
 

２ ０ １ ９ 年 ７ 月 ８ 日 

小田急電鉄株式会社 

三井不動産商業マネジメント株式会社 
 

ビナウォーク×ららぽーと海老名 コラボキャンペーン！！ 

「夏休み 世界の大昆虫博 in海老名」 開催 

～今年の夏、海老名にでっかい昆虫がやってくる！～ 

 

 小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）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：青柳 雄久）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、

２０１９年８月１０日（土）～１６日（金）の７日間、コラボキャンペーン「夏休み 世界の大昆虫博

in 海老名」を開催します。 

両施設では、海老名のまちの活性化を目的に、年に複数回合同イベントを実施しており、今般、夏休み企

画として、「体験・学習」をテーマに【大昆虫博】を開催します。 

期間中、ビナウォークには巨大カブトムシとの綱引きによる力比べ体験スポットを設置し、ららぽーと海

老名にはリアルに再現された巨大スズメバチを展示します。加えて、８月１１日（日）、１２日（月・休）に

は、両施設を周遊いただく「昆虫スタンプラリー」を開催します。また、８月１４日（水）～１６日（金）

には両施設に「昆虫の館」が登場し、人気のヘラクレスオオカブトをはじめとした１０種類のカブトムシや

クワガタとの「ふれあい体験」（１４日・１５日）や、両施設で合計３，０００円（税込）以上お買い上げ

いただいた方に先着で「昆虫プレゼント」（１６日）を実施します。さらに、「昆虫の館」の隣では、珍し

いカブトムシやクワガタなど、両施設で計１４種類の昆虫をご覧いただける「世界のカブト・クワガタ展」

を開催します。 

ご家族やお友達同士で気軽に参加いただけるイベントです。２つの施設を行き来して、夏休みの楽しい

時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「夏休み 世界の大昆虫博 in海老名」 

イベントポスター（イメージ） 

 

 
「昆虫の館」ふれあい体験（イメージ） 



   

 

「夏休み 世界の大昆虫博 in海老名」の詳細は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ イ ベ ン ト 名  ビナウォーク✕ららぽーと海老名 コラボキャンペーン！！ 

            夏休み 世界の大昆虫博 in海老名 

 

２ 開 催 期 間  ２０１９年８月１０日（土）～１６日（金） 

 

３ 開 催 場 所  ビナウォーク、ららぽーと海老名 

 

４ 参 加 料  無 料  

※ １６日（金）に実施の「昆虫プレゼント」は、お買い上げ条件があります 

 

５ イベント内容 

（１）でっかい昆虫（体験スポット・巨大昆虫展示） 

    ビナウォークでは、巨大カブトムシと綱引きで、力比べ体験ができます。 

ららぽーと海老名には、全長５ｍ３０ｃｍの超巨大スズメバチを展示し、リアルに再現された 

スズメバチの細部をじっくり観察できます。 

    ■開催日時 ８月１０日（土）～１６日（金） 

① ビナウォーク会場    １１：００～１７：００ 

           ② ららぽーと海老名会場  １０：００～２１：００ 

■場  所  ① ビナウォーク３番館６Ｆ「ビナレスひろば」：巨大カブトムシと綱引き体験 

② ららぽーと海老名１Ｆ「丸の内 ＣＡＦＥ 会」前：巨大スズメバチ展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）昆虫スタンプラリー 

ビナウォークとららぽーと海老名に設置したスタンプ（各施設２箇所 計４箇所)を集め 

ゴールした方全員に、オリジナルステッカーをプレゼントします。 

    ■開催日時 ８月１１日（日）・１２日（月・休） 

          各日１０：００～１６：００（ゴール受付締切１６：３０） 

※ どちらの施設でもスタート＆ゴールできます 

■受付場所 ① ビナフロント２Ｆ入口 

          ② ららぽーと海老名４Ｆ「ＥＢＩＣＥＮ ｆｌａｔｔｏ」            

■参加定員 受付ごとに各日先着１，０００名様 

（２日間 合計４，０００名様） 

          ※ 参加者には、オリジナルサンバイザーを配布します 

          ※ 年齢制限はありません 

 

 

 

ティラノサウルス 

巨大スズメバチ展示（イメージ） 巨大カブトムシと綱引き体験（イメージ） 

  

 
スタンプラリー帳（イメージ） 



 
ビナウォーク会場 

ダイオウヒラタクワガタ（写真） 
他、セアカフタマタクワガタ、アルキデスヒラタクワ

ガタ、ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ計５種 

 
ららぽーと海老名会場 

ヘラクレスオオカブト（写真） 
他、アトラスオオカブト、カブトムシ、ラコダールツ

ヤクワガタ、ルデキンツヤクワガタ計５種 

（３）昆虫の館（ふれあい体験） 

人気のヘラクレスオオカブト、アトラスオオカブト、ヒラタクワガタ等、各施設５種類ずつ、計 

１０種類の昆虫と実際に触れ合い、観察することができます。 

    ■開催日時 ８月１４日（水）・１５日（木）各日１０：００～１６：００ 

    ■開催場所 ビナウォーク５番館Ｍ２Ｆ   「ファミマ!!」横 

ららぽーと海老名４Ｆ     「ＥＢＩＣＥＮ ｆｌａｔｔｏ」 

    ■参加方法 先着順に１回６名程度、５分間入替制でご参加いただけます。 

          ※ 小学生以下のお子様は、保護者同伴での参加となります 

 

（４）昆虫プレゼント 

   ビナウォーク、ららぽーと海老名、両施設の当日のお買い上げレシート合計３，０００円 

以上（税込・各施設内合算可）で、昆虫をプレゼントします。 

    ■開催日時 ８月１６日（金）１１：００～１６：００ 

※ 定員に達し次第終了となります 

    ■開催場所 ビナウォーク５番館Ｍ２Ｆ   「ファミマ!!」横 

ららぽーと海老名４Ｆ     「ＥＢＩＣＥＮ ｆｌａｔｔｏ」 

■定  員 各施設先着１００名様、合計２００名様 

    ■プレゼント ①ビナウォーク側  ：アトラスオオカブト雄 

          ②ららぽーと海老名側：セアカフタマタクワガタつがい 

 

（５）世界のカブト・クワガタ展 

    各施設７種ずつ、計１４種類の珍しい外国産・国産のカブトムシやクワガタの生体観賞ができる 

    展示コーナーを設置します。 

    ■開催日時 ８月１４日（水）～１６日（金）各日１０：００～１６：００ 

    ■開催場所 ビナウォーク５番館Ｍ２Ｆ   「ファミマ!!」横 

ららぽーと海老名４Ｆ     「ＥＢＩＣＥＮ ｆｌａｔｔｏ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ お問い合わせ  

ビナウォーク事務所 TEL０４６－２３４－００２９（販促担当 受付時間１０：００～１７：００） 

ららぽーと海老名オペレーションセンター TEL０４６－２３４－１１００（販促担当 受付時間１０：００～１８：００） 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい用昆虫 世界のカブト・クワガタ展 プレゼント用昆虫 

 
ビナウォーク会場 

ニジイロクワガタ（写真） 
他、ヘラクレスオオカブト、アトラスオオカブト、ギラファノ

コギリクワガタ、マンディブラリスフタマタクワガタ、カステ

ルナウディツヤクワガタ、ラコダールツヤクワガタ計７種 

 
ららぽーと海老名会場 

ミヤマクワガタ（写真） 
他、アルキデスヒラタクワガタ、スマトラヒラタクワガタ、ダ

イオウヒラタクワガタ、オオクワガタ、パリーオオクワガタ、

セアカフタマタクワガタ計７種 

 

  
ビナウォーク会場 

アトラスオオカブト雄 

（先着１００名様） 

 

  
ららぽーと海老名会場 

セアカフタマタクワガタつがい 

（先着１００名様） 



 

 

 

●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。２０１９年４月で開業１７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、幅広い層のお客様から支持され続けている。館内では毎日蒸気機関車型の乗り

物が走り、イベントスペースでは大道芸（パフォーマー）や毎週末のステージイベントが開催されるなど、年

間８００回以上のイベントを実施し、いつ訪れても楽しめる仕掛けを用意している。 

【概要】 

所在地 
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 

開発・所有 小田急電鉄株式会社 

運 営 小田急電鉄株式会社 

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 

交通 

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 

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。 

※ 一部店舗では営業時間が異なります 

 

 

 

●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 
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 

交通 

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 

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                 １１：００～２２：００ 

ロピア（スーパーマーケット）         １０：００～２１：００ 

※ 一部店舗では営業時間が異なります 

 

参考 


