【PRESS RELEASE】

2021年12月吉日
三井アウトレットパーク 関東5施設

報道関係者各位

この出会いに、心あったまる

MITSUI OUTLET PARK
「SUPER OUTLET SALE」
「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」開催
「SUPER OUTLET SALE」2021年12月27日(月)～2022年1月10日(月・祝)
「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」2022年1月11日(火)～1月30日(日)
関東5施設＜木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド＞
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 関東5施設(木更津・入間・
幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド)では、2021年12月27日(月)～2022年1月10日(月・祝)の期間、年末年始のおトク
なセール、MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」を開催いたします。さらに、2022年1月11日(火)～1月
30日(日)の期間には、「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」を開催いたします。

「SUPER OUTLET SALE」 「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」概要
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大型セール「SUPER OUTLET SALE」が、初めて年末
年始期間にかけて開催されます。今すぐ着られる冬物アイテム、時計や靴などのファッション小物、おうち時間を充実させる
生活雑貨が豊富にそろっており、大変おトクにお買い求めいただけます。

また、毎年ご好評いただいている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、三密
回避をおこなうため、元日を待たずに年内に予約受付をする①「予約販売」、年内から事前に販売する②「先行販売」、
元日から福袋を販売する③「元日販売」の3種類にカテゴリをわけて販売いたします。(詳細次頁参照)
さらに、2022年1月11日(火)～1月30日(日)の期間は、三井アウトレットパーク「SUPER OUTLET SALE FINAL
OFF」を開催いたします。さらにおトクにお買い物いただけるチャンスをお見逃しなく！
■開催施設：
三井アウトレットパーク 関東5施設
(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド)
■開催期間：
「SUPER OUTLET SALE」
2021年12月27日(月)～2022年1月10日(月・祝)
「SUPER OUTLET SALE FINAL OFF」
2022年1月11日(火)～1月30日(日)
※画像はイメージです。
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。
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：石松・関根・富田
TEL：03-5413-0295 FAX：03-3401-8085 E-mail：m.sekine@fullhouse.jp(関根)
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福袋情報 ～「予約販売」と「先行販売」が狙い目！～
三井アウトレットパーク 関東5施設では毎年恒例の福袋販売を年内から開始いたします。
対象店舗で福袋の予約を事前に受け付け、後日受け取りができる「予約販売」、年末から販売を開始する「先行
販売」に加え、通常どおり1月1日(元日)から販売を開始する「元日販売」の3つの販売方法となります。
対象店舗の福袋を確実に手に入れたい方は「予約販売」、並ばずにお客さまのペースで購入されたい方には「先行
販売」がおススメです！
＜予約販売＞
予約受付期間 ：2021年12月1日(水)～12月26日(日)
受け取り期間 ：～2022年1月3日(月)
＜先行販売＞
先行販売期間 ：2021年12月27日(月)～2021年12月31日(金)
＜元日販売＞
販売期間
：2022年1月1日(元日)～1月3日(月)
※予約販売の受け取り期間・予約受付期間・先行販売の販売期間は店舗により異なる場合がございます。
※店舗により販売方法が異なります。
※画像はイメージです。
※詳細は各施設ウェブサイトをご確認ください。

三井アウトレットパーク×JTB Wa!Life
「50万円相当の感動体験プレゼント！Twitter＆Instagram キャンペーン」
三井アウトレットパークと『JTB Wa!Life』が、お客さまのご要望にあわせて50万円相当の感動体験をコーディネート
するSNSキャンペーンを開催いたします！
感動体験の内容はお客さま次第！ご家族やお友達との楽しい想い出の映像撮影や、パーソナルスタイリストによる
スタイリング、リムジンでのショッピングクルーズ体験など、お客さまが叶えたいことにあわせてゼロから企画いたします。
そのほか、旅行をはじめ、グルメ・雑貨など選りすぐりのアイテムがそろった約1万円相当のカタログギフトのプレゼントも
ご用意！
2022年の楽しい想い出づくりに、ぜひご応募ください。
応募期間：2021年12月6日(月)～2022年1月30日(日)
応募方法：以下いずれかの方法で応募可能です
①三井アウトレットパーク公式Twitterアカウントをフォローいただき対象ツイートをリツイート
②公式Instagramアカウントをフォローいただき対象の投稿に「いいね」を押す
※それぞれのSNSで各1回、合計2回応募が可能です。
アカウント ：@mitsuioutlet
賞品
：■JTB「Wa!Life」50万円相当の感動体験 1名さま
■JTBえらべるギフト「たびもの撰華 椿」 3名さま
※本キャンペーンで当選された方には、2022年2月上旬までにTwitterまたは、
Instagramのダイレクトメッセージで当選通知をお送りします。
※詳細は12月上旬公開予定のウェブサイトをご確認ください。
※プレゼント内容は一部ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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ポイントアップデー
三井アウトレットパーク 関東5施設にて三井ショッピングパークカード《セゾン》など対象カードでのお支払い・ご提示で
通常より＋3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：2022年1月4日(火)～1月10日(月・祝)、1月14日(金)～1月16日(日)、
1月22日(土)、1月23日(日)
開催施設：三井アウトレットパーク 関東5施設
(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド)
※対象カードなどの詳細は、後日公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。

年末年始の営業時間について
■木更津
2021年12月31日(金)：物販 10：00～18：00、レストラン 11：00～18：00、フードコート 10：30～18：00
2022年1月1日(元日) ：物販 9：00～20：00、レストラン 10：30～21：00、フードコート 10：00～21：00
■入間
2021年12月31日(金)：物販 10：00～18：00、レストラン 11：00～18：00、フードコート 10：30～18：00
2022年1月1日(元日) ：物販 9：00～20：00、レストラン 10：00～21：00、フードコート 9：30～21：00
※2022年1月1日(元日)は状況によってオープン時間が早まる可能性がございます。
■幕張
2021年12月31日(金)：物販 10：00～18：00、レストラン・カフェ 11：00～18：00
2022年1月1日(元日) ：物販 10：00～20：00、レストラン・カフェ 11：00～21：00
※2022年1月1日(元日)は状況によってオープン時間が早まる可能性がございます。
■多摩南大沢
2021年12月31日(金)：物販 10：00～18：00、レストラン 11：00～20：00
※TAMAカルチャーカレッジは休業
2022年1月1日(元日) ：物販 10：00～20：00、レストラン 11：00～22：00
※TAMAカルチャーカレッジは休業
■横浜ベイサイド
2021年12月31日(金)：物販 10：00～18：00、レストラン 11：00～18：00、フードコート 10：30～18：00
2022年1月1日(元日) ：物販 9：30～20：00、レストラン 11：00～21：00、フードコート 10：30～21：00

※一部飲食店舗の営業時間およびラストオーダーは店舗により異なりますので、詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。
※ご来館に関する情報、および2022年1月2日(日)、1月3日(月)の営業時間に関しては後日公開予定の施設ウェブサイトを
ご確認ください。
※政府および自治体の協力要請などにより、営業時間は変更になる場合がございます。
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企業タイアップキャンペーン
■カーシェアリング・レンタカーご利用者さま向け お買物券500円分プレゼント
下部記載のカーシェアリング・レンタカーを利用して対象施設へお越しいただいたお客さまに、
5,000円(税込・合算可)のお買い上げでご利用いただける500円分のお買物券を期間限定でプレゼント。
各会員ページ内特典バナーから取得できるQRコードを対象施設の総合案内所にご提示いただくことでお受け取り
いただけます。
＜カレコ・カーシェアリングクラブ＞
開催期間：開催中～2022年3月31日(木)
対象施設：三井アウトレットパーク 11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・ジャズドリーム長島・仙台港・倉敷)
特設ウェブサイトURL：https://www.careco.jp/service/benefits/odekake/mop/
※特典バナーはカレコのクルマをご利用中のみ表示されます。
※カレコ・カーシェアリングクラブは三井不動産リアルティ株式会社が運営するカーシェアリングサービスです。
＜オリックスカーシェア＞
開催期間：開催中～2022年3月31日(木)
対象施設：三井アウトレットパーク 5施設
(木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド)
特設ウェブサイトURL：https://www.orix-carshare.com/campaign/mitsuicoupon/
＜ニッポンレンタカー＞
開催期間：開催中～2022年3月31日(木)
対象施設：三井アウトレットパーク 5施設
(木更津・横浜ベイサイド・仙台港・札幌北広島・北陸小矢部)
特設ウェブサイトURL：https://www.nipponrentacar.co.jp/app/coupon/mop01/
※特典バナーはニッポンレンタカーのクルマをご利用中のみ表示されます。

※画像はすべてイメージです。

三井アウトレットパーク 入間
■豪華賞品が当たる！ 『BIGドリームガチャで運だめし！初夢抽選会』開催
高さ2mを超える巨大ガチャが三井アウトレットパーク 入間に登場！
当日、館内で10,000円以上(税込・合算可)お買い上げで1回、
20,000円以上(税込・合算可)お買い上げで2回、
豪華賞品が当たる巨大ガチャ抽選会にご参加いただけます。
開催期間：2022年1月8日(土)～1月10日(月・祝) 計3日間
開催時間：10：00～20：00
開催場所：センタープラザ
※当日お買い上げのレシートのみ対象。
※参加条件・景品内容など、詳細は2022年1月上旬公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
※実施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。
※画像はイメージです。
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三井アウトレットパーク 木更津
■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×いちご狩り
アウトレットショッピングと施設周辺の“いちご狩り”をおトクに満喫。
三井アウトレットパーク 木更津といちご園でそれぞれスタンプを1つずつ押し、
2つのスタンプがそろった参加用紙を対象施設にご提示いただくと特典をプレゼント！！
開催期間：2022年1月2日(日)～5月下旬
※いちご園によって開始/終了日が異なります。
開催場所：三井アウトレットパーク 木更津と周辺のいちご園
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
※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。

■Kisarazu Style on WEB
三井アウトレットパーク 木更津では、特設ウェブサイト
「Kisarazu Style on WEB」にてバレンタインギフトに
おススメのアイテム、NewShopや注目Shop情報を発信しています！
開催期間：2022年1月25日(火)～
※実施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。

※画像はすべてイメージです。

三井アウトレットパーク 幕張
■コトモノマルシェ
全国から厳選したハンドメイドアクセサリー作家による商品を
多数展開しております。アウトレットならではのセール商品や
大変お買い得なハッピーバッグをご用意しております。
掲載期間：2022年1月5日(水)～1月30日(日)
開催場所：C-SITE 1F 特設会場
※実施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
■全館ポイントアップデー併催「ショップ別ポイントアップデー」
おトクなセール期間中＆全館ポイントアップデー(＋3ポイント)に、
さらにポイントがたまるショップ別ポイントアップデーを開催します。
最大14ポイントアップ！この機会にお買物もポイントもダブルで
トクしませんか？
開催期間：第1弾 2022年1月4日(火)～1月10日(月・祝)
第2弾 2022年1月14日(金)～1月16日(日)
第3弾 2022年1月22日(土)、1月23日(日)
対象店舗：参加各店舗
※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。

■セレモニー＆フレッシャーズアイテムがそろいます！
三井アウトレットパーク 多摩南大沢で、半期に一度のセールの時期に
卒入園・入学・入社の準備をおトクに始めませんか？
各種アイテム取扱いショップを施設WEBサイト、館内ポスターで告知いた
します。ぜひ、チェックしてみてください。

開催期間：2021年12月27日(月)～
対象店舗：館内各店舗
※詳細は、12月27日(月)公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。

■多摩南大沢「もぐもぐマルシェ」開催
これまで地元農家さんと人気パン店の出店で賑わっていたマルシェに、
「おいしいスイーツ」が登場！館内のお買い物と一緒に甘～いスイーツを
お土産に買ってみてはいかがですか？売り切れ次第終了となりますので、
お買い求めの際はぜひお早目にご来館ください。
開催期間：2022年1月15日(土)、1月16日(日)
開催時間：11：00～17：00
設置場所：ファクトリーアウトレッツA街区
※雨天決行、荒天中止。
※商品が無くなり次第終了。

※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 横浜ベイサイド
■最大3万円のお買物・お食事券が当たる！
2022新春！321本引き
先着321名さま限定で、1回5,000円(現金のみ)で参加いただける
321本引きを開催いたします。
5人に1人、10,000円分以上のお買物・お食事券が当たるほか、末等でも
5,500円分が当たり500円分はおトク！ぜひ、ご参加ください！
開催日 ：2022年1月3日(月)
開催時間：10：00～ 無くなり次第終了
※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。
※実施内容はすべて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。

■Bayside Seasonal Information ～2021Winter～
特設ウェブサイトにて三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドの
見逃せない季節のアイテムや情報を発信しています！
ショップスタッフのおススメアイテムは要必見です！
開催期間：開催中～2022年1月31日(月) ※予定
※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。
※実施内容はすべて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。

■横浜ベイホッピングクルーズが期間限定で運航！
みなとみらい(ぷかり桟橋)～横浜ベイサイドマリーナ
(乗り場まで横浜ベイサイドから徒歩約3分)間を結ぶクルーズ船
「シエルブルー」が期間限定で運航いたします。
非日常的な空間・時間を体験することができます。
この機会をお見逃しなく！
運航期間：2022年1月13日(木)～1月16日(日)、
1月20日(木)～1月23日(日)、1月27日(木)～1月30日(日)、
2月4日(金)～2月7日(月)、2月11日(金・祝)～2月14日(月)、
2月18日(金)～2月21日(月)
※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。
※実施内容はすべて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。
※画像はすべてイメージです。
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