【PRESS RELEASE】

2020年11月吉日
三井アウトレットパーク 関西3施設

報道関係者各位

冬がはじまる、プライスオフ。

MITSUI OUTLET PARK
「WINTER SALE」「Xmas Fair」開催
「WINTER SALE」2020年11月18日(水)～12月6日(日)
「Xmas Fair」2020年12月7日(月)～12月25日(金)

関西3施設＜滋賀竜王・マリンピア神戸・大阪鶴見＞
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 関西3施設(滋賀竜王、
マリンピア神戸、大阪鶴見)では、2020年11月18日(水)～12月6日(日)の期間、冬物ファッションアイテムがおトクに先
取りできる「WINTER SALE」を例年よりも早く開催いたします。
さらに、2020年12月7日(月)～12月25日(金)の期間には、クリスマスギフトなどに最適なアイテムを取りそろえた
「Xmas Fair」を開催いたします。

MITSUI OUTLET PARK「WINTER SALE」「Xmas Fair」概要
「WINTER SALE」では、今すぐ使えるトレンドアイテムをはじめ、コートやブーツなど、冬のおしゃれに欠かせないファッ
ションアイテムのほか、おうち時間を彩る雑貨やインテリア用品などのアイテムをおトクにお買物いただけるチャンスです!
さらに、「Xmas Fair」では、マフラーや手袋、アクセサリーなどクリスマスギフトにぴったりのアイテムを豊富に取りそろえて
おります。
「WINTER SALE」期間中は三井アウトレットパーク限定の「BLACK FRIDAY SPECIAL」も実施予定ですので、
この機会にぜひ、ショッピングと合わせておトクなキャンペーンにもご参加ください。
■開催期間:「WINTER SALE」
2020年11月18日(水)～12月6日(日)
「Xmas Fair」
2020年12月7日(月)～12月25日(金)
■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)

※画像はイメージです。

※滋賀竜王は開業10周年を記念し、「三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE」
として開催いたします。
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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C M 情 報
関西エリアにて2020年11月16日(月)からO.A.される「WINTER SALE」のCMタイアップ楽曲はAwesome City Club
の「ceremony」。三井アウトレットパークのYoutubeアカウント(https://www.youtube.com/user/mitsuioutlet)では
11月12日(木)から下記CMをご覧いただけます。お楽しみに♪
楽曲名:ceremony
タイトル:三井アウトレットパーク「WINTER SALE」(15秒) [関西版]
放送開始日:2020年11月16日(月)※放送開始日は地域により異なります。
＜Awesome City Clubプロフィール＞
「眠れない街オーサムシティ。夢を求め集うこの街に、今日もオーサムミュージックが
溢れ出す。Awesome City Club、僕らが聴かせたい人達はこの街のどこかにいる。」
2013年に東京にて結成。
POPS/ロック/ソウル/R&B/ダンスミュージック等、メンバー自身の幅広いルーツを
MIXした音楽性を持つ、男女ツインヴォーカルの3人グループ。

※画像はイメージです。

本CMは10月14日(水)にリリースされた新曲「ceremony」とタイアップ。
今作は最新アルバム『Grow apart』や楽曲提供などでもタッグを組んだJazzin’parkの久保田真悟と再びの制作が実現。
作詞作曲はatagiが担当し、日常の中にある穏やかな愛を歌った優しさと多幸感に溢れるミディアム・テンポの楽曲に
仕上がったという。アートワークは前作から同様にCentral67・木村豊を迎えて製作。
新生Awesome City Clubの新たな門出が表現されている。

BLACK FRIDAY SPECIAL
■SPECIAL No.1:オリジナルBLACKロディアメモを先着でプレゼント!
対象施設にて各日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)
対象施設:三井アウトレットパーク 9施設
(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・
滋賀竜王・マリンピア神戸・大阪鶴見・倉敷)
※オープン前にお越しいただいたお客さま向けの、整理券をご用意しております。
※引換場所・整理券についての詳細は、11月中旬公開予定の各施設ウェブサイトをご確認ください。

※画像はイメージです。

■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、
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先着で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)
開催施設:三井アウトレットパーク 9施設
(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・
滋賀竜王・マリンピア神戸・大阪鶴見・倉敷)
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
※お1人さま1回限り。
※クーポンの配布枚数は施設により異なります。
※期間中、臨時休館となる場合がございます。ご来館前に各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月中旬公開予定の各施設ウェブサイトをご確認ください。
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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
MITSUI OUTLET PARK「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。
※詳細は公開中の各施設ウェブサイトをご確認ください。

Francfranc BAZAR×三井アウトレットパーク
ギフトにもおすすめの“イエナカ充実”を叶えるアイテム特集
Francfranc BAZARのおすすめアイテムをご紹介。
今回は「Aroma(アロマ)」「Warm(ウォーム)」「Healthy(ヘルシー)」の3つをテーマに、ギフトにも自分へのご褒美にも
おすすめの“イエナカ”での時間を充実させるアイテムを集めました。
「Aroma(アロマ)」はアロマウォーター・加湿器・ディフューザーなど、「Warm(ウォーム)」はブランケット・あったか家電・
ラグなど、「Healthy(ヘルシー)」はマッサージ器など、3つのカテゴリそれぞれのイメージに沿ったアイテムを集めております。
この機会にぜひ、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25日(金)
開催施設:三井アウトレットパーク 12施設
(札幌北広島、仙台港、木更津、幕張、入間、多摩南大沢、横浜ベイサイド、
ジャズドリーム⾧島、北陸小矢部、滋賀竜王、マリンピア神戸、倉敷)
※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。

※画像はイメージです。

福袋販売方法
今年度の福袋販売は感染症拡大防止の観点から、元日の福袋購入並び列による混雑、密回避をおこなうため、
①元日を待たずに福袋を年内から事前に販売する「先行販売」、②年内に予約受付をする「予約販売」、
③元日から福袋を販売する「元日以降販売」の3種類にカテゴリをわけて販売いたします。
①先行販売期間:2020年12月28日(月)～12月31日(木)
②予約販売期間:2020年12月28日(月)～12月31日(木)
③元旦以降販売:2021年1月1日(元日)～
※三井アウトレットパークでは一足お先にご購入いただける「先行販売」をおススメしております。
※詳細は12月中旬公開予定の各施設のウェブサイトをご確認ください。
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福引スクラッチ
福袋について、「先行販売」または「予約販売」の期間に福袋をご購入いただいたお客さまを対象に
三井アウトレットパークのお買物券が当たる、スクラッチカードをプレゼントいたします。
福袋販売期間:2020年12月28日(月)～
スクラッチ配布期間:2020年12月28日(月)～12月31日(木)
賞品引換期間:2021年1月4日(月)～2月26日(金)期間中の平日 ※土日祝は除く
※スクラッチの当選本数は施設により異なります。
※スクラッチ配布条件等の詳細は11月下旬公開予定の各施設のウェブサイトをご確認ください。

企業タイアップキャンペーン
■オリックスレンタカーご利用者さま限定 三井アウトレットパークで使えるスペシャルクーポンプレゼント

オリックスレンタカーの公式ウェブサイトからレンタカーをご予約いただき、
全国の三井アウトレットパークにお越しいただいた方に、
各施設でご利用いただけるスペシャルクーポンをプレゼント。
開催期間:開催中～2021年3月31日(水)
対象施設:三井アウトレットパーク全13施設

オリックスレンタカー 特設ウェブサイト
URL:https://car.orix.co.jp/campaign/mitsuicoupon.html
オリックスレンタカーウェブサイト
URL:https://car.orix.co.jp/

■三井アウトレットパークで使えるお買物・お食事券付きプランの販売

全国の三井ガーデンホテル、sequence、ホテル ザ セレスティンにて、三井アウトレットパークでご利用いただける
お買物・お食事券付きの宿泊プランを販売しております。
この機会にぜひ、三井アウトレットパーク×地域観光をお楽しみください。
プレゼント内容 :5,000円(税込)ごとのお買い上げで1枚ご利用いただける
500円分のお買物券を2枚 (合計1,000円分)プレゼント
:販売中～2021年3月31日(水)まで
販売期間
※11月1日(日)より各ホテルごとに順次販売開始
:三井アウトレットパーク全13施設
対象施設

※画像はすべてイメージで
す。
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三井アウトレットパーク 滋賀竜王
今年で10周年を迎えた三井アウトレットパーク 滋賀竜王では、10年間のご愛顧に感謝の気持ちを込め、
「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。
■三井アウトレットパーク 滋賀竜王 10th Anniversary WINTER SALE
三井アウトレットパーク 滋賀竜王の10周年を記念したスペシャルセールを開催いたします。
各店舗でのおトクなセールをはじめ、10周年限定スペシャルプライスアイテムの販売、
10周年プレゼントキャンペーンなど、さまざまな企画を開催し10周年を盛りあげます。
開催期間:2020年11月18日(水)～12月6日(日)
※詳しくは、2020年11月中旬(予定)に、別途配信するプレスリリースをご覧ください。

※画像はイメージです。

三井アウトレットパーク マリンピア神戸
■神戸インスタントラーメンフェスティバル
珍しいインスタントラーメンが勢ぞろいする「インスタントラーメンフェスティバル」を11月21日(土)～11月23日(月・祝)の
3日間、開催いたします。
今回は、大阪・日本橋にあるインスタントラーメン専門店「やかん亭」協力のもと、あまりお目にかかれない超レアなインスタン
トラーメンなど50種以上を販売いたします。また、大阪の人気ラーメン店「金久右衛門(きんぐえもん)」による人気インスタント
ラーメンを使ったアレンジメニューを実際に味わえる限定店舗も登場いたします。
インスタントラーメン×金久右衛門のコラボラーメンが食べられるのはココだけ!
この機会に、ぜひご来館ください!
開催期間:2020年11月21日(土)～11月23日(月・祝)
開催時間:11:00～19:00
開催場所:船の広場
■マリンピア神戸 TVチャンピオン レゴブロック王 ミュージアム
TVチャンピオン レゴブロック王 3冠王に輝いた「秋⾧さちこ」さんの作品がマリンピア神戸に登場いたします!
番組で受賞した作品など14点のオリジナル作品を館内に展示するほか、LEGO clickbrickの商品も展示いたします。
「TVチャンピオン レゴブロック王 ミュージアム」にぜひお越しください!
展示期間:2020年11月18日(水)～12月25日(金)
展示場所:ファクトリーアウトレッツ ウエスト1F、セントラル1F
■対象店舗ご利用で総額100万円相当キャッシュバックキャンペーン
三井アウトレットパーク マリンピア神戸の対象店舗にて10,000円(税込・合算不可)以上お買い上げいただくと、
抽選で総勢1,000名さまに三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券1,000円分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。
開催期間:2020年11月13日(金)～12月25日(金)
応募場所:ファクトリーアウトレッツ ウエスト1F、セントラル1F、イースト1Fに設置の特設応募BOX
応募方法:館内の対象店舗にてお買い上げいただいた10,000円(税込・合算不可)以上の
レシートを応募用紙に貼り付け、特設応募BOXに投函してください。
※応募用紙は、対象店舗でお渡しいたします。
※対象店舗は館内ポスターもしくは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、後日公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※雨天・荒天時は中止の可能性がございます。
※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 大阪鶴見
■花のデザイン祭り
関西の花の達人によるフラワーデザインバトルや、どなたでも参加できるお花のオークションなどが
楽しめるお祭りです。フラワーアレンジメントの体験コーナーやフラワーマーケットなど、
華やかなイベントが盛りだくさん!この機会に、ぜひご家族そろってお越しください。
開催日 :2020年11月29日(日)
開催時間:11:00～16:00
開催場所:3Fステージ、3F プラザ 特設会場
■第7回 ぱん＆スイーツまつり
大阪府内のバラエティに富んだパンやスイーツのお店が大集合!
テイクアウト商品も多数ご用意しております。
開催期間:2020年12月5日(土)、12月6日(日)
開催時間:10:00～17:00
開催場所:3F プラザ 特設会場
■電子マネー決済でクリスマスブーツをプレゼント
当日に館内で3,000円(税込・合算不可)以上電子決済でお買物のうえ、
レシートを総合案内所でご提示いただくと、クリスマスブーツに入ったお菓子詰め合わせを
プレゼントいたします。
開催期間:2020年12月7日(月)～12月25日(金)
開催場所:3F 総合案内所
※各日先着30名さま限定です。
■クリスマスワークショップ
かわいいサンタの絵柄のマグカップを使ったクリスマスミニツリー作りのワークショップを開催いたします。
手作りミニツリーをお部屋に飾って、素敵なクリスマスを迎えよう!

※画像はすべてイメージです。

開催日 :2020年12月19日(土)
開催時間:13:00～17:00
開催場所:3F プラザ 特設会場
※当日、館内で5,000円(税込・合算可)以上のお買い上げレシートをご提示で、ご参加いただけます。

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、後日公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※雨天・荒天時は中止の可能性がございます。
※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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