6.28 Fri

7.31Wed

スマホの画面を見せて、もっとおトクに！
各店のサービスや商品をお求めの際は、スマホの本画面をご提示ください

（Wed）
まで

7.31

※特典のみのご利用はできません。※ビナウォークでのみ有効の特典です。※他のサービスとの併用はできません。※価格は「税込」表示がない限り、
「税抜」価格です。※ご提供品などは数に限りがある場合もございます。品切れの際はご了承ください。
※各日お1人様1提示につき、1回限り有効です。※レストラン＆カフェはご注文前にクーポンをご提示ください。お会計時にご提示いただいてもご利用できない場合がございます。※詳細は各店舗にてご確認ください。

ファッション＆雑貨
4番館
2F

パリミキ

メガネ ☎046-235-3411

メガネ・サングラスを10,000円以上
お買い上げの方に1,000円OFF
※クーポン1提示につき何名様でもOK

4番館
2F

アイシティ

コンタクトレンズ ☎046-292-5125

[数量限定]

17,000円以上お買い上げの方に装着
液（レンズサポート）1本をプレゼント！

※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
3F

インターユニット

アクセサリー・雑貨 ☎046-292-4448

商品お買い上げの方に
自店ポイントカード5倍

※クーポン1提示につき何名様でもOK

ホビー＆バラエティ
5番館
3F

ジャニジャニファンスペシャル
アイドルグッズ ☎046-206-5505

500円以上お買い上げの方に
うちわ、
ペンライトをプレゼント！
※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
3F

ホビースクランブル オカダヤ
手芸材料 ☎046-236-6577

着分生地2点以上お買い上げで
20％OFF

※クーポン1提示につき1名様

5番館
3F

ギャラリー２

スポーツ用品・衣料 ☎046-292-2225

[数量限定]

5,000円以上お買い上げの方に
ウタマロせっけん1個をプレゼント！
※クーポン1提示につき1名様

6番館
2F

ソフトバンク ビナウォーク海老名
携帯電話・グッズ ☎046-401-1620

ソフトバンクにおのりかえで
違約金相当還元
※クーポン1提示につき1組様

ビナ
フロント
2F

こととや

ライフスタイルセレクトショップ ☎046-244-0062

商品お買い上げの方にLINEポイント
1ポイントをプレゼント！

※クーポン1提示につき１名様

ライフ＆サービス
1番館
3F

海老名あおば整骨院はりきゅう院
整骨院・鍼灸院 ☎046-206-5930

［初診の方限定］

骨盤矯正・ネコ背矯正50％OFF

［3,240円(税込)→1,620円(税込)］
※クーポン1提示につき１名様

3番館
6F

ほけんの窓口

保険ショップ ☎0800-222-6670

新規ご相談のお客さまに
ノベルティをプレゼント！
※クーポン1提示につき1組様

4番館
1F

白洋舎

クリーニング ☎046-234-4042

ドライクリーニング品200円引き
※クーポン1提示につき1名様

4番館
1F

ファストカラー
ヘアカラー

［新規お客様限定］

全体染め2,920円（税込）/
根元染め2,440円（税込）
→1,620円（税込）

※クーポン1提示につき1名様

4番館
2F

ウェル・アアルト

ヘアーサロン ☎046-234-3615

ケラスターゼ
ホームケア商品10％OFF

※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
2F

エテルナ ル・ソニア

エステティックサロン ☎046-240-0218

［数量限定］

30,000円以上お買い上げの方に
飲む日焼け止めをプレゼント！

※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
2F

フットセラピー

リラクゼーション&ビューティースパサロン ☎046-292-0044

［平日限定］

オーダーメイドコース2,000円OFF

※クーポン1提示につき1名様

5番館
M2F

クツショウテン

靴・カバン修理、合鍵 ☎046-244-6192

靴クリーニング10％OFF

［990円→891円］

※クーポン1提示につき1名様

5番館
3F

サイズカラーフィッツ

ヘアーサロン・ネイル ☎046-292-4350

カット・オイルマッサージシャンプー
5,500円→5,000円

※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
3F

猫カフェ コックンの別荘

猫カフェ ☎046-259-6161

［ご自身のインスタグラムに
「#コックンの別荘」
タグ付けの方限定］

オリジナル缶バッジノベルティを
プレゼント！
※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
3F

リボーン

整体 ☎046-240-7290

［期間中初回限定］

プレミアムメンテナンス80分
14,980円（税込）→5,480円（税込）
※クーポン1提示につき1名様

6番館
3F

カラオケ まねきねこ

カラオケボックス ☎046-292-4988

フライドポテトを無料サービス！
※クーポン1提示につき１名様

レストラン＆カフェ
1番館
2F

銀座コージーコーナー

洋菓子・カフェ ☎046-235-7690

［数量限定］

夏のマドレーヌスペシャルパック
1,180円→1,000円

※クーポン1提示につき何名様でもOK

2番館A
1F

紗らら

地鶏・刺身・串 ☎046-233-4447

1,500円以上ご注文の方に
最初の1杯（生中、サワー、カクテル、ハイボール、
を無料サービス！
ソフトドリンクなど）
※クーポン1提示につき1名様

2番館A
1F

くしかんざし

串焼・海鮮 ☎046-233-5521

［15時〜17時ご来店の方限定］

お料理ご注文の方に生ビールまたは
スパークリングワイン1杯を無料サービス！
※クーポン1枚につき４名様までOK

2番館B
1F

海老名食堂

炭火焼肉・酒房 ☎046-234-5115

お食事ご注文の方に
グラスワイン又は黒ウーロン茶1杯を
無料サービス！
※クーポン1提示につき1名様

3番館
1F

ファーストキッチン
ハンバーガー ☎046-292-4836

コーヒー回数券をお買い上げの方に
ドリンク無料券１枚をプレゼント！
※クーポン1提示につき何名様でもOK

3番館
1F

リンガーハット

長崎ちゃんぽん ☎046-240-0017

冷やしちゃんぽんレギュラーサイズご注文
のお客様にドリンク1杯を無料サービス！

※クーポン1提示につき１名様

3番館
6F

西安餃子

チャイニーズレストラン ☎046-292-4798

ミニコースご注文の方に
ドリンク1杯を無料サービス！
※クーポン1提示につき何名様でもOK

3番館
6F

豚平牛吉

しゃぶしゃぶ・すき焼き食べ放題 ☎046-244-6726

※クーポン1提示につき4名様

海老食グリル

ステーキ・ハンバーグ ☎046-244-6155

※クーポン1提示につき何名様でもOK

ラケル

オムライスレストラン ☎046-231-6055

テイクアウトラケルパン
（6個入）
880円→780円
※クーポン1提示につき何名様でもOK

5番館
1F

フレッシュネスバーガー

バーガーカフェ ☎046-292-4396

※クーポン1提示につき１名様

イタリアンダイニング

DoNA

スパゲッティ ☎046-292-5139

自店スタンプカードスタンプ2倍
※クーポン1提示につき１名様

リブズテーブル

スペアリブ＆ハンバーグレストラン

☎046-205-2958

食後のデザートサービス

※クーポン1提示につき4名様まで

5番館
2F

サンマルクカフェ

ベーカリー＆カフェ ☎046-292-1309

［1日20個限定］

500円以上ご注文の方に
チョコクロ1個を無料サービス！

※クーポン1提示につき1個

ラーメン暖暮

九州とんこつラーメン ☎046-240-9399

ラーメンご注文の方に
100円トッピング1品を無料サービス！
6番館
1F

海老名家

横濱家系ラーメン

ラーメン・居酒屋・餃子・定食 ☎046-240-1156

ラーメンご注文の方に
100円トッピング1品を無料サービス！
6番館
1F

麺屋銀星 海美風

煮干し中華そば ☎046-204-7866

750円以上ご注文の方に100円トッピン
グor鶏から2個を無料サービス！
※クーポン1提示につき何名様でもOK

6番館
1F

麺処直久

伝統の醤油らーめん ☎046-235-8188

らーめんご注文のお客様に
ギョーザ6個入半額
（190円）
ビナ
プラス
2F

大戸屋

和食 ☎046-235-9722

ご来店のお客様に
五穀ごはんの素をプレゼント！
※クーポン1提示につき１名様

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ

※クーポン1提示につき1杯

5番館
1F

6番館
1F

デリカ

イタリアンバール・カフェ ☎046-236-3011

プロモーションドリンク50円引き
5番館
1F

※クーポン1提示につき何名様でもOK

※クーポン1提示につき1皿

フライドポテト
（R）
から
（L）
に無料で
サイズアップ！
5番館
1F

らーめんご注文のお客様に
ギョーザ3個入を無料サービス！

※クーポン1提示につき何名様でもOK

お食事ご注文の方に
アイスクリームを無料サービス！
5番館
1F

麺家いろは

富山ブラック ☎046-232-9333

※クーポン1提示につき１名様

定食メニューご注文の方に
ドリンクバーを無料サービス！
3番館
6F

6番館
1F

1番館
1F

肉のアイオー

精肉 ☎046-234-8629

ベーコンスライス
（100gあたり）
128円

※クーポン1提示につき何名様でもOK

1番館
1F

海老名 さかなや旬

鮮魚 ☎046-204-6631

中国うなぎ長焼
（1パック/1尾入り）
1,280円

※クーポン1提示につき何名様でもOK

