２０１９年１２月１６日
小田急電鉄株式会社
三 井丌 動産商 業 マネジメント株式 会 社

海老名エリア ２大商業施設の合同バーゲンを今年も開催！！
総勢約１６０店舗参加、最大７０%ＯＦＦ！

ビナウォーク × ららぽーと海老名
ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡＲＧＡＩＮ
～２０１９年１２月２６日(木)スタート～

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、
三井丌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、３回目となる合同バー
ゲン 「ビナウォーク × ららぽーと海老名 ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡＲＧＡＩＮ」を、２０１９年１２月２６日（木）から２０２０年
１月９日（木）まで開催いたします。
また、今回は令和初めてのお正月を記念して、１２月２６日と１月１日に、どちらかの施設で５，０００円以上（税
込）お買上げ頂いた方に、もう一方の施設の商品券・お買物券（５００円分）をプレゼントする合同キャンペーン
「海老名 お年玉プレゼントキャンペーン」に加え、１月２日・３日に両施設で「餅つきイベント」も開催いたします。
２０１８年末に初開催した合同バーゲン「ビナウォーク × ららぽーと海老名 ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡＲＧＡＩＮ」も
冬は２度目の開催となります。両施設では合同キャンペーンに加えて、餅つきイベントをはじめ、日頃のご愛顧に感謝
の気持ちを込め、多くのお客様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、合同バーゲン「ビナウォーク × ららぽーと海老名 ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡ
ＲＧＡＩＮ」にて、おトクで楽しい年末年始をお過ごしください。

「ビナウォーク×ららぽーと海老名 ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡＲＧＡＩＮ」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 × ららぽーと海老名 ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡＲＧＡＩＮ」の概要は、下記のとおりです。

【実施概要】
１）名称
ビナウォーク × ららぽーと海老名 ＥＢＩＮＡ ＢＩＧ ＢＡＲＧＡＩＮ
２）開催期間
２０１９年１２月２６日（木）～２０２０年１月９日（木）
３）開催場所
ビナウォーク
所在地：神奈川県海老名市中央１－４－１
ららぽーと海老名
所在地：神奈川県海老名市扇町１３ －１
※各館のバーゲン詳細は３・４ページ目をご覧ください。
４）キャンペーン情報
＜海老名 お年玉プレゼントキャンペーン＞
■キャンペーン概要
２０１９年１２月２６日と２０２０年１月１日に、ビナウォークまたはららぽーと海老名で、それぞれ５,０００円(税込・
合算可)以上お買上げいただいたレシートをご提示いただくと、もう一方の施設でご利用いただける５００円分の
商品券・お買物券を各日先着２００名様(各施設１００名様)、合計４００名様にプレゼントいたします！
■プレゼント内容
◎ ららぽーと海老名 でのお買い物５，０００円分（税込・合算可）で
◎ ビナウォーク でのお買い物５，０００円分（税込・合算可）で

ビナウォーク 商品券５００円分

ららぽーと海老名 お買物券 ５００円分

■引換日時
２０１９年１２月２６日（木） 10:00-18:00
２０２０年１月１日（元旦）

10:00-18:00

■引換会場
ビナウォーク ビナフロント ２F 入口
■注意事頄
※各施設のお買上げレシートは合算可。施設をまたいだお買上げレシートは合算丌可。
※商品券・お買物券の有効期限は２０２０年２月２９日(土)までとなります。
※対象レシートは引換日当日にご購入・ご利用いただいたものに限ります。
※商品券・お買物券はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※ビナウォークについては、マルイファミリー海老名など一部対象外の店舗があります。
５）イベント情報

※パフォーマンスはどなたでもご覧いただけます。
※本イベントでついた餅は食品衛生上の観点からお振舞いたしません。あらかじめご了承ください。

◆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：２０１９年１２月２６日（木）～２０２０年１月９日（木）
参加店舗数：２９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。
◆チラシまたはＷｅｂ画面のご提示で受けられる各店サービス
日程：２０１９年１２月２６日（木）～２０２０年１月３１日（金）
対象店舗でご注文時・お会計時にバーゲンチラシまたはビナウォークＨＰのイベントページをご提示いただくと、ファッシ
ョン・雑貨店舗だけでなく、飲食・サービス店舗でもおトクな店舗サービスが受けられます！詳細はバーゲン当日から
公開のＨＰイベントページからご確認いただけます。
ＵＲＬ https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/event/
◆福袋
日程：２０２０年１月１日（元旦）１０：００～ なくなり次第終了
※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！
日程：２０２０年１月１日（元旦）
ビナウォークでは、毎月１日に小田急ポイント２倍ＤＡＹを実施しております。
※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
28

曜日
土

時間

場所

14:00
16:00
13:00

ミュージックディライト ジルベスターライブ「style-3!」
ビナステップ
「ハライチ」

15:00
29

日

12:00
14:00
16:00

12

イベント名

ビナウォーク
館内

「THE

RED

お笑いライブ

CATS」

ハッピーライブ

「大晦日だよ！お米すくいに挑戦！」

11:00

※お1人につき、ビナウォーク専門店の当日分のお買い上げ
13:00
31

500円（税込）以上のレシートが必要となります。

火

「大晦日だよ！スーパービンゴ大会！」
ビナステップ
15:00

※ビンゴカード引き換えは14時～15時
※お1人につき、ビナウォーク専門店の当日分のお買い上げ
500円（税込）以上のレシートが必要となります。

13:00

「チョロ松＆五郎」猿まわしショー

15:00
1

水・祝

12:00
14:00
16:00
11:00

2

木

1
3

金

4

土

14:00

ビナウォーク
館内
ビナステップ

13:00

ビナウォーク

15:00

館内

13:00

15:00

ビナステップ

13:00
日

12:00
14:00
16:00

CATS」

ハッピーライブ

めでたや餅つきショー
「松本源之助

社中寿獅子舞」

ミュージックディライト

ビナウォーク
館内

新春お笑いライブ

新春SP.「高嶋英輔/朝倉さや」

新春よしもと

15:00
5

RED

「サンシャイン池崎、どんぐりパワーズ」

15:00
13:00

「THE

お笑いライブ

「SWB」パワフルライブ

※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。
● お問い合わせ
ビナウォーク
ＴＥＬ ０４６－２３４－００２９（販促担当 受付時間１０:００～１７:００）

◆ららぽーと海老名＜ＬａＬａｐｏｒｔ ＢＡＲＧＡＩＮ＞ 詳細
◆ＬａＬａｐｏｒｔ ＢＡＲＧＡＩＮ
日程：２０１９年１２月２６日（木）～２０２０年１月９日（木）
参加店舗数：約１３０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１６日（月）現在のものであり、変更になる場合がございます。
◆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」
日程：２０２０年１月１日（元旦）～１月５日（日）
通常、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４６店舗でショップ別ポイントアップも同時開催。
※三井ショッピングパークポイントカードや現金・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。

◆ららぽーと海老名限定 還元クーポンプレゼントキャンペーン
日程：２０２０年１月１日（元旦）～１月５日（日）
期間中、対象店舗にて１会計５,０００円以上（税込・合算丌可）の
お買い上げで「５００円クーポン券」を１枚プレゼントいたします。

◆カード新規入会２,０００円＋５００円キャッシュバックキャンペーン
日程：２０１９年１２月２０日（金）～２０２０年１月１３日（月・祝）
キャンペーン期間中に、三井ショッピングパークカード《セゾン》に新規入会
いただいた方限定で、お申し込み時に「ららぽーと共通お買物・お食事券
１,０００円」、カード発行時に「カード払い専用お買物券１,０００円」をプレゼ
ント。さらに入会月の翌月までにクレジット利用をしていただくと請求時に
５００円をキャッシュバックいたします。

◆福袋
日程：２０２０年１月１日（元日）～２０２０年１月３日（金）
１月１日（元日）１０時より、福袋販売をスタート。セレクトショップを含む館内１０７店舗の福袋が大集結！
● お問い合わせ
ららぽーと海老名オペレーションセンター
ＴＥＬ ０４６－２３４－１１００（販促担当 受付時間１０:００～１８:００）
以 上

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。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

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

受付時間 １０：００～１７：００

小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩２分（駅直結）
交通

営業時間

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

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。
※年末年始の営業時間はこれに限りません。

●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

三井丌動産株式会社

運 営

三井丌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

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（LO ２１:３０）

ロピア（スーパーマーケット）

１０：００～２１：００

【12 月 31 日の営業時間】
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

１１：００～２２：００（LO ２１:３０）

ロピア（スーパーマーケット）

１０：００～１９：００

※一部店舗では営業時間が異なる場合がございます。
※1/1（元旦）は混雑状況により、オープン時間を早める可能性がございます。

