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海老名エリア 2大商業施設合同初売りバーゲンが3年ぶりに開催決定！
総勢133店舗参加、最大80%OFF

ビナウォーク × ららぽーと海老名
「EBINA BIG BARGAIN」

【開催期間】ビナウォーク ：2023年1月2日(月・祝)～1月22日(日)

ららぽーと海老名 ：2023年1月1日(元旦)～1月10日(火)

～1月2日(月・祝)・3日(火)は2施設合同で「2023プレミアム商品券販売」も実施！～

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：細谷 和一郎)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」で
は、合同バーゲン ビナウォーク × ららぽーと海老名「EBINA BIG BARGAIN」を開催します。
ビナウォークでは2023年1月2日(月・祝)～1月22日(日)の21日間、ららぽーと海老名では2023年1

月1日(元旦)～1月10日(火)の10日間に渡って開催する初売りセールです。
3年ぶりに開催する2施設合同の初売りバーゲンは、最大80%OFF、総勢133店舗が参加する2大施設

が総力を挙げて開催する大変おトクなセールです。期間中は、お買物がさらに楽しくなるプレミアムな
コンテンツもご用意いたします。
また、2023年1月2日(月・祝)と3日(火)には、両施設それぞれの商品券がおトクに手に入る「2023

プレミアム商品券」の販売を行います。この機会に、ぜひお求めください！
2023年の年明けは、おトク溢れる海老名で「EBINA BIG BARGAIN」を心ゆくまでお楽しみくださ

い。

2022年12月16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
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EBINA BIG BARGAIN 

ビナウォーク ：2023年1月2日(月・祝)～1月22日(日)
ららぽーと海老名：2023年1月1日(元旦)～1月10日(火)

ビナウォーク (神奈川県海老名市中央1-4-1)
ららぽーと海老名(神奈川県海老名市扇町13-1) 

※各施設のバーゲン詳細は、3～4ページ目をご覧ください。

「 EBINA BIG BARGAIN 」概要

【名 称】

【開催期間】

【開催場所】
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ご来館に際してのご注意

両施設では、ご来館のお客さまに安心してお買物・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HP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。お客さま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。
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ビナウォーク×ららぽーと海老名 合同開催
「 2023プレミアム商品券販売 」概要

2023プレミアム商品券販売

ビナウォーク商品券5,000円分と、ららぽーと海老名商品券5,000円分の
合計10,000円分を、8,000円(税込)にて販売します。

2023年1月2日(月・祝)・1月3日(火)

各日10：00～13：00
※各日9:00より整理券を配布します。
※なくなり次第終了となります。

ビナウォーク内 ビナフロント2F 特設スペース

※各日300セットの限定販売です。
※お1人さま1セット限りのご購入とさせていただきます。
※ご購入は、販売当日に配布する整理券をお持ちの方のみとさせていただきます。
※整理券は販売会場にて配布します。
※整理券の配布は、中学生以上の方のみを対象とさせていただきます。
※商品券はそれぞれ、ビナウォーク、ららぽーと海老名館内の対象店舗にて
ご利用いただけます。

※商品券購入時のお支払いは現金のみとさせていただきます。
※商品券の有効期間は、2023年1月2日(月・祝)～1月31日(火)です。
※対象外店舗など詳しくは、各施設HPをご確認ください。
※掲載内容は予告なく変更、または中止となる場合がございます。

【名 称】

【概 要】

【販売期間】

【販売時間】

【販売会場】

【注意事項】
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■ビナウォーク バーゲン
日程：2023年1月2日(月・祝)～1月22日(日)
参加店舗数：21店舗
最大OFF率：70%OFF 
※OFF率は店舗により異なります。
※参加店舗数は2022年12月16日(金)現在の情報です。

■毎月1日は小田急ポイント2倍DAY！
※2023年1月1日(元旦)が休館日のため、
1月の開催日は2023年1月2日(月・祝)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。

■獅子舞練り歩き
開催日 ：2023年1月2日(月・祝)
開催時間：11：00～、13：30～、15：00～

■鏡開き＆甘酒ふるまい
地元海老名の酒蔵「泉橋酒造」の甘酒を先着230名さまに無料で配布いたします。
開催日 ：2023年1月2日(月・祝)
開催時間：14：00～ ※なくなり次第終了
開催場所：5番館1F ビナステップ

■合計230名さまに当たる！うさポン抽選会！
ガラポン抽選で年初めの運試し！干支の卯に関連した景品やビナウォーク商品券が当たります。
開催日 ：2023年1月2日(月・祝)
開催時間：14：30～ ※なくなり次第終了
開催場所：5番館1F ビナステップ
参加条件：当日ビナウォーク対象店舗での2,000円（税込・合算可）のレシート提示

■新春お笑いライブ
ビナウォークで初笑い！
「ムーディ勝山」「アイロンヘッド」によるお笑いライブを実施します。
開催日 ：2023年1月3日(火)
開催時間：12：30～、14：30～
開催場所：5番館1F ビナステップ

■WAKUWAKU ICE WORLD
本物の氷を使用した本格アイススケートリンクでスケートをお楽しみいただけます。
※詳細は、施設HPをご確認ください。

URL： https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/event/#2027

※2023年1月1日(元旦)は、ビナウォークは全館休館いたします。
年末年始の営業時間：https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/information/#1138

※各イベントの詳細は、施設HP（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。

ビナウォーク〈ビナウォークバーゲン〉詳細

Press Release

https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/event/#2027
https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/information/#1138
https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/
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■ららぽーとバーゲン
開催期間 ：2023年1月1日(元旦)～1月10日(火)
参加店舗数：112店舗
最大OFF率：80%OFF
※OFF率は店舗により異なります。
※参加店舗数は2022年12月16日(金)現在の情報です。

2023年1月11日(水)～1月31日(火)の期間は、
さらにおトクなプライスでお買物が楽しめる
「ららぽーとクリアランス」を開催！

■ららぽーと海老名新春祭
・「新年安全隆昌祈願祭」
有鹿神社のパンダ宮司、うさぎ宮司によるご祈祷と舞が行われます。
開催日 ：2023年1月1日(元旦)
開催時間：13：00～14：00
開催場所：1F タリーズコーヒー前

・「開運おみくじフォトスポット」
スマートフォンのカメラでフラッシュを焚いて
フォトスポットを撮影すると、おみくじの結果が分かります。
開催期間：2023年1月1日(元旦)～1月31日(火)
開催場所：1F 広場口エントランス横

■8店舗が参加！ショップ別ポイントアップデー
開催期間：2023年1月1日(元旦)～1月10日(火)
※三井ショッピングパークポイント会員様限定のポイントアップです。
※一部店舗のみでの実施です。

■ららぽーと海老名年末年始の営業時間について
ららぽーと海老名の年末年始営業時間は以下の通りとなります。

【2022年12月31日(土)】
物販・サービス店舗 10：00～19：00、フードコート・レストラン 11：00～19：00

【2023年1月1日(元旦)】
物販・サービス店舗 10：00～20：00、フードコート・レストラン 11：00～21：00

【2023年1月2日(月・祝)～1月9日(月・祝)】
物販・サービス店舗 10：00～21：00、フードコート 11：00～21：00、
レストラン 11:00～22:00

※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〈 ららぽーとバーゲン 〉詳細

Press Release
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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海老名、シネマコンプレックスＴＯＨＯシ
ネマズ海老名を含む個性豊かなショップが約140店舗出店。2022年4月で開業20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。

参考① ビナウォークについて

所在地 神奈川県海老名市中央１－４－１

開発・所有 小田急電鉄株式会社

運営 株式会社小田急ＳＣディベロップメント

オープン日 ２００２年４月１９日

店舗数・駐車場 約１４０店舗・約１，４８０台

アクセス

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

営業時間 最新の営業時間は施設HPをご確認ください。

施設HP https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/

【概要】

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連絡デッキで直結し
た、神奈川県央の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、多彩なラインア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。 2022年には開業以来初と
なる大型リニューアルを実施し、お客様が思い思いの時間を安心して楽しく過ごしていただける空
間へと進化を続けている。

【概要】

参考② 三井ショッピングパーク ららぽーと海老名について

Press Release

所在地
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

開発・所有 三井不動産株式会社

運営 三井不動産商業マネジメント株式会社

オープン日 ２０１５年１０月２９日

店舗数・駐車場 約２６０店舗・約１，８００台

アクセス

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

営業時間 最新の営業時間は施設HPをご確認ください。

施設HP https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/ebina/

https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/ebina/


三井不動産グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりました
が、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくため
に、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動
産９BOX 感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジ
スティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項
目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。
当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※参考リリース：
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/

株式会社小田急ＳＣディベロップメントが運営する商業施設、および三井不動産グループが運営する商業施設で
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめとした様々な取り組みを実施しております。

■施設の取り組み ■お客様へのお願い
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<三井不動産グループ><株式会社小田急ＳＣディベロップメント>

株式会社小田急ＳＣディベロップメントおよび
三井不動産グループの商業施設の衛生に関する取り組み

「三井不動産９ＢＯＸ感染対策基準」について

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/

