2019年7月吉日
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

報道関係者各位

半期に一度の、スーパーオフ。

「SUPER OUTLET SALE」
「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」開催
7月館内一部リニューアル！より快適な空間へ
SUPER OUTLET SALE 2019年7月12日(金)～7月25日(木)
SUPER OUTLET SALE FINAL OFF 2019年7月26日(金)～8月18日(日)

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島
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 ジャズドリーム長島(三
重県桑名市)では、7月12日(金)～7月25日(木)の期間に「SUPER OUTLET SALE」を、7月26日(金)～8月
18日(日)の期間に「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」を開催いたします。定番アイテムやトレンドアイテム、夏
物ファッションを驚きのプライスで取りそろえ、三井アウトレットパークが半期に一度、総力を挙げて開催する最大級のセー
ルです。
また、7月12日(金)より随時、キッズルームのリニューアルやドライミスト、芝生エリアを新設。より快適にお過ごしいただ
ける施設となります。

「SUPER OUTLET SALE」 「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」概要
夏物衣料のワンピースやTシャツなどのファッションアイテムをはじめ、人気のブランドアイテム、スポーツアイテム、雑貨、
アウトドア用品など、おトクにお買い求めいただけます。三井アウトレットパークが半期に一度、総力をあげて開催する
最大級のセールで、掘り出し物からトレンドアイテムまで欲しかったアイテムに出会う絶好のチャンスです。
7月26日(金)からは、「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」を開催し、さらにおトクにお買物をお楽しみい
ただけます。
開催期間：「SUPER OUTLET SALE」 7月12日(金)～7月25日(木)
「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」 7月26日(金)～8月18日(日)

■ポイントアップデー
「SUPER OUTLET SALE」期間中の4日間、三井ショッピングパーク
カード《セゾン》などの対象カードでのお支払い、ご提示で通常よりも
さらに+3ポイントがたまる「ポイントアップデー」、さらにプラスしてポイントが
たまる「ショップ別ポイントアップ」を開催いたします。おトクなショッピングの
チャンスです！
開催期間：7月12日(金)～7月15日(月・祝)
※画像はイメージです。
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「おやつタウン スペシャルコラボイベント」 概要
7月13日(土)～7月15日(月・祝)の期間、ベビースター工場一体型テーマパーク「おやつタウン」のグランドオープ
ン(7月20日(土))を記念して、「おやつタウン スペシャルコラボイベント」を開催いたします。
期間中、ゲストアーティストによるミニライブや大抽選会のほか、ホシオくんのグリーティングなどを開催いたします。
■ゲストアーティストによるミニライブ
イベント期間中、岡本真夜・チキンガーリックステーキ・Chicago Poodle
の3組のアーティストによるミニライブがおこなわれます。
開催場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ
開催時間：7月13日(土)・祝 12：50～、14：30～ チキンガーリックステーキ
開催時間：7月13日(土)・祝 15：50～ 、14：30～ 岡本真夜
7月14日(日)・祝 12：20～、14：40～ Chicago Poodle
開催時間：7月13日(土)・祝 13：20～、15：40～ チキンガーリックステーキ
7月15日(月・祝) 12：20～、14：30～ チキンガーリックステーキ

▲岡本真夜

■ホシオくんのミニショー
おやつカンパニーの商品「ベビースターラーメン」のイメージキャラクターであるホシオくんが、
ステージ上でミニショーをおこないます。
開催場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ
開催時間：7月13日(土) ・祝第１回13：30～、第2回16：30～
7月14日(日) ・祝第１回13：50～、第2回16：10～
7月15日(月・祝) 第１回13：00～、第2回15：30～
■LINE＠登録会
おやつタウンのLINE＠登録会をおこないます。おやつタウンとお友達登録をおこない
スタッフにご提示いただくと、もれなくオリジナルパッケージのベビースターと、豪華賞品が
当たる大抽選会の抽選券をお渡しします。
登録場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ前
開催時間：7月13日(土)～7月15日(月・祝) 11：00～16：00
※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。

©おやつカンパニー

▲ホシオくんイメージ

■三重県観光PR＆大抽選会
ステージ上で三重県の観光PRをおこないます。また、LINE＠登録会でおやつタウンとお友達登録をされ
た方を対象に、三重県津市のホテル宿泊券とおやつタウン入園券などが当たる抽選会も開催いたします。
開催場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ
開催時間：7月13日(土) ・祝第１回12：00～、第2回15：00～
7月14日(日) ・祝第１回11：30～、第2回16：30～
7月15日(月・祝) 第１回12：00～、第2回15：00～
■ホシオくんグリーティング＆フォトセッション
ホシオくんが館内を回遊し、グリーティングをおこないます。またグリーティング開催場所で
は、おやつカンパニーの商品「ポテト丸」をサンプリングいたします。
開催場所：サウスエリア1F コンサバトリースクエア～オーバルコート
グリーティング時間：7月13日(土) ・祝第１回11：30～、第2回12：30～、第3回15：30～
グリーティング時間：7月14日(日) ・祝第１回11：10～、第2回13：00～、第3回15：10～
グリーティング時間：7月15日(月・祝) 第１回11：10～、第2回14：00～
※画像はイメージです。

※「ベビースター」「ホシオくん」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。
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「お盆イベント」 概要
■かぶとむしパーク
かぶとむしと触れ合える「ふれあいかぶとむしランド」や、小さなお子さまも参加できる段ボールワークショップや
「かぶとむしが当たるガチャ」、そして大人も乗れる段ボールの巨大かぶとむし＆くわがたのフォトスポットなどが登場し
ます。ご家族でお楽しみいただけるイベントです。
開催期間：8月10日(土)～8月13日(火)
開催時間：11：00～17：00
開催場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ
対象年齢：未就学児～小学生6年生

▲ふれあいかぶとむしランドイメージ

▲巨大かぶとむし＆くわがたむし
フォトスポットイメージ

■キッズ向けスポーツ適正診断「マイスポ」
お子さま一人ひとりの個性に合わせて、現状の体力と適合する
スポーツを提案するマッチングテストを通して、自分にぴったりの
スポーツを見つけられます。
開催期間：8月14日(水)～8月16日(金)
開催時間：詳細はウェブサイトをご覧ください。
開催場所：コンサバトリースクエア1F(予定)
対象年齢：年中～小学6年生
※イベント参加は各回先着300名様限定
※イベントの内容は変更となる場合がございます。
詳細はジャズドリーム長島のウェブサイト(8月1日(木)公開予定)を
ご確認ください。

▲イベント受付イメージ

■スペシャルトークショー
「マイスポ」開催期間中の8月16日(金)に、元サッカー日本代表GKの
楢﨑正剛氏のスペシャルトークショーを開催いたします。

開催日 ：8月16日(金)
開催時間：詳細はウェブサイトをご覧ください。
開催場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ(予定)
※イベントの内容は変更となる場合がございます。
詳細はジャズドリーム長島のウェブサイト(8月1日(木)公開予定)を
ご確認ください。
▲元サッカー日本代表GKの楢﨑正剛氏
※画像はイメージです。
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館内設備 設置＆リニューアル 概要
■キッズルームリニューアル
ノースエリア2Fにあるキッズルームがリニューアル。
赤ちゃんのためのハイハイエリアや木の玩具で遊ぶこともできる、
大きなモニターを設置した鑑賞エリアが新たに登場。
また、おむつ替えスペースと授乳スペースが完全に分かれ、
どなたでもおむつ替えがしやすくなりました。
お子さま連れのお客さまは、ぜひご利用ください。
リニューアル日：7月12日(金)
場所：ノースエリア フレンチコート2F

▲キッズルームイメージ

■ライトアップ演出
パークサイドエリアにある木を色とりどりの照明でライトアップ。
四季折々の素敵な雰囲気を演出いたします。
開始日：8月25日(日)(予定)
場所：パークサイドエリア1F

▲シンボルツリーイメージ

■芝生＆フラクタル日よけ設置
サウスエリア1F サザンベルスクエアに芝生エリアと、人工的な木陰
を作るフラクタル日よけを新設。暑い夏を涼しく過ごせる休憩場所と
してご利用いただけます。
設置開始日：芝生｜7月12日(金)(予定)
フラクタル日よけ｜7月20日(土)(予定)
設置場所：サウスエリア1F サザンベルスクエア ステージ前
▲芝生＆フラクタル日よけイメージ

■ドライミスト設置
館内の3箇所にドライミストを新設。
夏も涼しく快適にお買物をお楽しみいただけます。
設置開始日：7月20日(土)(予定)
設置場所：メインエントランス
ノースエリア1F センタープラザ
サウスエリア1F ジェラート ピケ カフェ クレープリー前
▲ドライミストイメージ
※画像はイメージです。
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2019年7月20日(土) 三重県津市におやつタウンがGRAND OPEN!
■ おやつタウン 施設概要 ■

＜アクセス＞
●自動車
・伊勢自動車道「久居I.C」を降りて５分
(おやつタウン内駐車場無料)

ベビースターラーメン工場一体型テーマパーク、
「おやつタウン」が2019年7月20日(土)にGRAND OPEN！
遊べる、学べる、創れるをテーマとした、小さなお子さまから大人まで、
みんなが笑顔になれる場所。
ベビースターラーメンの本格的な味付け体験もできます。

●公共交通機関
・最寄り駅：近鉄名古屋線「久居駅」
・「久居駅」より三重交通バス(おやつタウン
前経由 榊原車庫前行き)運行予定
(認可申請中)

住所：三重県津市森町1945-11
営業時間：10：00～18：00(予定)

＜おやつタウンに関するお問い合わせ＞
株式会社おやつタウン 広報担当：小澤
TEL：059-254-3082
FAX：059-254-3083
E-mail：mail@oyatsu-town.co.jp
©おやつカンパニー

▲おやつタウン外観

▲リトルタウン(おやつタウン館内)

※画像はイメージです。
※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。

■ 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 施設概要 ■

＜アクセス＞

2002年3月に開業した三井不動産が展開する、日本最大級の
アウトレットモール。
国内外の有名ブランドや、東海エリア初出店の店舗など、
約300店舗が軒を連ねる。

●自動車
・伊勢湾岸自動車道「湾岸長島I.C」降りてすぐ
・東名阪自動車道「長島I.C」より約10km(約15分)

住所：三重県桑名市長島町浦安368
営業時間：10：00～20：00
※7月13日(土)、14日(日) 9：30～21：00
7月15日(月・祝) 9：30～20：00
8月10日(土)～18日(日) 9：30～21：00
※時期により異なります。
※カフェ・レストラン・フードコートは店舗により異なります。
休館日：不定休

▲メインエントランス

●公共交通機関
・名古屋駅(名鉄バスセンター)発
長島温泉行き高速バスで最速50分
・中部国際空港セントレアより
長島温泉行き高速バスで60分
・近鉄名古屋線・JR関西本線｢桑名駅｣より
三重交通バスで約20分

▲サウスエントランス

※画像はイメージです。

ご不明点などがございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

【取材・掲載に関するお問い合わせ】
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 オペレーションセンター 担当：照井・永戸・菊井・髙
TEL：0594-45-8900 FAX：0594-45-8711
三井不動産商業マネジメント株式会社
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