
走る前も走った後も名古屋の街を楽しもう！

名古屋の街を最大限楽しむ「マラソンウィークエンド」。
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おります。

期間：3/11（土）〜 3/13（月）

NB MARTHON WEEKEND とは？

協力店舗・特典一覧

New Balance 公式ストアアプリの
「マラソンウィークエンド」画面を提示して、

各種特典をお受けください。
▶ New Balance 公式ストアアプリのダウンロード

iPhone 版こちら　Android 版はこちら

参加方法

PARTNER STORE LIST

菓匠 花桔梗店舗名：

特典：

名古屋能楽堂 蓬左 hōsa 店 (Google Map)対応店舗：

info：

がブリチキン。

THE GATEHOUSE

店舗名：

店舗名：

ドリンク1 杯サービス  ※ 500 円（税抜）以下のドリンク対象

モーニング・ランチ・ティータイム・ディナーの
ご利用から 10％ OFF（他券・他サービスとの併用不可）

・コーヒー蓬左ブレンド（HOT /ICE） ・ほうじ茶
（HOT /ICE） ・オレンジジュースの 3 種の中からい

ずれか 1 杯サービス

特典：

特典：

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

info：

info：

info：

スパゲッティハウス ヨコイ

名古屋観光ホテル

店舗名：

店舗名：

シェフお任せのトッピング一品サービス

コース料理ご注文のお客様　1 ドリンクサービス

特典：

特典：

対応店舗：

対応店舗：

info：

・KITTE 名古屋店 (Google Map)
・住吉本店（3/12 日曜ランチ営業のみ、3/13 月曜休み）(Google Map)
・錦店（3/12 日曜休み）(Google Map)

TAiSEiKAN店舗名：

10 分無料ボディケア（CBD クリーム使用）特典：

対応店舗：

info：

・名城公園店 (Google Map)
・ヨシヅヤ名西店 (Google Map)
・イオンモール NagoyaNoritakeGarden 店 (Google Map)

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：

花千花

ひつまぶし　登河　那古野本店

店舗名：

店舗名：

特典：

対応店舗：

https://www.wabohotel.com/about-hanasencainfo：

那古野 茶房 花千花 (Google Map)

お菓子プレゼント

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）

Copyright 2023, New Balance Japan, Inc. All Rights Reserved.

※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。

名古屋ウィメンズマラソン EXPO
ニューバランスブース 運営事務局
info@nb-nwm-2023.jp

https://yokoi-anspa.jp/

https://gabuchiki.com/

https://gabuchiki.com/

https://thegatehouse.jp/

https://www.taiseikan.net/

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

https://www.hosa.nagoya/

お問合せ先
info@nb-nwm-2023.jp

・金山本店 (Google Map)・栄店 (Google Map)・名駅西口店
(Google Map)・名駅三丁目店 (Google Map)・錦通店 (Google 
Map)・栄住吉店 (Google Map)・浄心駅前店 (Google Map)・
御器所駅前店 (Google Map)・大須三丁目店 (Google Map)・
新瑞橋店 (Google Map)・鶴舞店 (Google Map)・藤が丘店
(Google Map)・塩釜口店 (Google Map)・原駅前店 (Google 
Map)・岩倉店 (Google Map)・岩塚店 (Google Map)

・フレンチレストラン「エスコフィエ」(Google Map)・中国
料理「柳城」(Google Map)・ライブキッチン「ジャルダン」
(Google Map)・日本料理「呉竹」(Google Map)・鉄板焼「昇龍」
(Google Map)・天ぷら「天鯱」(Google Map)・ブラッセリー
＆カフェ「ル・シュッド」(Google Map)

対応店舗：

炭焼きうなぎ・かしわ 登河 池下店

那古野炭焼きうなぎ かしわ・登河

店舗名：

店舗名：

特典：

特典：

対応店舗：

対応店舗：

info：

info：

・炭焼きうなぎ・かしわ 登河 池下店 (Google Map)

那古野炭焼きうなぎかしわ・登河 (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
※ 3/12（日）と 3/13（月）のみ

・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
※ 3/12（日）と 3/13（月）のみ

https://togawa-ikeshita.com/

https://matsuri-togawa.com/

特典：

対応店舗：

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
※ 3/12（日）と 3/13（月）のみ

https://matsuri-togawa.com/

HOTEL 和紡店舗名：

特典：

対応店舗：

https://www.wabohotel.com/info：

HOTEL 和紡 (Google Map)

アーリーチェックイン 11:00
& レイトチェックアウト 12:00

ニューバランス名古屋店舗名：

3/11（土）

・レース応援フラッグのワークショップ

・アパレル購入者の先着 100 名様に名古屋発コールドプレスジュース

「ORGANIC RE/SET」のオリジナルリカバリードリンクプレゼント

3/12（日）、13（月）

・完走記念ポストカードの制作ワークショップ

・先着 100 名様に名古屋発コールドプレスジュース

「ORGANIC RE/SET」のオリジナルリカバリードリンクプレゼント

開催時間は全日 11:00-17:00

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：
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