【PRESS RELEASE】

2019年8月吉日
三井アウトレットパーク 全国12施設

報道関係者各位

欲しいがまとめて叶う日。

三井アウトレットパーク
「増税直前 OUTLET CHANCE SALE」開催
2019年9月13日(金)～9月30日(月)
全国12施設
＜木更津・入間・幕張・多摩南大沢・滋賀竜王・マリンピア神戸・
大阪鶴見・札幌北広島・仙台港・ジャズドリーム長島・北陸小矢部・倉敷＞
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』全国12施設では、
2019年9月13日(金)～9月30日(月)の期間、三井アウトレットパーク「増税直前 OUTLET CHANCE SALE」を
開催いたします。

三 井アウトレ ット パーク 「 増税直 前 OU TLET CHAN CE S A LE」 概要
これからの季節にそなえる秋冬のファッションアイテムをはじめ、人気ブランド品、雑貨、食物販、インテリアなど、多彩
なジャンルのアイテムを取りそろえ、三井アウトレットパークが増税前に開催するおトクなセールです。トレンドのアイテム
や、お探しのアイテム、人気ブランドのアイテムを大人買いするなど、増税前のまとめ買いにぜひご利用ください！

開催施設
： 三井アウトレットパーク 全国12施設
(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・滋賀竜王・マリンピア神戸・
大阪鶴見・札幌北広島・仙台港・ジャズドリーム長島・北陸小矢部・倉敷)
開催期間 ：2019年9月13日(金)～9月30日(月)
※札幌北広島は2019年9月6日(金)～9月30日(月)

※9月上旬より、各施設のセール情報がウェブサイトで公開されます。
お買物の参考にぜひご覧ください。

※画像はイメージです。

当社は今後ともお客さまにとってより身近で、より利用しやすく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広報事務局(委託先：株式会社フルハウス)
担当：石松・関根・小川
TEL：03-5413-0295 FAX：03-3401-8085 E-mail：y.ishimatsu@fullhouse.jp(石松)
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増税直前 OUTLET CHANCE SALE
店名/ブランド名

商品
■商品名

ACE OUTLET

おすすめ商品
予定価格

商品写真

コンベクションスーツケース 34L

・商品詳細 2～3泊の出張や旅行に適した航空機持込みサイズの
ジッパータイプのスーツケースを３色ご用意しています。
・取扱施設 木更津・入間・幕張・多摩南大沢・滋賀竜王・
マリンピア神戸・札幌北広島・仙台港・ジャズドリーム長島・
北陸小矢部

31,320円(税込)
↓
19,731円(税込)

■商品名 ライダースジャケット

AS KNOW AS
OUTLET

・商品詳細 スエードタッチ調のやわらかな色合いのノーカラーライダー
ス。今期はベージュ系がおすすめです。
・取扱施設 木更津・入間・幕張・多摩南大沢・滋賀竜王・
札幌北広島・仙台港・ジャズドリーム長島・北陸小矢部・倉敷

6,372円(税込)
↓
2,700円(税込)

■商品名 SCHOTT マウンテンパーカー

B’2nd OUTLET

・商品詳細 防汚、撥水、撥油性の高いテフロン加工と軽量で小さく
畳める仕様でさまざまな状況に対応したマウンテンパーカーです。

20,840円(税込)
↓
17,388円(税込)

・取扱施設 入間・幕張
■商品名 キルト切替中綿ジャンパー

F.O.FACTORY

・商品詳細 フード取り外しOK！おでかけやデイリーにも使える男女兼
用の万能アウターです。

5,292円(税込)
↓
2,646円(税込)

・取扱施設 入間・滋賀竜王・マリンピア神戸・札幌北広島・
仙台港・ジャズドリーム長島
■商品名 ファーカラージャケット

F.O.FACTORY

・商品詳細 肌触りの良いふわふわの襟がポイント！女の子が大好き
なピンクとキャメルの2色です。

6,372円(税込)
↓
3,186円(税込)

・取扱施設 入間・滋賀竜王・マリンピア神戸・札幌北広島・
仙台港・ジャズドリーム長島
■商品名 キャピタンソファ3S
・商品詳細 幕板と脚部に天然木を使用しており、上品な印象を

Francfranc BAZAR 与えます。さまざまな家具に馴染むアイテムです。

・取扱施設 木更津・入間・幕張・多摩南大沢・滋賀竜王・
マリンピア神戸・札幌北広島・仙台港・ジャズドリーム長島・
北陸小矢部・倉敷

58,000円(税込)
↓
46,400円(税込)

■商品名 FLASH

MARC JACOBS

・商品詳細 マークジェイコブスを代表する
人気レザーショルダーバッグのFLASHがオールカラーそろいます！

38,880円(税込)

・取扱施設 木更津・滋賀竜王
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映画「アイネクライネナハトムジーク」タイアップキャンペーン
三井アウトレットパークのCMに出演している多部未華子さんが出演する映画「アイネクライネナハトムジーク」の公開を
記念し、タイアップキャンペーンを開催します！ぜひ劇場で映画もご観覧ください！
＜作品紹介＞
ベストセラー作家・伊坂幸太郎の同名小説を、斉藤和義の音楽にのせ、
『愛がなんだ』の今泉力哉監督が映画化することで話題を呼んでいる
『アイネクライネナハトムジーク』が2019年9月20日(金)より全国公開。
出演者として映画を彩るのは、人気実力派の三浦春馬、さらに多部未華子。
三度目の共演となる二人の恋を軸に、豪華かつフレッシュな魅力きらめく
キャスト陣が演じる、不器用ながらも愛すべき人々のめぐり会いの連鎖を10年に
渡り描く。メガホンを取るのは、恋愛群像劇の旗手として今最も注目を集め、
「映像にするなら彼しかいない」と伊坂がラブコールを送った今泉力哉。脚本は伊坂
原作に定評のある鈴木謙一。さらに、映画の中でもキーとなる主題歌『小さな夜』と
劇中音楽をシンガーソングライターの斉藤和義が手がける。多くの才能の＜出会い
＞の連携が生んだ、愛と驚きに満ちあふれた＜出会い＞についてのラブストーリー。
映画『アイネクライネナハトムジーク』
2019年9月20日(金)全国ロードショー
配給：ギャガ(ｃ)2019「アイネクライネナハトムジーク」製作委員会
■キャンペーン内容
抽選でサイン入りポスターや映画ペア鑑賞券などが当たるプレゼントキャンペーンを
三井アウトレットパーク 全国12施設で開催いたします。
：購入対象期間中に全国の三井アウトレットパークで5,000円(税込・合算可)以上
■応募方法
お買い上げのうえ、三井アウトレットパーク ウェブサイト内キャンペーンページより、
必要事項を入力のうえご応募ください。
■購入対象期間 ：2019年8月23日(金)～9月23日(月・祝)
：2019年8月23日(金)～9月30日(月)
※応募期間
※詳細は三井アウトレットパークのウェブサイトをご確認ください。

アプリde支払い自動エントリー抽選会／アプリ初回連携100ポイントプレゼント
期間中、アプリde支払いをご利用で、1会計500円(税込)以上のお会計を1口として抽選会に
自動エントリー。抽選で1,000名さまに5,000ポイント(1人あたり)をプレゼントいたします。
また、アプリとポイントナンバーをはじめて連携すると、通常30ポイントのところ、
期間中は100ポイントをプレゼントいたします。
開催施設
開催期間

：アプリ対象全施設(&mall、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド、アルパークは対象外)
：アプリde支払い自動エントリー抽選会：2019年9月13日(金)～9月30日(月)
アプリ初回連携100ポイントプレゼント：2019年9月13日(金)～10月31日(木)

②アプリ初回連携100ポイントプレゼント
①アプリde支払い自動エントリー抽選会
※現金ポイントカードも対象です
※ポイントは三井ショッピングパークポイントとなります
※過去に1度でも連携したことがある会員
※当選ポイントの付与は10月末を予定しております
(ポイントナンバー)は対象外となります。
※当選はおひとりさま1回まで
※10月末までのポイント付与をもって当選者への通知とします
(抽選会当選者のうち、対象施設のプッシュ通知許諾者へはプッシュ通知も配信いたします)
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三井アウトレットパーク 木更津
■2019年8月1日(木) 高速バス新路線運行開始！
高速直行バス「渋谷駅(渋谷マークシティ)⇔ 三井アウトレットパーク 木更津」
「渋谷駅(渋谷マークシティ)」から「三井アウトレットパーク 木更津」までを
乗り換えなしで最短60分で結ぶ直行バスが運行を開始しました。
店舗数日本一のアウトレットモールでショッピングを満喫し渋谷でディナー
など充実した1日を過ごしてみませんか。
運行本数

：平日 2往復 ／土日祝 １往復

運賃

：片道大人1,450円(小児730円)

■「かけっこアタック」開催！※要予約
かけっこ講師による姿勢・身体の使い方のレッスンおよび、
かけっこタイム計測を開催！
開催日時

：2019年9月14日(土) 11：00～17：00
①11：00～ ②13：00～ ③15：00～(各回30分前より受付開始)

開催場所

：ピアストリート特設会場

参加者対象 ：小学生 ※各回定員50名

参加費

：無料

※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
※予約方法：かけっこアタック(https://kakekko-attack.jp/)より事前にお申込みください。

※画像はイメージです。

■旬の房総レジャーとアウトレットショッピングを満喫！
BOSOスタンプラリー 三井アウトレットパーク 木更津×ブルーベリー
アウトレットショッピングと施設周辺の“ブルーベリー狩り”をおトクに満喫！
三井アウトレットパーク 木更津とブルーベリー農園でそれぞれスタンプを1つずつ押し、
スタンプを2つ押した参加用紙を対象施設にご提示いただくとその施設の特典を
プレゼント！
開催期間

：開催中～9月上旬

※ブルーベリー農園によって開始/終了日が異なります。
場所

：三井アウトレットパーク 木更津と周辺のブルーベリー農園

特典例

：三井アウトレットパーク 木更津特典
①選べるオリジナルグッズ
②チーバくんシール
③割引や特典を受けることができるアウトレットスペシャルクーポン

※画像はイメージです。

※特典内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。
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三井アウトレットパーク 入間
■2019年9月6日(金) 期間限定オープン！『HONMA GOLF OUTLET』
Made in Japanにこだわったクラブを展開。
ほかにも機能的なアパレルやグッズなど、快適なゴルフライフを
トータル的にご提案します。
店舗名
場 所

：HONMA GOLF OUTLET
：2F ノースストリート

■2019年9月20日(金) New オープン！『京鼎樓小館』
台湾で行列のできる「小龍包」の名店『京鼎樓小館』の味をフードコートで実現。
人気メニューの担々麺など多数取りそろえております。
店舗名
場 所

：京鼎樓小館(ジンディンロウショウカン)
：2F フォレストキッチン
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三井アウトレットパーク 幕張
■最大1,500円分のお買物券がもらえる！
スマホ de Shoppingスタンプキャンペーン
ご自分のスマートフォンで気軽にご参加いただける
スマホ de Shoppingスタンプキャンペーンを開催いたします。
当日館内で1,000円(税込・合算不可)以上
お買い上げのレシートをご提示で1日1スタンプ進呈。
集めたスタンプ数に応じて最大1,500円分の
三井アウトレットパークお買物・お食事券をプレゼント。

※画像はイメージです。

:平日10：00～12：00の時間帯にお買い上げいただいたレシートはスタンプ2個進呈！
モーニングチャンス！
フライデーナイトチャンス ！:金曜日17：00～20：00の時間帯にお買い上げいただいたレシートはスタンプ2個進呈！
※ご提示いただいたレシートのお買い上げ時間を確認させていただきます。
開催期間

：開催中～10月14日(月・祝)

賞品

：スタンプ5個＝三井アウトレットパークお買物・お食事券 500円分
スタンプ10個＝三井アウトレットパークお買物・お食事券 1,000円分
※お買物・お食事券は5,000円(税込)以上のお買い上げごとに1枚(500円分)
ご利用いただけます。

スタンプ進呈＆お買物券引き換え場所：C-SITE 1F 総合案内所
※スタンプはおひとりさま1日1回限り。
※同じレシートで他のキャンペーン等に参加することはできません(駐車場サービスは除く)。
※本キャンペーンはフィーチャーフォンではご参加いただけません。
※特典内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。
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三井アウトレットパーク 多摩南大沢
■2019 南大沢 OUTLET de 文化祭
昨年初開催の大人気イベントがさらにパワーアップ！
今年はLINE LIVEオーディションを勝ち抜いたアーティストの音楽ライブを
開催。また、近隣大学、高校の吹奏楽部、ジャズバンドも出演します！
書道パフォーマンスも初開催します。他にも東京八王子ビートレインズによる
ダンスイベントや、キッズラグビー体験イベント、こども屋台選手権等、
ファミリーにおすすめの五感で楽しめる地域密着型イベントが盛りだくさんです。
ぜひご参加ください！
※画像はイメージです。

開催期間 ：2019年9月7日(土)～9月29日(日)の土、日、祝日
開催場所

：ファクトリーアウトレッツB街区 フェスティバルステージ前特設会場、
A街区ギャザリングコート他

※イベント開催日、出演バンド、時間など、詳しくは8月24日(土)公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。

■2019年9月6日(金) 期間限定 オープン！『アグ』
1978年カリフォルニアで設立。クラシックブーツで知られるグローバルライフ
スタイルブランド。
店舗名
カテゴリー
場 所

：アグ
：シューズ＆バッグ
：ファクトリーアウトレッツA街区1F

※画像はイメージです。

■2019年9月6日(金) 期間限定 オープン！『ディアドラ』
イタリアスポーツブランド、ディアドラの期間限定SHOPです。
スニーカー、ランニングシューズ、テニスシューズを取りそろえています。
店舗名
カテゴリー
場 所

：ディアドラ
：スポーツ＆アウトドア
：ファクトリーアウトレッツA街区2F
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