
ニューバランス名古屋店舗名：

・名古屋ウィメンズマラソン完走者へ渡されるフィ
ニッシャー T シャツに「ゴールタイム」を入れる
ことができるサービス。※所要時間 5 ～ 10 分

・Running シューズ / アパレル / アクセサリー
20%OFF

特典：

ニューバランス名古屋 (Google Map)対応店舗：

ニューバランス名古屋店舗情報 WEBSITEinfo：

マラソンマンデーで
走った後も名古屋の街を楽しもう !

完走後に名古屋の街を楽しむ「マラソンマンデー」。
「ニューバランス名古屋」では完走タイムをカスタマイズ

プリント、その他名古屋の街の協力店舗では
ご当地グルメやリラクゼーションサービスなど

いろんな特典をご用意しています。

期間：3/13（日）～ 3/14（月）

NB MARATHON MONDAY とは？

協力店舗・特典一覧

完走後に配られるセレブレーションカードと
myNB会員のマイページ画面を
マラソンマンデー協力店舗に提示して、
各種特典をお受けください。
▶myNB会員登録はこちらから（登録無料）

参加方法

名古屋名物みそかつ矢場とん店舗名：

「①チーズトッピング、②どて煮、③みそ汁→ミニ
とん汁変更」から一つ選択（おひとり 1 千円以上
飲食の方）

特典：

矢場町本店 (Google Map)・栄 LACHIC 店 (Google Map)・栄
セントライズ店 (Google Map)・栄松坂屋店 (Google Map)・
名古屋城金シャチ横丁店 (Google Map)・名古屋駅エスカ店
(Google Map)・名古屋駅名鉄店 (Google Map)・名古屋駅
ルーセント店 (Google Map)・イオンモールナゴヤドーム前
店 (Google Map)・中部国際空港店 (Google Map)

対応店舗：

https://www.yabaton.com/info：

PARTNER STORE LIST

うなぎのしろむら店舗名：

5%off特典：

泉店 (Google Map)対応店舗：

info：

THE GATEHOUSE店舗名：

食事等の利用でソフトドリンクまたはアルコール
ドリンク一杯無料（他券・他サービスとの併用不可）

特典：

THE GATEHOUSE（ゲートタワー 15F）(Google Map)対応店舗：

info：

SHARE LOUNGE店舗名：

一般席 (60 分 /1 人 ) 無料
ソフトドリンク飲み放題＆ナッツやスナック食べ放題

特典：

対応店舗：

@TSUTAYA_NAGOYA  (twitter)info：

スパゲッティハウス ヨコイ店舗名：

シェフお任せのトッピング一品サービス特典：

対応店舗：

info：

・KITTE 名古屋店 (Google Map)
・住吉本店（3/13 日曜 / ランチ営業のみ、ディナー / 休み）(Google Map)
・錦店（3/13 日曜 / 休み）(Google Map)

TAiSEiKAN店舗名：

10 分マッサージ無料 ※要事前予約特典：

対応店舗：

info：

・TAiSEiKAN 接骨院 (Google Map)
・TAiSEiKAN+ 名城公園店 (Google Map)
・名駅西口店 (Google Map)

鳥開総本家店舗名：

ドリンク一杯サービス特典：

対応店舗：

info：

・栄ラシック店 (Google Map)・名駅エスカ店 (Google 
Map)・名駅ユニモール店 (Google Map)・金シャチ横丁店
(Google Map)

那古野炭焼きうなぎ・かしわ 登河店舗名：

特典：

対応店舗：

info：

・那古野炭焼きうなぎ かしわ・登河 (Google Map)
・炭焼きうなぎ・かしわ 登河 池下店 (Google Map)

・10％ OFF（上限 3000 円、クレジットカード・テ
イクアウト・コース料理は不可）

・完走者に贈呈された「ティファニー」オリジナル
ペンダント持参で 1,000 円の食事券をプレゼント

名古屋マリオットアソシアホテル店舗名：

特典：

15 階オールデーダイニング「パーゴラ」(Google Map)対応店舗：

info：

ひつまぶし　登河　那古野本店店舗名：

特典：

対応店舗：

https://togawa-honten.com/info：

ひつまぶし　登河　那古野本店 (Google Map)

・10％ OFF（上限 3000 円、クレジットカード・テ
イクアウト・コース料理は不可）

・完走者に贈呈された「ティファニー」オリジナル
ペンダント持参で 1,000 円の食事券をプレゼント

ランチ・ディナーブッフェのご利用から 10％割引
（他券・他サービスとの併用不可）

RAKU SPA GARDEN 名古屋店舗名：

朝風呂・90 分コース利用料無料特典：

RAKU SPA GARDEN 名古屋 (Google Map)対応店舗：

https://rakuspa.com/nagoya/info：

若鯱家店舗名：

特典：

・名古屋駅エスカ店 (Google Map)
・イオンモールナゴヤドーム前店 (Google Map)
・セントレア店 (Google Map)

Copyright 2022, New Balance Japan, Inc. All Rights Reserved.

対応店舗：

info：

人気 NO.1 トッピングチーズ無料券（名物カレーう
どんご注文に限る）

※掲載特典は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場
合もございますのでご了承ください。
※特典・サービス・店舗情報などのご不明点などがござい
ましたら、各店舗へお問い合わせください。

マラソンマンデー お問合せ先
E-mail    info@nb-nwm2022-gift.jp

(Google Map)

https://yokoi-anspa.jp/

TSUTAYA BOOKSTORE 名鉄名古屋

https://thegatehouse.jp/

https://www.taiseikan.net/

https://www.tori-kai.com/

https://matsuri-togawa.com/

https://www.associa.com/nma/restaurant/

https://www.wakashachiya.co.jp/

https://unagi-shiromura.nagoya/

tsutaya_meitetsu_nagoya  (Instagram)

お問合せ先
E-mail    info@nb-nwm2022-gift.jp

https://goo.gl/maps/QdgcrAaKC4NXyQvD6
https://company.newbalance.jp/store/official-store/nagoya
https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx
https://goo.gl/maps/ime58pMBgWL597L3A
https://goo.gl/maps/k8E5sMGVWUpBa9xH8
https://goo.gl/maps/w25DxVM9dvT9sVwV7
https://goo.gl/maps/7gMSnKiHZ4bhcYz58
https://goo.gl/maps/WWJnutKXYdeW6LGo9
https://goo.gl/maps/6bKg15QK8FnD3djb8
https://goo.gl/maps/T3stAeska9UevsgKA
https://goo.gl/maps/K6nT5bvs8BcwAkew9
https://goo.gl/maps/MvdBGNUPiiifSdSX7
https://goo.gl/maps/W4RVNEQYtr6PedHD9
https://www.yabaton.com/
https://goo.gl/maps/qgVB1MWCBmFungJy9
https://goo.gl/maps/KErxfADUz6tJ3sVMA
https://twitter.com/TSUTAYA__NAGOYA
https://goo.gl/maps/bhPr5YKQqB155WQW8
https://goo.gl/maps/6mYYXyX4icua23fD6
https://goo.gl/maps/YS2VGteVuASnfe7N7
https://goo.gl/maps/fYBpraZ3Z7Lyt75DA
https://goo.gl/maps/u81yGVyqvBwF3y2D8
https://g.page/taiseikan-meieki-nishiguchi?share
https://g.page/torikai-lachic?share
https://goo.gl/maps/1xASmgmDY4ifmVwt7
https://goo.gl/maps/1xASmgmDY4ifmVwt7
https://g.page/torikai_unimall?share
https://goo.gl/maps/5MTWmMRDgTDEpwXv6
https://goo.gl/maps/rSCBydgLGsmbrVAVA
https://goo.gl/maps/UTfErCakrddfnHAE9
https://goo.gl/maps/4wQ793rKqw6ogdWa7
https://togawa-honten.com/
https://goo.gl/maps/axyW2uw4NTAfrsvHA
https://g.page/rsg-nagoya?share
https://rakuspa.com/nagoya/
https://goo.gl/maps/yfXuJNtXRsPjHnCy9
https://goo.gl/maps/5hANbuouiBriPJe77
https://goo.gl/maps/8sVMCXFYurV9ew9b9
mailto:info@nb-nwm2022-gift.jp
https://goo.gl/maps/FLEDfyRp2maSU4dv9
https://goo.gl/maps/FLEDfyRp2maSU4dv9
https://yokoi-anspa.jp/
https://tsutaya.tsite.jp/store/lounge/detail/4257
https://thegatehouse.jp/
https://www.taiseikan.net/
https://www.tori-kai.com/
https://matsuri-togawa.com/
https://www.associa.com/nma/restaurant/
https://www.wakashachiya.co.jp/
https://unagi-shiromura.nagoya/
https://www.instagram.com/tsutaya_meitetsu_nagoya/
mailto:info@nb-nwm2022-gift.jp

