％ＯＦＦ 

２F 大戸屋(和食) 
１,０００円以上ご利用のお客様、物販「しそひじきの素」 
１袋プレゼント 

２Ｆ 

アクセサリーズ ブラッサム(アクセサリー) 

自ショップアプリ登録とビナフロントをお気に入り店舗にして
いただくと、ご購入時のスタンプ付不の際、購入点数にプラス
２Ｐプレゼント 

テチチ(ファッション・雑貨) 定価商品２点ご購入で、２０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

イッツデモ(バラエティ雑貨) 
お洋服・服飾雑貨・アクセサリー２点以上で１０％ＯＦＦ
（セール品除外） 

ディスコート プティ(ファッション・雑貨) ２点以上ご購入で１０％ＯＦＦ（一部除外あり） 

ブォーナ・ビィータ(生活雑貨) 一部ウェア２,０００円均一 

アーバンリサーチメイクストア 
(レディス・生活雑貨) 

１０,０００円以上のご購入で１０％ＯＦＦ（一部対象外あり） 

ブルーブルーエ(服飾雑貨) 

２１日・２４日・２５日：バッグ１０％ＯＦＦ／ 
２２日・２３日：３,０００円以上１０％ＯＦＦ／ 
２６日・２７日：服飾１０％ＯＦＦ 

OP 

※店舗により提供期間が異なる場合があります。※他のサービス・割引との併用はできません。※ビナウォークでのみ有効の特典です。 
※価格は「税抜」表示がない限り、原則として「税込」価格です。※サービス・商品は予告なく変更となる場合があります。 
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