2019年6月吉日
三井アウトレットパーク 仙台港

【PRESS RELEASE】
報道関係者各位

東北初上陸アイスも登場！全国の絶品アイス約100種類以上！

「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」
三井アウトレットパーク 仙台港

2019年7月5日(金)～7月15日(月・祝)

三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する三井アウトレットパーク 仙台港は、
全国の絶品アイスが一挙に集結するアイスクリーム万博「あいぱく®」を、2019年7月5日(金)から7月15日(月・祝)
まで開催いたします。
「あいぱく®」とは、“アイスクリーム万博”の略称であり、“アイスをパクパク食べる”という意味もかけてつくられたイベント
名称です。 アイス評論家として多数のメディアで活躍するアイスマン福留が代表を務める「一般社団法人 日本アイス
マニア協会」が厳選した日本全国のアイスを販売いたします。昨年よりもさらにパワーアップした「あいぱく®」へぜひご来
場ください。

「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」 開催概要
開催期間：2019年7月5日(金)～7月15日(月・祝)
開催時間：10：00～18：00
実施場所：1F メインエントランスおよびP1駐車場の一部

※詳細は、三井アウトレットパーク 仙台港のウェブサイトをご覧ください。 6月下旬公開予定です。

当社は今後ともお客さまにとってより身近で、より利用しやすい魅力的な施設を目指して、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
【取材・掲載に関する問い合わせ先】三井アウトレットパーク 仙台港 担当：菅原・園・河内
TEL：022-355-8800 FAX：022-254-7370
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「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」 販売アイス(実演販売)
昨年、東北エリア初開催で大好評をいただいた「あいぱく®」が、パワーアップして今年も東北にやってきます。
会場じゃなきゃ食べられない、3店舗が東北初の実演販売をおこないます。
この機会にぜひ仙台港で、人気の味をお楽しみください。

実演販売

実演販売

東北初

東北初

ニューヨーク堂 (長崎県長崎市)
長崎カステラ生ソフト

メゾン・ジブレー (神奈川県大和市)
コロンビアハンターチョコレート

長崎の本店とあいぱく®でしか食べられないレア商品。
長崎の老舗洋菓子店ニューヨーク堂がつくる「長崎カステラ
生ソフト。」アイスクリームミックスから独自製法で仕立てた
ソフトクリームはほかでは食べられない上質な味わい！
カステラには長崎県産の新鮮な赤卵を使用。丁寧に手焼
きしたザラメ入りのカステラは感動のおいしさ。本場長崎の
カステラを使った神ソフトをぜひご賞味ください！

原産地でもあるコロンビアを拠点に世界中を飛び回って
いる「カカオハンター 小方真弓氏」と「メゾン・ジブレー」の
コラボ商品！
程よい甘みの中にガツンと来る苦味と酸味！
他ではなかなか味わえない本格派カカオジェラート！
チョコ好きの方はぜひ食べてみてください！チョコレートの
美味しさを最大限に引き出した、あいぱく®限定商品♪

実演販売

実演販売

昨年
大人気

東北初

よねたや (北海道札幌市)
幸せカタラーナ プレーン

桔梗屋 (山梨県笛吹市)
桔梗信玄ソフト＋

各地のあいぱく®で大人気のカタラーナ。
その場でバーナーで炙ってでき立ての美味しさが
楽しめる！口に入れた瞬間に広がる甘～いバニラの
香り。バニラはマダガスカル産天然最高級素材を使用。
溶けて広がる程よく濃厚なクリームとほろ苦いカラメルが
絶妙な美味しさ♪

不動の人気を誇るあいぱく®の目玉商品！普段は
山梨県以外ではなかなか食べられないソフトクリーム！
香ばしいきな粉と濃厚なオリジナル黒蜜をたっぷり使った
山梨銘菓の”桔梗信玄餅”とコクのあるソフトクリームが
合体！さらに、黒蜜をしみこませたきなこ棒(桔梗信玄
棒)をプラス。まるで専門店で食べる“和風パフェ”のよう
なリッチな味わいが特徴です。

※販売商品の一例となります。※画像はイメージです。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

三井不動産商業マネジメント株式会社

2

「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」 販売アイス
実演販売のほかにも、全国各地の人気のアイスを合計100種類以上販売いたします。
東北初上陸のアイスや、あいぱく®でしか食べられない限定のアイスが多数登場します。
商品名

プラチナ

幸せカタラーナ プチ
チョコレート

奄美たんかんシャーベット

メーカー・販売店

メゾン・ジブレー

よねたや

castano

エリア

神奈川県
大和市

商品紹介

ピスタチオの粒入りピスタチオアイスクリームです。

北海道

2019年初登場の「チョコレート」！定番のカタラーナと同様、

札幌市

素材と製法にこだわったショコラ味のプリンです。

鹿児島県
奄美市

奄美を代表する柑橘で、オレンジとぽんかんの交配種でしっかりとした
甘さとさわやかな酸味が美味しいたんかんシャーベットです。

商品画像

東北初上陸
あいぱく®限定

東北初上陸
あいぱく®限定

東北初上陸
あいぱく®限定

インドネシア産カカオ豆から作ったこだわりのチョコレートを
カカオが香る
チョコレート・アイスクリーム

Dari K

京都府

ふんだんに使い、香り高いアイスクリームに仕上げました。

京都市

トッピングの自家焙煎したカカオ豆は粗く砕いており、

東北初上陸

カカオのほろ苦さとカリッとした食感をお楽しみいただけます。

紫芋アイス

白水舎乳業

宮崎県

口に入れた瞬間、紫芋独特の香りが口に広がり、

宮崎市

さっぱりとした甘みが癒してくれます。

東北初上陸

最高のアイスクリームの原料に、石臼挽きにした根本抹茶と

チョコチップ入り
濃茶アイス

お茶の根本園

茨城県

根本粉末緑茶をふんだんに使った無添加、無着色のアイスクリームに

坂東市

ビターなチョコチップを加えました。市販されているアイスなどよりも、

東北初上陸

糖度を落としているので甘すぎません。

長崎カステラアイス
コーヒー

ニューヨーク堂

長崎県
長崎市

カステラアイスのコーヒーバージョンは、来年の東京オリンピックで
金メダルがたくさん取れますように、お客さまの金運が上がりますように

東北初上陸

との願いを込めて作りました。

※販売商品の一例となります。※画像はイメージです。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。
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「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」 販売アイス
商品名

メーカー・販売店

エリア

商品紹介

商品画像

ホワイトチョコチップ入りのバニラアイスの真ん中に苺を
MOCHIMORE
ホワイトチョコといちご

第一食品

新潟県
燕市

まるごと1つ入れてお餅で包みました。
チョコチップのパリパリとした食感が心地いいアクセントに。

東北初上陸

いちごは大きめのサイズのいちごを使用し、アイスとのバランスが
抜群です。

Mont Blanc ICE

醤油アイス

和栗や

鎌田商事

台東区

和栗のペースト47％使用でモンブランそのままの味わいが楽しめます！
和栗本来の風味はもちろん、生乳の風味もしっかりと残るよう丁寧に

東北初上陸

作り上げた至極の栗アイスです。

香川県

北海道産牛乳100％使用。醤油と濃厚ミルクの意外な組み合わせは、

坂出市

まるで塩キャラメルのようなアイスクリームです。

東北初上陸

徳島産 阿波和三盆糖を熟練の職人が手作業で丁寧に焦がすことで、

【和三盆】
焦がしキャラメル

東京都

Gazebo

アイスクリーム

東京都
世田谷区

Gazeboだけのあの上品な甘さを引き出しています。
販売開始当初から、多くのファンの皆さまに支えられてきたGazeboの

東北初上陸

代表作です!

中標津の牛乳、厳選した北海道産の生クリーム、グラニュー糖を使用。
アイスクリーム

ラ・レトリ

（ミルク）

なかしべつ

プレミアム
桔梗信玄餅アイス

桔梗屋

北海道

安定剤は使わず独自の製法でなめらかな味わいに仕上げました。

標津郡

プレミアムアイスクリームと呼ばれるこのリッチな風味を充分に

中標津町

東北初上陸

お楽しみください。

山梨県

天面にお餅がのっていて元祖からさらにプレミアム感たっぷりな

笛吹市

アイスへ進化しました！

昨年大人気

あいぱく® in

カバ印のアイスキャンデー
博多あまおう

椛島氷菓

福岡県
柳川市

柳川産のあまおう使用、
果物農家がつくる昔ながらのアイスキャンデーです。
原料産地にこだわり昔ながらの製法で一本一本手づくりしています。

三井
アウトレット
パーク
仙台港
初登場

※販売商品の一例となります。※画像はイメージです。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。
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「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」 期間中のキャンペーン

■Special 11Days
内

容：あいぱく®開催期間中、早くも夏物がおトクにお買い求めいただける「Special 11Days」を開催いたし
ます。
●ブランドタイムセール
1日3回、対象店舗が一斉にタイムセールを実施いたします。アウトレットプライスのアイテムがタイムセー
ルでさらにプライスダウン！アウトレットならではのブランドも参加いたします。あいぱく®でアイスを楽しんだ
後は、館内でおトクに夏物ショッピングをお楽しみいただけます。
開催期間：2019年7月6日(土)・7日(日)・13日(土)～15日(月・祝)
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「あいぱく® in 三井アウトレットパーク 仙台港」 期間中のキャンペーン

■アイスマン福留 トークショー
内

容：一般社団法人 日本アイスマニア協会の代表であり
アイス評論家のアイスマン福留による、トークショー
を開催いたします。
年間1,000種類以上のアイスを食べ尽くすアイスの
専門家としてメディアに多数出演するアイスマン福留
がアイスの歴史や知られざる話を紹介。
あいぱく®会場で販売しているアイスのオススメポイント
も解説いたしますので、より一層あいぱく®をお楽し
みいただける内容です。
開催日： 2019年7月14日(日)予定
開催場所：1F センタープラザイベントステージ

■お持ち帰り大歓迎！！あいぱく®オリジナル保冷バッグ販売
内

容：あいぱく®では、会場でアイスを楽しんでいただきたいのはもちろんですが、「お土産で持ち帰って家で
ゆっくり食べたい！」という方にはお持ち帰り用として、あいぱく®オリジナル保冷バッグをドライアイス付き
で販売いたします。会場に一緒に来られなかったお友達やご家族はもちろん、ご自身のお土産用にも！
また、保冷バッグをご持参で、ドライアイスのみ(100円:税込)ご購入いただくことも可能です。

あいぱく®オリジナル
保冷バッグ
(ドライアイス付)

500円(税込)

その他にも、あいぱく®オリジナルグッズを販売予定

販売期間：2019年7月5日(金)～15日(月・祝)

■あいぱく®ショッピングラリー
内

容：あいぱく®会場でアイスクリームを購入されたお客さまにアイス購入証明書をお渡しいたします。
アイス購入証明書と当日館内で5,000円(税込・合算不可)以上お買上げレシートをご提示で
三井アウトレットパークお買物・お食事券500円分をプレゼント！

開催期間：2019年7月5日(金)～15日(月・祝)
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FAX番号：022-254-7370 三井アウトレットパーク 仙台港 オペレーションセンター宛

《あいぱく 取材申込書》
会場：三井アウトレットパーク 仙台港(仙台市宮城野区中野3-7-2)
※大変お手数ですが、取材・掲載いただける場合は本紙に必要事項をご記入いただき、
上記FAX番号へご返信いただきますようお願い申しあげます。

貴媒体名
貴社名
部署名
ご芳名
計（

）名

TEL：
ご連絡先

FAX：
E-Mail：

ご来場方法
撮影
取材希望日時

□車

□バス

□ムービー（
月

□タクシー
台）

□その他（
□スチール

日

）
□無

：

※ご質問・ご要望ございましたらご記入ください。

通信欄

なお、上記個人情報の取り扱いに関し、以下の内容につき、同意します。
・弊社は、各社様からいただいた個人情報（以下「個人情報」といいます）および保有個人データを利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
・個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページ「個人情報の取り扱いについて（https://www.mf-shogyuo.co.jp/footer/policy2.html）」をご覧ください。
・個人情報は、弊社が定める「個人情報保護方針（https://www.mf-shogyo.co.jp/footer/privacy.html）」に基づき運用いたします。
・三井不動産株式会社のグループ会社、提携先、業務委託先等に上記個人情報を提供する場合がございます。

※上記記載の内容に関しましては、法令上個人情報の取得にあたるため、何卒ご理解・ご了承のほど宜しくお願い申しあげます。
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