
通常営業時間 12/31（火） 1/1（元日） 1/2（木） 1/3（金）

通常営業時間店舗名 12/31（火） 1/1（元日） 1/2（木） 1/3（金）

物販・カフェ・サービス 10：00～21：00 10：00～19：00 9：00～21：00 通常営業

10：00～21：00

レストラン 11：00～22：00
※ラストオーダー時間は店舗により異なります。

11：00～19：00 10：00～21：00 通常営業
フードコート 10：00～21：00（L.O.20：30） 10：00～19：00

（L.O.18：30） 通常営業

9：00～21：00

ららぽーと湘南平塚全館

【1F】食品館イトーヨーカドー

月～土 8：30～20：00
日・祝 10：00～20：00【1F】ナカジマ薬局

講座開講時間に準ずる 12/29（日）～1/4（土）休業【3F】森のキッズeクラブ

10：00～21：00【3F】ドコモショップ

講座開講時間に準ずる【3F】小学館の幼児教室 ドラキッズ/
小学館の英語教室 イーコラボ

10：00～21：00【1F】湘南ベルマーレ
平塚コンディショニングセンター

10：00～13：00
14：30～19：30（受付19：00まで）【2F】湘南平塚ファースト歯科

平日 13：00～21：00
土・日・祝 10：00～19：00【2F】ECC外語学院

10：30～13：00（受付12：30まで）
14：30～19：00（受付18：00まで）

10：00～21：00【1F】鈴木水産

12/30（月）～1/2（木）休業

9：00～20：00

9：00～21：00

10：00～20：00

通常営業

※12/28（土）～1/3（金）9：00 OPEN

9：00～19：00
※12/28（土）～9：00 OPEN 通常営業

休 業【3F】鈴木眼科

10：00～21：00【1F】ペット専門店 PeTeMo 10：00～19：00 通常営業物販 9：00～21：00
トリミング・ドッグラン
10：00～21：00

10：00～19：00【2F】スーモカウンター 10：00～19：00 通常営業9：00～19：00

10：00～20：00【3F】日本旅行

10：00～19：00 9：00～21：00

通常営業9：00～20：00

10：00～20：00【3F】JTB 10：00～19：00
（受付 18：00まで）

通常営業

6：00～24：00【1F西側】クレディセゾンATM 通常営業

【1F西側】横浜銀行ATM 9：00～22：00
【1F西側】平塚信用金庫ATM 通常営業

10：00～21：00

8：00～22：00

10：00～21：00 休 業

【1F東側】スルガ銀行

【1F西側】スルガ銀行ATM

【窓口】休業
【ATM】9：00～21：00

【窓口】休業
【ATM】9：00～19：00

【1F西側】ろうきんATM

10：00～21：00【1F西側】ゆうちょ銀行ATM 通常営業

休 業

【3F】ROUND1
※各コーナーの詳細は直接店舗にお問い合わせください。

【1F西側】三井住友銀行ATM 通常営業平日・土・祝 7：00～24：00
日 7：00～21：00

【1F西側】みずほ銀行ATM 通常営業
月 7：00～24：00
火～金 0：00～24：00
土 0：00～22：00
日 8：00～21：00

平日 7：45～22：00
土・日・祝 9：00～22：00

月～木 10：00～翌6：00
金・祝前日 10：00～終日
土 24時間営業
日・祝日 ～翌6：00

※営業時間等詳細は急きょ変更となる場合がございます。詳しくは店舗へ直接お問合せください。

年末年始は営業時間が一部、通常と異なりますので、ご注意ください。

下記の店舗につきましては、年末年始の営業時間が上記と異なります。

平日 10：00～22：00
土・日・祝  10：00～21：00

【窓口】 平日 9：00～17：00
 土・日・祝 休み

【ATM】  平日 9：00～22：00
 土・日・祝 9：00～21：00

12/30（月）～1/4（土）休業 ※12/29（日）鍼灸整骨院休業
※1/5（日）トレーニングルーム休業

12/28（土）～1/3（金）休業

12/29（日）～1/4（土）休業 ※一部の日程で冬期講習実施のため
通常スケジュール外で教室営業あり。

12/28（土）～1/4（土）24時間営業

※鍼灸整骨院、トレーニングルームによって異なります。

※平日15：00以降は相談業務のみ

※13：00までは国内商品のみ取り扱い休 業 ※パンフレットのお渡しのみ可

10：00～20：00

通常営業

12/26（木）～1/4（土）休業

※9：00～10：00は受付のみ
※窓口は10:00より営業

10：00～19：00
（受付 18：00まで）

※ラストオーダー時間は店舗により異なります。※ラストオーダー時間は店舗により異なります。

年末年始の営業時間のご案内2019
2020

12/28(土)～1/5(日)は駐車場料金が有料となります。※土・日・祝日と同様の料金設定となります
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