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4F 109シネマズ湘南の当日映画チケット
半券 ご提示で下記サービスが受けられます。
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●109シネマズ湘南の当日ご利用映画チケット
（または半券）
に限ります。●映画鑑賞の前後、
どちらでもご利
用頂けます。●映画チケット１枚につき、各店１回のみ有効となります。
（チケット1枚で複数店舗のご利用可）
●他のサービス・割引との併用はできません。●記載内容およびサービス内容は、変更になる場合がございま
す。●前売券等お持ちの場合は、109シネマズにて指定席券とお引換え後、
ご利用いただけます。

・・・今回新たな半券サービスの店舗

RENEWAL ・・・今回半券サービス内容をリニューアルした店舗

湘南ヴィレッジ
1F イータリー

〈イタリアンレストラン＆マーケットプレイス〉Tel.52-4140

1F DEAN & DELUCA CAFE

〈カフェ〉Tel.86-7586

店内ご利用でお食事をご注文されたお客様

レストランにて食事をされたお客様

ドリンクメニューワンサイズアップ

食後のカフェorハーブティーをプレゼント

HOT/カモミール・ハーブティー・エスプレッソ・アメリカーノ
ICE/ブルーベリー＆ラズベリーティー・ミントグリーンティー・アメリカーノ

※会計時にご提示ください。

※半券1枚につき1オーダーのご提供になります。
※オーダー時にご提示ください。

カフェ・ライトフード
1F プロント

〈カフェ・バー〉Tel.38-1844

パスタをご注文頂いたお客様

1F 果汁工房 果琳

コーヒーor紅茶（Mサイズのホット又はアイス）
プレゼント

※オーダー・会計時にご提示ください。

※オーダー時にご提示ください。 ※パスタは10:00〜22:30の販売となります。

1F アフタヌーンティー・ティールーム

〈ジュースバー〉Tel.86-7137

ジュース1点 80円引き
※セール品やその他の値引きとの併用はできません。

〈ティーカフェ〉Tel.54-9670

2F TOASTY'S

アフタヌーンティーセット通常3種盛り合わせのところ

4種盛り合わせサービス

〈カフェ〉Tel.53-8773

フレンチトーストをご注文のお客様

※オーダー時にご提示ください。 ※14時からご利用可能

ドリンク1杯サービス（コーヒー、紅茶、オレンジジュース）
※オーダー時にご提示ください。 ※1品につき1枚ご利用可
※他の割引サービスとの併用不可

1F サーティワン アイスクリーム

〈アイスクリーム〉Tel.38-1835

レギュラーシングルサイズ 40円引き
※他のサービスや割引との併用はできません。 ※オーダー・会計時にご提示ください。
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1F マクドナルド

〈カフェ〉Tel.47-2022

トスターダ、ケサディーヤ、ブリトーご注文のお客様に

〈ファーストフード 〉Tel.38-1865

セットドリンク1杯サービス
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お食事またはテイクアウトをされたお客様

※オーダー・会計時にご提示ください。

アップルパイプレゼント
※オーダー時にご提示ください。

※1商品お買い上げで一人につき一回まで

1F ドンク・ミニワン

〈ベーカリー・カフェ〉Tel.86-7181

2F j.s. pancake cafe

〈パンケーキカフェ〉Tel.38-2147

パンケーキをご注文のお客様

9:00〜20:00の間、540円（税込）以上
〈イートインでのご利用は550円（税込）以上〉お買い上げの方対象、
パンをお買い上げまたはカフェでパンをお召し上がりのお客様

ドリンクプレゼント〈コーヒー・紅茶・オレンジジュース
アップルジュース・グレープフルーツジュース〉

コーヒーor紅茶1杯サービス

※オーダー時にご提示ください。 ※1品につき1枚ご利用可

※他割引サービスとの併用不可

※会計時にご提示ください。 ※ミニワンコーナの商品は対象外です。

1F 鵠沼しみず

〈和菓子〉Tel.86-7710

オリジナルソフトクリーム

440円（税込）→385円（税込）
※オーダー時にご提示ください。

3F KUGENUMA SHIMIZU

〈和スイーツ〉Tel.86-7337

3F 梅 蘭

ソフトクリームお買上げのお客様

湘南大漁焼1個プレゼント

平日限定
サービス

※オーダー時にご提示ください。

3F プレンティーズ クレープ

〈中華料理〉Tel.86-7366

〈クレープ・アイスクリーム〉Tel.86-7331

お食事をされたお客様

ソフトドリンク（Sサイズ）1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。

3F 湘南 野の実

クレープ1品30円引き

〈ラーメン〉Tel.86-7310

ラーメン一杯お買い上げのお客様

ミニドリンク1杯サービス

※オーダー時にご提示ください。 ※その他サービスとの併用不可

※オーダー時にご提示ください。 ※生ビールは除きます。

3F しらす問屋 とびっちょ

〈しらす料理〉Tel.38-3188

3F 里のうどん

〈うどん・丼〉Tel.52-4400

丼をご注文されたお客様

うどん、丼もの単品をご注文されたお客様

ソフトドリンク1杯またはしらすパン1個サービス

平日限定
サービス

※オーダー時にご提示ください。

ドリンク一杯サービス
※オーダー時にご提示ください。
※その他サービスとの併用不可。

3F GARA 中海岸

〈インド料理・スパイス料理〉Tel.53-7888

カリーセットをご注文されたお客様

3F ローストビーフの店 鎌倉山

〈ローストビーフ専門店〉Tel.90-5607

お食事をご注文のお客様

ソフトドリンク1杯サービス

オレンジジュースorウーロン茶1杯サービス

〈アイスコーヒー・ウーロン茶・オレンジジュース・コカコーラ・
ファンタメロン・カルピス・カルピスソーダ〉

※オーダー時にご提示ください。

※オーダー時にご提示ください。

3F 石焼ビビンパの店 李家 むっとり

〈石焼ビビンパ〉Tel.38-3137

お料理をご注文のお客様

ソフトドリンク1杯サービス
※会計時にご提示ください。

くらしテラス
3F SØHOLM CAFE

〈カフェ〉Tel.38-2151

全てのドリンク100円引き
※オーダー時にご提示ください。お食事後のご提示は対応いたしかねます。
※他のサービスとの併用はできません。

レストラン・カフェ
4F サンマルクカフェ

〈ベーカリーカフェ〉Tel.38-2438

4F 越後 叶家

商品をご購入されたお客様

お会計から10％OFF

〈そばと地酒〉Tel.30-5077

そば半玉大盛無料
※オーダー時にご提示ください。 ※チケット1枚につきお一人様のみ

※会計時にご提示ください。 ※チケット1枚につき1回ご利用可能
※各種割引・クーポン併用不可

4F 串家物語
4F ラケル

〈串揚げビュッフェ〉Tel.38-2441

ドリンクバー無料サービス

〈オムライス〉Tel.38-1605

※受付時にご提示ください。 ※1グループ様利用可能

お料理またはデザートをご注文のお客様

コーヒーor紅茶orレモネード
1杯サービス（ホット・アイスが選べます）

4F こだわりの味とくつろぎ 匠がってん寿司Prime

※オーダー時にご提示ください。

お食事をされたお客様

4F パスタ&ワイン 壁の穴

〈回転寿司〉Tel.86-7412

5％OFF

※ご案内時と会計時にご提示ください。

〈パスタ〉Tel.53-7308

※他のサービス券との併用不可

お食事をされたお客様
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10％OFF

4F GARLIC JO S

※割引上限1,000円まで ※会計時にご提示ください。

4F バケット

平日限定
サービス

〈ベーカリー・洋食〉Tel.38-1638

1,000円（税込）以上のお食事をされたお客様

〈にんにく料理専門店〉Tel.53-8315

お食事をされたお客様

5％OFF

※会計時にご提示ください。

ドリンクバー319円（税込）→110円（税込）
※オーダー時にご提示ください。 ※他のサービスとの併用不可

4F いしがまやハンバーグ
4F とんかつ新宿さぼてん
平日限定
サービス

〈とんかつ〉Tel.86-7460

定食をご注文のお客様

平日限定
サービス

〈ハンバーグ〉Tel.38-1616

ハンバーグをご注文されたお客様

チーズトッピングプレゼント
※オーダー時にご提示ください。

ソフトドリンク1杯サービス

※オーダー時にご提示ください。

4F ALOHA TABLE
4F うちの食堂

〈ハワイアンレストラン〉Tel.86-7985

〈和食〉Tel.36-8822

お食事をされたお客様
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お食事をされたお客様

10％OFF

※割引上限3,000円まで ※会計時にご提示ください。

※会計時にご提示ください。

4F 西安餃子

〈中華料理〉Tel.86-7461

4F マルゲリータ キッチン

お食事をされたお客様

〈ピッツァ＆グリル料理〉Tel.52-6627

お食事をされたお客様

ソフトドリンク1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。※チケット1枚につき1杯

平日限定
サービス

スパークリングワイン・ワイン・コーヒー・紅茶・
オレンジジュース・アップルジュース・ウーロン茶
いずれか1杯サービス
※オーダー時にご提示ください。 ※お1人様毎に料理ワンオーダーをお願いしております。

サービス店舗
1F ハウスオブローゼ リラクゼーションサロン
全コースご利用の施術料金

〈リラクゼーションサロン〉Tel.38-2412

5%OFF

※他のサービス、割引との併用不可

3F カラダファクトリー

〈整体・足裏・ストレッチサロン〉Tel.86-7134

整体・骨盤調整 3,980円（税込）
平日・祝日限定 3,500円（税込）

※会計時にご提示ください。

※オーダー・会計時にご提示ください。

1F HONDA・AVEDA hair&spa
平日限定
サービス

〈ヘアサロン〉Tel.38-2410

チャクラジャーニー＆ドライスパ（平日限定）

3F エースコンタクト

〈コンタクト〉Tel.86-7377

5%OFF

店内商品 通常価格より

20分 3,300円（税込）

※会計時にご提示ください。

※受付時にご提示ください。 ※ご予約状況によってお断りすることがあります。

3F ボーネルンドあそびのせかい
1F アフラック よくわかる！ほけん案内

〈親子の室内あそび場〉Tel.86-7321

最初の30分お子様1名

〈保険〉Tel.0120-867-178

200円OFF

※ご入場お会計時にご提示ください。

ご相談されたお客様に

※安全管理のため原則お子様3名様に対し、保護者様は最低1名以上の入場が必要となります。

マスクケースプレゼント

※保護者様にも施設利用料がかかります。
※チケット1枚につきお一人様のみ

※相談終了時にご提示ください。

4F リラクゼーションスペース ラフィネ
1F QBハウス

〈ヘアサロン〉Tel.0570-011-919

当店ご利用のお客様

ノベルティプレゼント

NEW

※オーダー時にご提示ください。

〈リラグゼーション〉Tel.86-7471

お好きな部位が施術できるオプションを
『シネマ専用・オプションコース 10分1,100円』で
ご提供します
※通常コースの延長とは異なり希望の部位を追加施術します。
※ご希望の施術は同じブースでできる内容となります。
※オーダー時にご提示ください。

2F COM'S/i

〈ヘアサロン〉Tel.38-2181

4F スマホ修理工房

初めてのご来店のお客様は

ALLメニュー20％OFF

〈スマートフォン修理〉Tel.050-5228-0213

1,000円割引き

プレミアムコーティングを通常価格から

※来店時にご提示ください。

※オーダー時にご提示ください。

※画面等に不具合がある場合コーティングできない事もございます。

2F ジェイコムショップ
ご来店時に簡単なアンケートにお答えいただくと

「ざっくぅ」グッズプレゼント
※来店時にご提示ください。 ※数量限定

〈ケーブルテレビ局〉Tel.0120-999-000

4F Bodies

〈フィットネス〉Tel.38-3116

有機ゲルマニウム温浴20分

500円（税込）

通常1,500円（税込）→

※オーダー時にご提示ください。 ※女性の方限定

