【PRESS RELEASE】

2021年10月吉日
三井アウトレットパーク 倉敷

報道関係者各位

10周年セール開催
2021年11月12日(金)～11月28日(日)
三井アウトレットパーク 倉敷 ・ アリオ倉敷

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 倉敷と株式会社
セブン＆アイ・ホールディングス傘下の株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク(代表取締役社⾧:泉井 清志)が
運営するアリオ倉敷は、開業10周年を記念して「10周年セール」を2021年11月12日(金)～11月28日(日)
に開催いたします。
期間中は10周年を記念した装飾や、地元のプロバスケットボールチーム・トライフープ岡山によるバスケットボー
ルイベント、地域のアーティスト、クリエイターが出店するマルシェなどを、皆さまに安心してお楽しみいただけるよう新
型コロナウイルス感染症への対策を徹底したうえで実施いたします。
また、本セールでは三井アウトレットパーク 倉敷・アリオ倉敷に隣接する倉敷みらい公園との連携をより深め、地
域に密着した取り組みを強化してまいります。
リリース概要
1. 10周年セール
2. 10周年記念装飾
3. 10周年記念イベント
4. 三井アウトレットパーク 倉敷 ・ アリオ倉敷 10周年合同キャンペーン
5. お得情報
6. 倉敷みらい公園イルミネーション「くらしき きらめきのみち」
7. 三井アウトレットパーク 倉敷 「Kurashiki Circle」
8. 三井アウトレットパーク 倉敷 新店情報
※政府および自治体の協力要請などにより、営業時間、駐車場、利用時間、営業内容に変更が生ずる場合がございます。
ご来館の際には、施設ウェブサイトをご確認のうえお越しください。

【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 倉敷のイベント・キャンペーンについて＞
三井アウトレットパーク 倉敷 オペレーションセンター 担当:木田・白井・山根・片桐
TEL:086-423-6500(受付時間 10:00～18:00) FAX:086-422-8330
＜アリオ倉敷のイベント・キャンペーンについて＞
アリオ倉敷 SC管理事務所
TEL:086-434-1111(受付時間 10:00～20:00)
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1. 10周年セール
三井アウトレットパーク 倉敷・アリオ倉敷は、10周年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて「10周年セール」を
開催いたします。期間中は、「10」にちなんださまざまなおトクを多数ご用意いたします。この機会に三井アウト
レットパーク 倉敷・アリオ倉敷を心ゆくまでお楽しみください。
■開催施設:三井アウトレットパーク 倉敷・アリオ倉敷
■開催期間:2021年11月12日(金)～11月28日(日)

10周年セール 店舗特典
スペシャルオフ
1,000円(税込)以上お買い上げで50％OFFなど、よりお求めやすい価格に。
「10」にちなんだおトクな商品
1,000円均一コーナーや10周年スペシャルプライス商品など、10にちなんだおトクをご用意いたします。
※画像はイメージです。

2. 10周年記念装飾
1. 10周年マステリボンモニュメント
三井アウトレットパーク 倉敷に、10周年を記念したロゴモニュメントが登場いたします。

三井アウトレットパーク
倉敷
※画像はイメージです。

■設置期間:11月14日(日)～2022年3月末 ※予定
■設置場所:1F マイケル・コース前
10周年ロゴ マステリボンワークショップ【各日先着100名様】
モニュメントのワイヤーフレームに願い事を書いたウィッシュリボンを飾る
ワークショップを開催いたします。
■開催日時:11月13日(土)・11月14日(日) 11:30～16:00
■参 加 費 :無料

2. 10周年記念 プロジェクションマッピング

三井アウトレットパーク
倉敷

プロジェクションマッピングによる光と音の演出をお楽しみいただける10周年記念イベントを開催いたします。
また、プロピアニストのストリートピアノ演奏とプロジェクションマッピングのコラボレーションイベントも実施いたします。
■プロジェクションマッピング実施期間:2021年11月12日(金)～2022年3月末 ※予定
■演奏イベント開催日:2021年11月23日(火・祝)・12月25日(土)
■実施場所:三井アウトレットパーク 倉敷1F イベントスペース

※詳細は2021年11月4日(木)公開予定の三井アウトレットパーク 倉敷ウェブサイトをご確認ください。※画像は全てイメージです。
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3. 10周年記念イベント

三井アウトレットパーク
倉敷

1. 3×3 MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI × トライフープ岡山
トライフープ岡山 スポンサー契約について
この度、三井アウトレットパーク 倉敷はトライフープ岡山とのスポンサー契約を締結いたします。
今後はトライフープ岡山と経常的に連携し、地域貢献となるイベントを実施してまいります。
トライフープ岡山 イベントについて
地元岡山のプロバスケットボールチーム「トライフープ岡山」の選手たちによるバスケットボールイベントです。
サテライトチームによるデモンストレーションやプロから直接指導を受けられるバスケットボール教室などを開催い
たします。
■開催日時:2021年11月13日(土)・11月14日(日)
＜イベント内容＞
2021年11月13日(土)・14日(日)
・バスケットボール教室
・リズムトレーニング教室
・フリースローチャレンジ
2021年11月14日(日)のみ
・3×3デモンストレーション
・トライフープ岡山公式試合パブリックビューイング
・HOOP STARS ダンスパフォーマンス

※詳細は2021年11月4日(木)公開予定の三井アウトレットパーク 倉敷ウェブサイトをご確認ください。※画像はイメージです。
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3. 10周年記念イベント
2. マルシェ情報
1. おはよう市

アリオ倉敷

■開催日時:2021年11月14日(日)
9:00～12:00
■開催場所:アリオ倉敷屋外イベント広場・倉敷みらい公園
2. アウトドアマーケット Vol.3

アリオ倉敷

■開催日時:2021年11月21日(日)
10:00～16:00
■開催場所:アリオ倉敷屋外イベント広場・倉敷みらい公園

3. くらしきプリンフェス

三井アウトレットパーク
倉敷

■開催日時:2021年11月20日(土)・21日(日)
各日10:00～17:00
■開催場所:三井アウトレットパーク 倉敷1F イベントスペース

4. 倉敷ワインフェス～2回目のクラバン～

アリオ倉敷

■開催日時:2021年11月23日(火・祝)
11:00～16:00
■開催場所:アリオ倉敷屋外イベント広場・倉敷みらい公園

5. スイーツマーケット Vol.15

アリオ倉敷

■開催日時:2021年11月28日(日)
9:00～15:00
■開催場所:アリオ倉敷屋外イベント広場・倉敷みらい公園

6. おかやまマルシェ

三井アウトレットパーク
倉敷

■開催日時:2021年11月27日(土)・28日(日)
各日10:00～18:00
■開催場所:三井アウトレットパーク 倉敷1F イベントスペース
※詳細は2021年11月4日(木)公開予定の各施設ウェブサイトをご確認ください。※画像は全てイメージです。
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4. 三井アウトレットパーク 倉敷 ・ アリオ倉敷 10周年合同キャンペーン
1. 8のつく日はハッピーデー
アプリde支払いご利用でポイントゲット

三井アウトレットパーク
倉敷

アリオ倉敷

期間中の8のつく日限定で、三井アウトレットパーク 倉敷、アリオ倉敷ともに対象店舗でお得にお買物ができ
る特典をご用意いたします。さらに三井アウトレットパーク 倉敷では、毎月8のつく日にアプリde支払いをご利用
で、通常100円(税抜)につき2ポイントのところ+3ポイント付与いたします。
■開催期間:2021年11月18日(木)～2022年3月31日(木) 内の8のつく日
※アプリde支払いご利用でのポイント付与は三井アウトレットパーク 倉敷のみとなります。

2. アリオ倉敷グルメ店舗で
三井ショッピングパークポイント2倍

三井アウトレットパーク
倉敷

アリオ倉敷

アリオ倉敷のグルメ店舗をご利用いただいたレシートを、三井アウトレットパーク 倉敷にご持参いただくと、三井
ショッピングパークポイントを通常の2倍プレゼントいたします。
■開催期間:2021年11月12日(金)～2022年3月31日(木)

3. 10周年記念合同抽選会

三井アウトレットパーク
倉敷

アリオ倉敷

期間中、三井アウトレットパーク 倉敷とアリオ倉敷にて5,000円(税込・合算可)お買い上げごとに1回、豪
華景品が当たる抽選会にご参加いただけます。さらに、両施設でのお買い上げレシートをご提示いただくと+1
回チャレンジいただけます。
■開催日時:2021年11月27日(土)・28日(日)
■開催時間:10:00～
■開催場所:アリオ倉敷 1F センターコート
※景品がなくなり次第終了 ※お一人さま10回まで
※詳細は2021年11月4日(木)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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5. お得情報
三井アウトレットパーク
倉敷

1. 全館ポイントアップデー

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・ご提示でおトクにポイントがたまる
「ポイントアップデー」を開催いたします。
■開催期間:2021年11月12日(金)～11月14日(日)
＜対象カード＞
【クレジット機能付き】 100円(税抜)につき通常2ポイント → 10ポイント (プラス8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)、
三井ショッピングパークアプリ(アプリde支払い用QRコード)
【クレジット機能なし】 100円(税抜)につき通常1ポイント → 9ポイント (プラス8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(クレジット機能なしポイントカード) 、
三井ショッピングパークアプリ(ポイント用QRコード)
※三井アウトレットパークカードは対象外です。
※参加時に対象カードまたは三井ショッピングパークアプリ内対象画面の提示が必要です。
※お支払い方法、店舗によりポイント数が異なります。

2. 三井ショッピングパークアプリ 来館チャンスゲーム 倉敷ジャンボ

三井アウトレットパーク
倉敷

期間中、三井ショッピングパークアプリ内にて、三井アウトレットパーク 倉敷にご来館の方を対象に三井ショッ
ピングパークポイントプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■開催期間:2021年11月12日(金)～11月28日(日)
＜賞品:三井ショッピングパークポイント＞
1等／1,000ポイント 2等／50ポイント 3等／30ポイント 4等／10ポイント 5等／5ポイント

3. 永久不滅ポイント10倍プレゼント【抽選100名さま】

三井アウトレットパーク
倉敷

期間中、三井アウトレットパーク 倉敷館内にて20,000円(税込・合算可)以上を三井ショッピングパーク
カード《セゾン》にてクレジット払いいただいた方の中から抽選で100名さまに、永久不滅ポイントを通常時の
10倍プレゼントいたします。
■開催期間:2021年11月12日(金)～11月28日(日)

4. 新規入会・当日利用で
最大3,500円分プレゼント＆ペア入会キャンペーン

三井アウトレットパーク
倉敷

期間中、三井ショッピングパークカード《セゾン》に新規入会、当日ご利用いただくと、最大3,500円分をプレゼ
ントいたします。また、ペアでご入会いただいた方には三井アウトレットパーク共通お買物・お食事券500円分を
それぞれにプレゼントいたします。
■開催期間:2021年11月12日(金)～12月31日(金)
三井不動産商業マネジメント株式会社
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5. お得情報
5. プレミアムクーポン販売【限定700セット】

アリオ倉敷

アリオ倉敷専門店でお買物・お食事に使えるプレミアムクーポン12,000円分を10,000円で販売いたします。
■販売期間:2021年11月12日(金)～11月14日(日)
■販売時間:9:00～
＜販売セット数＞
11月12日(金) 300セット、11月13日(土) 200セット、11月14日(日) 200セット
※各日なくなり次第終了 ※プレミアムクーポンの有効期限は2021年12月31日(金)までとなります。

6. 請求時5％OFFキャンペーン

三井アウトレットパーク
倉敷

期間中、下記対象カードでのクレジット払いをご利用いただくと、ご請求時にご利用金額から5％OFFいた
します。
■開催期間:2021年11月20日(土)～11月23日(火・祝）
＜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、
三井ショッピングパークアプリ(アプリde支払い用QRコード)
※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％OFF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％OFF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2021年11月4日(木)公開予定の各施設ウェブサイトをご確認ください。

6. 倉敷みらい公園イルミネーション「くらしき きらめきのみち」
倉敷みらい公園イルミネーションを今年も実施いたします。また、2021年11月21日(日)～2022年2月14
日(月)の期間中は、10周年特別仕様で点灯し、倉敷みらい公園北エリアでは、医療従事者などのエッセン
シャルワーカーの皆さまへ感謝と応援の気持ちを届けるため、一定間隔でエリア全体のイルミネーションをブルーに
切り替えて点灯いたします。
■点灯期間:2021年11月3日(水・祝)～2022年2月14日(月)
※ 2021年11月21日(日)から10周年特別仕様
■点灯時間:17:00～23:00
■実施場所:倉敷みらい公園、あちてらす倉敷
■使用球数:LED約15万球
※今年はJR倉敷駅での実施はありませんのでご注意ください。

三井不動産商業マネジメント株式会社
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7. 三井アウトレットパーク 倉敷 「Kurashiki Circle」
三井アウトレットパーク 倉敷では、地域のコミュニティ活動の応援や地域の

三井アウトレットパーク
倉敷

つながりの場の創出を目的とした、「交わろう・つながろう Kurashiki Circle」の運用を開始しております。
ワークショップやイベントの開催、アート作品の展示など地域の皆さまの「発信の場」「生産の場」「交流の場」
として三井アウトレットパーク 倉敷内のカフェテリアスペースをご利用いただくことで垣根を超えた出会い、
つながりを生み出す場づくりを目指しています。
■利用可能時間:10:30～19:30
■利 用 料 金:無料
＜お問い合わせ窓口＞ 株式会社タカラ不動産
TEL.086-451-4720／メール info@takara-re.com
※Kurashiki Circleをご利用いただく際には、事前にご予約いただく必要があります。
上記、お問合せ先のメールアドレスに必要事項を明記の上、ご連絡ください。
いずれも、担当者より折り返しご連絡、ご返信させていただきます。
※詳細は三井アウトレットパーク 倉敷ウェブサイトをご確認ください。

8. 三井アウトレットパーク 倉敷 新店情報
10月31日(日)OPEN
和栗モンブラン専門店 栗歩／私は恋をした

三井アウトレットパーク
倉敷

栗本来の香りと甘みが堪能できる絞りたてのモンブランクリームが魅力のモンブラン専門店「栗歩」と、
韓国で流行中の「トゥンカロン(太っちょマカロン)」を販売するマカロン専門店「私は恋をした」が
オープンいたします。
■店舗情報
三井アウトレットパーク 倉敷 1F 1210区画 グルメ＆フード
「和栗モンブラン専門店 栗歩／私は恋をした」
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