【PRESS RELEASE】

2020年11月吉日
三井アウトレットパーク 滋賀竜王

報道関係者各位

10年間のご愛顧に感謝の気持ちを込めた特別な期間

三井アウトレットパーク 滋賀竜王
10th Anniversary WINTER SALE 開催
2020年11月18日(水)～12月6日(日)
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 滋賀竜王は今年で
開業10周年を迎えました。そこで、10年間のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、2020年11月18日(水)～12月6
日(日)の期間、「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」を開催いたします。

10th Anniversary AUTUMN SALEに引き続き、三井アウトレットパーク 滋賀竜王開業10周年を記念した特
別な価格のアイテムが登場いたします。また、同じく結成10周年を迎えるNMB48とのコラボレーション企画がリニューア
ルするほか、プレゼントキャンペーンも12月6日(日)まで継続して開催いたします。
10周年を迎え、これまで以上にお客様に愛されるアウトレットモールとなるよう、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。
ぜひ、この機会に三井アウトレットパーク 滋賀竜王へお越しください。

「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
開催施設：三井アウトレットパーク 滋賀竜王
開催期間：2020年11月18日(水)～12月6日(日)
実施内容：次ページ以降をご覧ください。

※画像はイメージです。

※「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」特設ウェブサイトは、
11月中旬に公開を予定しています。
最新情報など随時更新してまいりますので、こちらも併せてご確認ください。
https://mitsui-shopping-park.com/mop/shiga/special/2011_10th_anniversary/
当社は今後ともお客さまに安心・安全に施設をご利用いただけるよう、感染症拡大防止に向けたさまざまな取り組みを実施してまいります。

【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：天野紘平
TEL：06-6243-2331 FAX：06-6243-2987
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「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
「10th Anniversary スペシャルプライスアイテムの販売」
三井アウトレットパーク 滋賀竜王の開業10周年を記念して、各店舗にてスペシャルプライスアイテムの販売、
オリジナルアイテムの販売、お得な割引施策などを実施いたします。この機会に、おトクにお買い物をお楽しみください！
開催期間：2020年11月18日(水)～12月6日(日)
【商品例】

UNITED ARROWS
LTD. OUTLET
コート(レディス)
7,500円

INGNI
コート(レディス)
4,290円

LOWRYS FARM
/GLOBAL WORK OUTLET
マウンテンパーカー(レディス)
3,190円

LOWRYS FARM/
GLOBAL WORK OUTLET
コート(レディス)
5,500円

JEANASiS OUTLET
ダウンジャケット(レディス)
5,489円

HARE
コート(レディス)
17,820円

TEIJIN MEN’S
SHOP RACK
コート(メンズ)
11,000円

UGG®
左：ブーツ(メンズ)17,710円
右：ブーツ(レディス)18,480円

※各店舗数量限定、売り切れ次第終了となります。
※その他アイテムなどの詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
https://mitsui-shopping-park.com/mop/shiga/special/2011_10thitems/
※商品の内容、価格等は予告なく変更される場合がございます。
※価格はすべて税込です。
｢10th Anniversary 限定メニュー」概要
飲食店舗やフードコートで、10周年限定の10円メニュー、オリジナルメニュー、限定セットメニューが登場いたします。
ぜひこの機会にご賞味ください。

開催期間：開催中～2020年12月6日(日)
【商品例】

DONQ ÉDITER
ショコリーヌ
308円

韓国料理 bibim’
とろーりチーズの豚キムチラーメン
スンドゥブ+ソフトドリンクset
1,000円

※その他参加店舗のメニュー情報は施設ウェブサイトをご確認ください。
https://mitsui-shopping-park.com/mop/shiga/special/2010_10thmenu/
※価格はすべて税込です。
※画像はすべてイメージです。

すべてのイベントに関して右記をご確認ください。

※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。
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「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
｢10th Anniversary WINTER SALE｣ 各店舗でおトクなセールを開催！
～10周年を記念して、1,000円均一コーナーが多数の店舗で登場！～
10th Anniversary WINTER SALE期間中に各店舗でおトクなSALEを開催！ぜひお買物をお楽しみください。
開催期間：2020年11月18日(水)～12月6日(日)
▼1,000円均一コーナー開催店舗
Ray Cassin

INGNI

AS KNOW AS OUTLET

niko and...

oneway 2nd

BORN FREE

TRIUMPH

▼その他、オトクなSALE情報(一例)
店舗名

内容

靴下屋

110円、220円均一コーナーご用意

NOLLY’S OUTLET

最大70％OFF

｢10th Anniversary BLACK FRIDAY｣を開催！
10th Anniversary WINTER SALE 期間中に各店でさらにオトクな｢10th Anniversary BLACK FRIDAY｣を開
催！さらにお得にお買物をするチャンスです！
開催期間：2020年11月26日(木)～11月29日(日)
▼オトクなSALE情報(一例)
店舗名

内容

BEBE OUTLET

ブラックフライデー限定ラッキーパックをご用意

Dr.Ci:Labo

最大70％OFF

靴下屋

96円均一コーナーご用意

NICE CLAUP OUTLET

500円均一コーナーご用意

UNITED ARROWS LTD. OUTLET

最大70％OFF

｢BLACK FRIDAY SPECIAL｣概要
■SPECIAL No.1：オリジナルBLACKロディアメモを先着でプレゼント！
各日100名さまに三井アウトレットパーク オリジナルBLACKロディアメモを先着でプレゼント！
開催期間：2020年11月27日(金)～11月29日(日)
整理券配布場所・引換場所：南モール2F タリーズコーヒー横 特設ブース
※オープン前にお越しいただいたお客さま向けの整理券を、施設が開門する9：45から配布いたします。
※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。

■SPECIAL No.2：COMEBACK ¥500 COUPONをプレゼント！
期間中、館内で5,000円(税込・合算可)以上お買い上げのレシートを引換場所にご提示いただくと、各日先着300名さ
まに後日三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券500円分と引き換えられるクーポンをプレゼントいたします。
開催期間：2020年11月27日(金)～11月29日(日)
レシート引換場所：南モール2F タリーズコーヒー横 特設ブース
クーポン引換期間：2020年12月7日(月)～2021年2月26日(金)期間中の平日 ※土日祝は除く
クーポン引換場所：南モール2F タリーズコーヒー横 特設ブース
※お1人さま1回限り。
※期間中、臨時休館となる場合がございます。ご来館前に施設ウェブサイトをご確認ください。
※引換場所については、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
すべてのイベントに関して右記をご確認ください。

※画像はすべてイメージです。

※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。
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「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
｢10th Anniversary限定 ノベルティプレゼント」概要
館内の各店舗にて商品をお買い上げいただいた方を対象に、先着で10周年限定ノベルティ
「10th Anniversary限定 マスクケース」を数量限定でプレゼントいたします。
配布場所：各店舗 ※店舗毎に先着配布となります。配布数は店舗により異なります。
開催日 ：2020年11月18日(水)
開催時間：10：00～20：00
ノベルティ ：10th Anniversary限定 マスクケース
※ノベルティは数量限定となります。11月18日(水)で先着数に達しない店舗のみ
11月19日(木)以降も配布いたします。
※FamilyMart、催事店舗は対象外です。
※ノベルティは一会計につき、お一人さま1個限りとなります。
｢10th Anniversary プレゼントキャンペーン」概要
対象期間中、三井ショッピングパークカード会員さまを対象に10,000円(税込・合算可)
以上お買い上げいただくと、ご応募いただけるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
賞品には三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券100,000円分のほか、おうちで過ごす時間
を彩るT-falのクックフォーミーやpopln Aladdin2など、豪華賞品が当たるチャンス！
この機会におトクにお買い物をお楽しみください。
購入対象期間：2020年10月23日(金)～12月6日(日)
応募期間：2020年12月13日(日)まで
応募方法：施設ウェブサイト内のキャンペーンページよりご応募ください。
賞品一例：三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券100,000円分 10名さま
三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券5,000円分 100名さま
NMB48直筆サイン入りオリジナルTシャツ 10名さま
T-fal クックフォーミー 5名さま
popln Aladdin2 5名さま
近江牛 岡喜 近江牛詰め合わせ 10名さま
LOGOS BBQ セット 5名さま
DAIKIN ストリーマ空気清浄機 5名さまなど
※他キャンペーンとの重複当選はございません。
BLACK FRIDAY SPECIALのCOMEBACK ¥500 COUPONプレゼント企画で使用したレシートは
応募対象外となります。

｢10th Anniversary WINTER MARCHE」概要
館内人気テナントによるお得なマルシェを開催いたします。
店舗では販売していなかった掘り出し物を見つけるチャンス！
開催期間：①2020年11月18日(水)～11月23日(月・祝)
開催期間：②2020年12月1日(火)～12月6日(日)
開催場所：南モール1F センターコート
出店店舗：①｢New Balance Factory Store｣
出店店舗：①「AS KNOW AS OUTLET」
出店店舗：①「CANTERBURY OF NEWZEALAND」
②｢New Balance Factory Store｣
出店店舗：②「Columbia Sportswear」
｢Fukuske Outlet｣
すべてのイベント・キャンペーンに関して
右記をご確認ください。

※画像はすべてイメージです。

※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。
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「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
三井アウトレットパーク 滋賀竜王×｢NMB48｣企画概要
開業10周年を迎えた三井アウトレットパーク 滋賀竜王×結成10周年 NMB48のコラボレーション企画を開催！
※NMB48コラボメンバー：山本彩加、梅山恋和(23thシングル｢だってだってだって｣センター)、上西怜、小嶋花梨、
※NMB48コラボメンバー：横野すみれ、原かれん、南羽涼、安部若菜、安田桃寧、出口結菜

山本彩加

梅山恋和

■NMB48イチオシメニューを販売！ 注文特典の限定ノベルティをリニューアル！
飲食店10店舗にてNMB48コラボメンバーのイチオシメニューを販売中！
イチオシメニューご注文の方にはメンバーの限定クリアファイルをプレゼントいたします。
また限定クリアファイルには一部イチオシメンバーの直筆サイン入りも含まれています。
開催期間：2020年11月18日(水)～12月6日(日)
開催時間：レストラン店舗により営業時間が異なります。
※店舗をイチオシしているメンバーのクリアファイルをプレゼントいたします。
※ノベルティは数量限定です。なくなり次第配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

■NMB48オリジナルフォトパネル ウインターバージョンが登場！
専用アプリを使うと背景が浮かび上がるNMB48等身大フォトパネルに
ウインターバージョンが登場！NMB48メンバーとの写真撮影をお楽しみください。
展示期間：2020年11月18日(水)～12月6日(日)
開催場所：南モール1F 総合案内所横 展示スペース
※専用アプリはフォトスポットに設置しているQRコードよりダウンロードのうえ、ご利用ください。
■NMB48メンバーが館内放送に！新メンバーが登場！
滋賀竜王の館内放送にNMB48の新メンバーが登場！
第2弾は梅山恋和、小嶋花梨、原かれん、安部若菜、山口結菜が登場いたします。
開催期間：2020年11月18日(水)～12月6日(日)
開催時間：10：00～20：00
※放送は30～45分程度間隔で、メンバーはランダムで放送予定です。
■NMB48メンバーオリジナル動画の公開！
第1弾に引き続き、NMB48オリジナル動画を公開中！
滋賀竜王ウェブサイト、館内デジタルサイネージ、NMB48Youtubeチャンネルでご視聴いただけます。
開催期間：開催中～2020年12月6日(日)

※画像はすべてイメージです。

すべてのイベント・キャンペーンに関して
右記をご確認ください。

※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。
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「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
三井ショッピングパークカード会員さまはSALE期間中さらにお買い得！
「三井ショッピングパークカード《セゾン》会員さま限定 請求時5%オフ」概要
10th Anniversary WINTER SALEのショッピングがさらにおトクになるチャンス！
対象カードでのクレジット払いで、ご請求時にお買い上げ金額が5％オフとなるおトクなキャンペーンを開催いたします。
開催期間：2020年11月18日(水)～11月23日(月・祝)
開催施設：三井アウトレットパーク 関西3施設(滋賀竜王、マリンピア神戸、大阪鶴見)
<対象カード>
・三井ショッピングパークカード《セゾン》
・ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》
・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP
・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールド
・東京ミッドタウンカード《セゾン》(券面：シャンパンゴールド)
・三井アウトレットパークカード
※一部店舗、商品およびサービスで対象外となる場合がございます。
※対象カードご提示による他のクレジットカード、現金、お買物券、ポイント、ギフト券でのお支払いは対象外となります。
※三井ショッピングパークポイントカードは対象外となります。
※開催期間中の対象カードでのクレジット払いご利用金額を5％オフいたします。
※現金、お買物券、ポイント、ギフト券併用でのお会計の場合、カード払い分の金額のみ5％オフの対象です。
※クレジットカードはご入会からお手元に届くまでおよそ3週間ほどのお時間を頂戴いたします。
※期間中は何度でもご利用が可能です。
※詳細は公開中の施設ウェブサイトをご確認ください。
「10th Anniversary ポイントアップデー」概要
三井ショッピングパークポイントがおトクにたまる！三井ショッピングパークカード会員さま限定の「ポイントアップデー」を開催い
たします。また、ショップ別ポイントアップも同時開催いたしますので、この機会にぜひおトクにショッピングをお楽しみください。
開催期間：2020年11月26日(木)～11月29日(日)
対象カード
【クレジット機能付き】 通常2ポイント→5ポイント
・三井ショッピングパークカード《セゾン》
・ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》
・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP
・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールド
・東京ミッドタウンカード《セゾン》(券面：シャンパンゴールド)

※画像はイメージです。

【クレジット機能なし】 通常1ポイント→4ポイント
・三井ショッピングパークポイントカード
・ラゾーナ川崎プラザポイントカード
・三井のすまいLOOPメンバーズカード
・東京ミッドタウンカード
※三井アウトレットパークカードは対象外です。
※三井ショッピングパークポイントカードは当日発行が可能です。
※ポイントの付与数が異なる店舗、ポイント付与対象外の店舗・商品やサービス・支払方法がございます。

すべてのイベント・キャンペーンに関して
右記をご確認ください。

※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。
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「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」概要
｢三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10周年記念 三井ショッピングパークカード《セゾン》新規ご入会キャンペーン｣概要
期間中、館内で三井ショッピングパークカード《セゾン》に新規でご入会いただくと、通常の入会特典にくわえてさらに
500円分の三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券をプレゼントいたします。
開催期間：開催中～2020年12月6日(日)
実施概要：通常入会特典・・・当日500円分の三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券をプレゼント
キャンペーン特典・・・当日1,000円分の三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券をプレゼント

｢電子マネーご利用で総額100万円相当キャッシュバックキャンペーン」概要
電子マネー(アプリde支払い・PayPay・楽天ペイ・d払い・Alipay・WeChatPay)でお買物いただくと、当選者には利用金
額相当の三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券が当たるキャッシュバックキャンペーンを開催いたします。
新型コロナウイルス感染症対策として、キャッシュレスでのお支払いでご参加可能な本キャンペーンをぜひご活用ください。
開催期間：①2020年11月23日(月・祝)～11月30日(月)
②12月1日(火)～12月31日(木)、2021年1月4日(月)～2月14日(日)
実施概要：電子マネーで5,000円(税込・合算可)以上お買い上げいただき、ご応募いただいた方に
抽選で三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券をキャッシュバックいたします。
・応募時に三井ショッピングパークカードにご入会いただいているお客さま：ご利用金額相当をキャッシュバック
・応募時に三井ショッピングパークカードをお持ちでないお客さま：ご利用金額の50%相当をキャッシュバック
応募方法：アプリde支払い・PayPay・楽天ペイ・d払い・Alipay・WeChatPayのいずれかで、
5,000円(税込・合算可)以上お買い上げください。
南モール1F総合案内所前設置の応募用紙に上記レシートを貼り付け必要事項を記載のうえ、
応募箱にご投函ください。
当選された方には郵送にてお買い上げ金額相当のお買物・お食事券をキャッシュバックいたします。
※12月1日(日)より対象の電子マネーが追加となる予定です。
※他キャンペーンとの重複当選はございません。
BLACK FRIDAY SPECIALのCOMEBACK ¥500 COUPONプレゼント企画で使用したレシートは
応募対象外となります。
※一部対象外の店舗がございます。
※キャッシュバックの上限金額は、100,000円までになります。
厳選なる抽選のうえ、総額100万円相当をご利用金額に応じてキャッシュバックいたします。
※応募時に貼り付けしたレシートの返却は不可となります。

※画像はすべてイメージです。

すべてのイベント・キャンペーンに関して
右記をご確認ください。

※詳細は、11月中旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※イベントの内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。
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