２０２０年１２月１７日
株式会社小田急ＳＣディベロップメント
三井不動産商業マネジメント株式会社

海老名エリア ２大商業施設がバーゲンを同時開催！！
総勢約１６０店舗参加、最大７０%ＯＦＦ！
期間中は、２施設合同で「お年玉スクラッチキャンペーン」も開催！

ViNAWALK BARGAIN
×
LaLaport EBINA マナーバーゲン
２０２０年１２月２６日(土)～２０２１年１月３日（日）

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：下岡 祥彦）が運営する海老名駅
東口の「ビナウォーク」と、三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：大林
修）が運営する海老名駅西口の「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」、２つの大型ショッピングセンターでは、
「ViNAWALK BARGAIN」と「LaLaport EBINA マナーバーゲン」を、２０２０年１２月２６日（土）から２０２１年
１月３日（日）まで同日開催いたします。（１月１日（元日）は、ビナウォークの休館日となります。※一部店舗を
除く） また、今回は海老名エリアでのお買物をさらにお楽しみいただくべく、期間中、ビナウォークまたはららぽー
と海老名で１会計につき２,０００円（税込・合算不可）のお買上げごとにスクラッチカードを１枚（１会計につき最大
５枚まで）プレゼントする「お年玉スクラッチキャンペーン」を合同で開催いたします。
両施設では合同キャンペーンとなる「お年玉スクラッチキャンペーン」に加えて、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込
め、多くのお客さまが海老名エリア全体でお楽しみいただけるよう、おトクなポイントアップキャンペーンやワクワクなイベ
ントも多数開催いたします。この冬は、「ViNAWALK BARGAIN」と「LaLaport EBINA マナーバーゲン」にて、おトクで
楽しい年末年始をお過ごしください。

メインビジュアル
※日程やＯＦＦ率は、変更になる場合がございます。また、店舗によりスタート日が異なる場合がございます。

◆ビナウォーク＜ビナウォークバーゲン＞ 詳細
◆ビナウォークバーゲン
日程：２０２０年１２月２６日（土）～２０２１年１月３日（日）
※１月１日（元日）は休館日となります。（一部店舗を除く）
※一部店舗はバーゲンスタート日・期間が異なります。
参加店舗数：約４０店舗
ＯＦＦ率：最大７０％
※ＯＦＦ率は店舗により異なります。
◆福袋
ビナウォークバーゲンと時間、日程が異なる店舗がございます。詳細は各店へお問い合わせください。
◆毎月１日は小田急ポイント２倍ＤＡＹ！
１月１日（元日）が休館日のため、１月の開催日は１月２日（土）となります。
※一部、小田急ポイント対象外店舗がございます。
※ＴＯＨＯシネマズ海老名の来館ポイントは除きます。

◆ビナウォーク イベント概要
月

日

曜日

12

27

日

時間
13:00
15:00

場所

イベント名

ビナステップ

「オジンオズボーン、うしろシティ」お笑いライブ

12:00
14:00

2

土

THE RED CATS

ハッピーライブ

16:00
13:00
15:00
11:00~16:00

1

ビナウォーク館内

ビナウォーク館内

獅子舞「松本源之助社中」

ウエスタンスクエア

羽子板にがおえをプレゼント ※先着８０名

12:00
14:00

ビナウォーク館内

THE RED CATS

ハッピーライブ

16:00

3

日

13:00
15:00
10:00~23:59

ビナウォーク館内

獅子舞「松本源之助社中」

ビナウォーク公式LINEアカウント

ビナウォーク 新春リモート お笑いライブ

（リモート）

※ビナウオーク公式LINEアカウント登録者限定で配信

※各イベントの詳細は、ビナウォークＨＰ（ＵＲＬ https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/）からご覧いただけます。
※各イベントの内容・時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆ららぽーと海老名＜ＬａＬａｐｏｒｔ EBINA マナーバーゲン＞ 詳細
◆ＬａＬａｐｏｒｔ EBINA マナーバーゲン
日程：２０２０年１２月２６日（土）～２０２１年１月３日（日）
参加店舗数：約１２０店舗
ＯＦＦ率：最大７０％
※一部店舗はバーゲンスタート日・期間が異なります。※ＯＦＦ率は店舗により異なります。
※参加店舗数は１２月１７日（木）現在の情報です。

◆クレジット払いで１００円につき５ポイントがたまる「全館ポイントアップデー」 、
「アプリ de 支払い」でさらにポイントがアップする「アプリ de 支払い＋3pt キャンペーン」
日程：２０２０年１２月２８日（月）～１２月３１日（木）
三井ショッピングパークカード《セゾン》でのクレジット払いで通常１００円
(税抜)につき２ポイントのところ、期間中は５ポイントたまります。
さらに４５店舗でショップ別ポイントアップも同時開催。

また、三井ショッピングパークアプリ「アプリ de 支払い」をご利用で、
上記ポイントアップから、さらに１００円(税抜)につき＋3pt となる
キャンペーンも同日開催！
※現金・その他クレジットカード払いの場合１００円(税抜)につき１ポイントとなります。
※一部クレジットカードがご利用いただけない店舗がございます。

◆アプリとカードを今すぐつなごう！「アプリとカードをはじめてつなげると１００ポイントプレゼントキャンペーン」
日程：２０２０年１２月２６日（土）～２０２１年１月１１日（月・祝）
期間中、三井ショッピングパークアプリと、三井ショッピングパークポイント
カード、または三井ショッピングパークカード《セゾン》のポイントナンバーを
はじめて連携すると、三井ショッピングパークポイントを１００ポイント
プレゼント！
※過去に一度でも連携したことがあるポイントナンバーは対象外となります。
※ポイントは即時付与されます。

当施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため様々な取り組みを実施しております。なお、政府の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・営業内容に
つきましては急遽変更させていただく可能性がございます。ご来館の際には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最
新の営業時間をご確認のうえお越しください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し
あげます。ご来館の際はお住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。

◆ビナウォーク×ららぽーと海老名 お年玉スクラッチキャンペーン

◆キャンペーン概要
期間中、 ビナウォークまたはららぽーと海老名で１会計につき２,０００円（税込・合算不可）のお買上げごとに
スクラッチカードを１枚（１会計につき最大５枚まで）プレゼントいたします。当たりが出ると、お買物券としてご利用
いただけます！
◆キャンペーン期間
スクラッチカード配布期間： ２０２０年１２月２６日（土）～２０２１年１月３日（日）
当たり券ご利用可能期間： ２０２１年１月４日（月）～２０２１年２月２８日（日）
◆注意事項
※スクラッチカードのお渡しは、１会計につき最大 5 枚までとなります。
※スクラッチカードは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※イラスト・画像は全てイメージです。
※当たり券は「ビナウォーク限定」と記載の場合ビナウォークの対象店舗、「ららぽーと海老名限定」と記載の場合ららぽーと海老名の
対象店舗にて、お買物券としてご利用いただけます。
※一部対象外店舗がございます。詳しくはホームページをご覧ください。
※当たり券は現金とのお引換ならびに釣り銭のお戻しはできません。額面以上のご購入時にご利用ください。
※当たり券のご利用期間は、２０２１年１月４日（月）～２月２８日（日）となります。
※掲載内容は予告なく変更または中止する場合がございます。

以 上
＊このニュースリリースは次のところにお届けしております。
○厚木記者クラブ ○小田急沿線新聞社総支局
＜本ニュースリリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社小田急ＳＣディベロップメント

【町田・工藤・菊池】 TEL ０３－３３４９－２１３１

ららぽーとＰＲ事務局（委託先：株式会社イニシャル）

【佐藤・宇野・牧野】

TEL ０３－５５７２－６０６４ FAX ０３－５５７２－６０６５ MAIL lalaport@vectorinc.co.jp

参考

●ビナウォークについて
「海老名」駅東口の連絡デッキで直結し、海老名中央公園と七重の塔を囲むオープンモール型の商業施設。カラフル
で楽しいデザインと開放的な空間の中に、核テナントのマルイファミリー、シネマコンプレックスを含む個性豊かなショ
ップが約１４０店舗出店。２０２０年４月で開業１８周年を迎え、そのスケール感とバラエティ豊かなショップ展開に
より、幅広い層のお客さまから支持され続けている。

【概要】
所在地
開発・所有
運 営
オープン日
店舗数・駐車場
アクセス

営業時間

神奈川県海老名市中央１－４－１
TEL ０４６－２３４－００２９ 受付時間 １０：００～１７：００
小田急電鉄株式会社
株式会社小田急ＳＣディベロップメント
２００２年４月１９日
約１４０店舗・約１，４８０台
小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩２分（駅直結）
相模鉄道本線
「海老名」駅 徒歩２分
ＪＲ 相模線
「海老名」駅 徒歩４分
■通常営業時間
物販・サービス
１０：００～２１：００
レストラン
１１：００～２２：００
フードコート
１０：００～２１：００
ＴＯＨＯシネマズ海老名（映画館）
劇場へお問い合わせください。
■１２月３１日（木）の営業時間
物販・サービス
レストラン
フードコート
ＴＯＨＯシネマズ海老名（映画館）

１０：００～１９：００
１１：００～２０：００
１０：００～２０：００
劇場へお問い合わせください。

※２０２１年１月１日（元日）は休館日となります。（一部店舗を除く）
※一部の店舗は営業時間が異なります。詳細は各店へお問い合わせください。
※新型コロナウイルスのため営業時間を変更している店舗もございます。
詳細は各店へお問い合わせください。
※２０２１年１月２日（土）より通常営業時間となります。

参考

●三井ショッピングパーク ららぽーと海老名について
小田急小田原線、相模鉄道本線、ＪＲ相模線の３路線が乗り入れる「海老名」駅と新たな連絡デッキで直結した、
神奈川県央の新しいランドマークとなる商業施設。先進的なデザインの空間に、選りすぐりのショップが約２６０店舗
出店。空間デザイン・ショップ・イベントの複合的な組み合わせによって新しい海老名のコミュニティの場となる施設
のセントラルゾーン「EBICEN（エビセン）」、昼と夜で異なる雰囲気を演出し、ディナータイムも楽しめるフードコート
「EVVIVA!（エヴィーバ！）」、人気のスーパーマーケットをはじめ、多彩なラインナップで新しい食のスタイルを提案す
る食物販ゾーン「EBINA Food Selection（エビナ フードセレクション）」に加え、ハイセンスなファッションや雑貨で上質
なライフスタイルを発信する話題のショップを集結している。

【概要】
所在地
開発・所有
運 営
オープン日
店舗数・駐車場
アクセス

神奈川県海老名市扇町１３－１
TEL ０４６－２３４－１１００（代表）受付時間 １０：００～１８：００
三井不動産株式会社
三井不動産商業マネジメント株式会社
２０１５年１０月２９日
約２６０店舗・約１，８００台
ＪＲ 相模線
「海老名」駅 徒歩１分（駅直結）
小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩３分
相模鉄道本線
「海老名」駅 徒歩４分
■通常営業時間
物販・サービス １０：００～２０：００
※１２月２６日～３０日、１月２日～４日は２１：００まで営業いたします。
レストラン
１１：００～２１：００
フードコート
１１：００～２１：００（L.O. ２０:３０）
■１２月３１日（木）の営業時間
物販・サービス １０：００～１９：００
レストラン
１１：００～２０：００
フードコート
１１：００～２０：００（L.O. １９:３０）

営業時間
■１月１日（元日）の営業時間
物販・サービス ９：００～２１：００
レストラン
１１：００～２１：００
フードコート
１１：００～２１：００（L.O. ２０:３０）
※掲載内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※一部営業時間が異なる店舗がございます。最新の営業時間は施設 WEB サイトを
ご確認ください。
※レストランのラストオーダーは各店舗によって異なります。
※1 月 5 日（火）より通常営業時間となります。

