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２０１４年８月２２日

コンセプトは、「駅とつながる、街につながる」

１０月１７日（金） 「ビナフロント」 オープン
商業施設と住宅が融合する新たなランドマークが海老名駅東口に誕生
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：山木 利満）では、昨年４月よりビナウォーク
の増床として海老名駅東口に建設を進めておりました「(仮称)小田急海老名駅東口ビル」について、
施設名称を「ビナフロント」として、２０１４年１０月１７日（金）にオープンします。
同ビルは１階が銀行、２～４階がファッション・雑貨の店舗が中心の商業施設と海老名市の行政
窓口、５～１１階がワンルームやファミリー層に適した賃貸住宅（「リージア海老名ビナフロント」
）
で構成される、地上１１階建ての複合施設です。
◆コンセプトは、
「駅とつながる、街につながる」
駅コンコースやビナウォークと２階部分のペデストリアンデッキで直結することにより、駅や商業
施設をご利用のお客さまも便利で快適にアプローチができます。また、立体駐車場が隣接している
ため、雨の日でも施設内や住居へ濡れることなく移動することが可能です。
◆首都圏初出店の店舗や行政窓口など新しさと便利さを兼ね備えています
首都圏初出店の「Paddington Terrace」や神奈川県央地区初出店の「URBAN RESEARCH Make Store」
などファッション・生活雑貨のショップが出店するほか、商業施設初出店のカフェ「LATTE GRAPHIC」
、
海老名市の行政窓口、三井住友銀行（１２月１５日予定）がオープンします。
◆快適な居住空間を提供します
リージア海老名ビナフロントは、
「住遊多彩の駅前生活」をコンセプトとしたランドマークレジデンス
です。間取りは、１Ｋ～２ＬＤＫの４タイプがあり、独身者から子育て家族まで幅広く対応して
います。駅前の好立地を活かし、便利で快適な居住空間をご提供します。
◆新たな街を創生します
海老名駅東口には、当社施設の大型ショッピングセンター「ビナウォーク」や駅ナカ商業施設
「小田急マルシェ海老名」があります。これらに加え新たなランドマークとして「ビナフロント」
が誕生することにより、駅から徒歩圏内に生活に必要な衣食住の環境が整い、映画館などのレジャー
施設もあわせ持つ、新しい街として生まれ変わります。

「ビナフロント」エントランス
（イメージ）

「リージア海老名ビナフロント」
エントランス（イメージ）

「ビナフロント」外観（イメージ）

「ビナフロント」オープンの概要は、下記のとおりです。
記
１．施設名称

ビナフロント
※１～４階の商業施設はビナウォークの一部として運営し、５～１１階
は賃貸住宅リージア海老名ビナフロントとなります。

２．開 業 日

２０１４年１０月１７日（金）１０時００分 （三井住友銀行を除く）
※リージア海老名ビナフロント（賃貸住宅）の入居募集は１０月中旬から、
入居開始は１１月上旬からを予定いたしております。

３．所 在 地

神奈川県海老名市中央１－２－２

４．営業時間
（商業施設）

１０：００～２１：００
※三井住友銀行（１階）、えび～にゃハウス（海老名市役所海老名駅連絡所・
２階）
、LATTE GRAPHIC（３階）の営業時間は、別紙参照。

５．フロア構成
フロア
１階
２～４階
５～１１階

銀 行
商業施設・行政窓口
賃貸住宅

駐車場（５層６段）
駐輪場
６．面

店舗・住宅
１店舗
１３店舗
１１９戸
１０６台
２５２台

備

考

別紙参照
１Ｋ ８４戸、１ＤＫ ７戸、１ＬＤＫ １４戸、２ＬＤＫ １４戸
※ビナウォーク駐車場（１，４００台）もご利用いただけます。

積

（１）敷地面積 ：
３，５３７．４１㎡
（２）延床面積 ： １５，８８１．６８㎡

７．オープニングイベント

（１）ノベルティグッズプレゼント（予定）
１０月１７日の開業日には先着１，０００名様に開業記念のノベルティ
グッズ（タンブラー）を、プレゼントいたします。

容量：３５０ｍｌ
寸法：Φ８２×１４２ｍｍ

※ノベルティグッズの仕様・デザインについて
は、変更になる場合があります。

フラットなキャップがスタイリッシュな
デザインタンブラー（イメージ）

（２）お得なクーポン配布（予定）
１０月１７日から１０月２６日まで、「ビナフロント」オープニング
記念として、お得なクーポンを配布いたします。

８．そ の 他

９．お問い合わせ先

（１）店舗施設内は、省エネルギーのＬＥＤ照明を採用しています。
（２）小田急ポイントカード、ＰＡＳＭＯ電子マネーがご利用いただけます。
※一部店舗除く
小田急電鉄 開発推進部 【担当：浜田・黒田】
☎０３－３３４９－２２０７

【参考】
■「ビナウォーク」について
「ビナウォーク」は、小田急線海老名駅前（東口）に位置し、１番館～６番館、ビナプラスから
なる大型ショッピングセンターです。海老名市中央公園を囲む形で、マルイファミリー海老名、
TOHO シネマズ海老名、その他約１２０店舗の専門店が集結しています。公園に面したビナステップ
では、コンサートやトークライブなどのイベントを多数開催しており、ビナウォークを訪れた
多くのお客さまにショッピングの楽しさだけでなく、賑わいも提供しています。なお、今回誕生
する「ビナフロント」の商業エリアは、新たに「ビナウォーク」の一部に加わる施設となります。
■「小田急マルシェ海老名」について
「小田急マルシェ海老名」は、海老名駅の東西を結ぶ自由通路に沿って、１～２階にカフェや
ベーカリー、フラワーショップなど９店舗が営業しています。駅をご利用になるお客さまのい
つもの通勤、通学時に気軽にご利用いただける施設です。
■駅間地区の開発
小田急線海老名駅西口側の当社所有地である駅間地区においては、引き続き開発計画を推進し
てまいります。これにより、街の発展と活性化に貢献するとともに、海老名駅周辺にお住まい
の方々や海老名を訪れる皆さまに、より豊かで便利な暮らしを提供してまいります。

小田急
マルシェ

ビナウォーク
1 番館～6 番館

ビナフロント
1～ 4 階:商業施設（ビナウォーク）
5～11 階:賃貸住宅（リージア海老名ビナフロント）

ビナウォーク
ビナマークス

ビナプラス

（都市型マンション）

以

上

別

紙

フロア

店舗名

業態

特徴
営業時間
備考
各種セミナーが開催できるセミナール 窓口 9:00～15:00
12 月 15 日
１階
三井住友銀行
都市銀行
ームや全自動型の貸金庫等充実した ATM（平日、土曜） 8:00～23:00
開業予定
インフラを備えた店舗です。
ATM（日曜） 8:00～21:00
豊かなイマジネーションと何にも縛ら
れない自由な発想で、いつもの暮らし
off&on KITCHEN
キッチン雑貨
に彩りと輝きを与えるアイテムを取り
揃えています。
サリュは、\990+tax を中心とした雑貨
※県央地区
salut！
インテリア雑貨 で、ナチュラルなお部屋づくりのお手
初出店
伝いをいたします。
ユニークで厳選されたアイテムを取り
スマートフォン 揃え、オリジナル・可愛い・トレンド・便
神奈川県
UNiCASE
アクセサリー 利をコンセプトとしたスマートフォンア
初出店
クセサリー専門店です。
ファッションに合わせて気軽に楽しめ
Zoff
メガネ
るメガネを、お手頃価格で提供してい
ます。
シンプルかつ上質、お洒落だけど履
首都圏
き心地には妥協したくない。そんな欲
Paddington Terrace
シューズ
張りな靴を、手の届く価格でご提案い
初出店
たします。
上品でおしゃれを楽しみ、日々の生活
10：00～21：00
レディス
にも楽しみを見つけられる、働く女性
Té chichi
に向けて、やさしさとかわいらしさを持
ファッション
２階
つアイテムをご提案いたします。
いつでも「ちょっと幸せ」「ちょっと気が
ファッション
利いてる」「ちょっと助かる」をキーワ
ITS’DEMO
コンビニエンス
ードに商品とサービスを提案するファ
ストア
ッション・コンビニエンス・ストアです。
オリジナルアイテムを中心にベーシッ
レディス
クで着まわしのきくアイテム、服飾雑
Discoat Petit
貨・生活雑貨をセレクトスタイルで展
ファッション
開しています。
時代を超えて愛される北欧デザイン
ライフスタイル の生活雑貨やファッション小物など、
※県央地区
ｅｖｅｒｙｄａｙ by collex
コレックスの新感覚スタイルをご提案
雑貨
初出店
いたします。
アーバンリサーチがプロデュースする
URBAN RESEARCH レディスファッション ライフスタイル雑貨と最新のトレンドウ
※県央地区
Make Store
ライフスタイル雑 貨 ェアをベースにしたコンセプトショップ
初出店
です。
住民票等の交付、市の刊行物や事業
えび～にゃハウス
の紹介、えび～にゃグッズ・宮城県白
（海老名市役所 行政窓口・物販
10:00～20:00
石市・北海道登別市の物産販売等を
海老名駅連絡所）
行います。
バリスタが淹れる最高品質のスペシ
商業施設
ャルティコーヒーとふわふわのパンケ
LATTE GRAPHIC
カフェ
7：00～23：30
ーキが大人気のお店。朝・昼・夜と楽
初出店
３階
しめるオセアニアスタイルカフェです。
あらゆるお客様の生活をより快適に
ユニクロ
カジュアルウエア 変えていく、高品質でファッション性の 10：00～21：00
４階
ある服を取り揃えています。
※県央地区…相模原市・座間市・海老名市・厚木市・伊勢原市・秦野市・大和市・綾瀬市・愛川町・清川村

