
三井不動産商業マネジメント株式会社

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 15周年アニバーサリーセール」 詳細

2017年2月吉日
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

おかげさまで15周年

「15周年アニバーサリーセール」＆「新店舗/リニューアル店舗情報」

2017年3月16日(木)～4月3日(月)：19日間

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、国内外の有名メーカー＆ブランド・セレクトショップから選りすぐりのアイ

テムを提供しているアウトレットモール 『三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島』では、2017年3月に開業15周年を迎えます。そこで15年間の

ご愛顧に感謝を込めて『三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 15周年アニバーサリーセール』 を2017年3月16日(木)～4月3日(月)の

期間、開催いたします。

『三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 15周年アニバーサリーセール』は、開業15

周年を記念して合計19日間のセールです。お値打ちなファッションアイテムをさらにおトク

にゲットできるのはもちろん、15周年ならではの楽しいイベント、「15」にちなんだ特典など、

魅力的なコンテンツが盛りだくさん。

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 15周年アニバーサリーセール」 概要

【開催期間】2017年3月16日(木)～4月３日(月)

※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。

報道関係者各位
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大抽選会

15周年を記念した大抽選会を開催。館内にて当日5,000円（税込・合算可）
以上のお買上げレシートで抽選会に参加いただけます。三井アウトレットパーク ジャ
ズドリーム長島で使用できるお買物券10万円分やいちご詰め合わせ、その他豪華
賞品などが当たります。

開催期間：2017年3月25日(土)、3月26日(日）
開催場所：パークサイドエリア1F ポップジェット付近

【賞品内容(一部)】
・10万円分お買物券×1名様、15,000円分お買物券×20名様、1,500円分お買物券×100名様、500円分お買物券×1,000名様

・三井ガーデンホテル名古屋プレミア
ペア宿泊券×1組2名様
・ 「cyma」自転車×1名様
・カフェ タナカ ジャズ いちごホールケーキ引換券×10名様
・三重県産 いちご詰め合わせ×5名様
・多度グリーンファーム いちご狩りペアチケット×3組6名様
・ナガシマリゾート ホテル花水木
ご昼食プラン はまぐり三昧ペアチケット×5組10名様

三重県ご当地キャラクター館内グリーティング

15周年のお祝いに三重県のご当地キャラクターが登場。お客様との写真撮影や
お菓子配布をしながら館内を練り歩きます。

開催期間：2017年3月18日(土)～3月20日(月・祝)
開催場所：館内各所(1日4回実施予定）

ゆめはまちゃん ごーたん

【来場予定】

多度グリーンファーム
いちご狩り(チョコファウ
ンテン付コース)

三井ガーデンホテル
名古屋プレミア ペア宿泊券

特賞
お買物券

10万円分！

「cyma」
自転車
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開催期間：2017年3月16日(木)～2018年3月31日(土）
開催場所：各飲食店舗

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 15周年アニバーサリーセール」 詳細
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15周年特別限定メニュー

15周年を記念して、飲食店舗で特別限定メニューを販売。2018年3月31日(土)まで年間を通じて販売いたします。

カフェクオーレ/
名古屋トースト 700円

來杏 担担麺房/
激辛ハバネロ担担麺 1,000円

鶏三和/
名古屋コーチン親子丼
お楽しみ御膳 1,500円

■メニュー例

ナガシマキッチン/限定5食
かしわ焼肉定食

1,030円→150円

3月28日(火)限定 150円メニュー・15周年限定メニュー

開業15周年を迎える誕生日である3月28日(火)限定のイベントを開催。飲食店舗で150円メニューや15周年を記念した1日
限りの飲食メニューを販売いたします。

開催期間：2017年3月28日(火）
開催場所：各飲食店舗

ナガシマキッチン/限定5食
四日市大とんてき定食

1,700円→150円

ナガシマキッチン/限定5食
松阪牛入り煮込みハンバーグセット

1,850円→150円

(その他メニュー例)
來杏 担担麺房/限定3食 油淋鶏＆汁有り担担麺セット 1,200円→150円、ふじのみや本舗/限定15食 富士宮焼きそば 600円→150円、
回転寿し 氷見 きときと亭/限定15食 15周年特別盛合せ 150円、カフェ タナカ ジャズ/限定15食 15thアニバーサリーJAZZロール 150円 など

鶏三和/限定3食
名古屋コーチン親子丼

1,080円→150円

※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。

3月28日(火)限定 先着150名様にいちごプレゼント

先着150名様に三重県ご当地キャラクター「ごーたん」からいちご(食べ比べセット)
をプレゼントいたします。

開催期間：2017年3月28日(火)
開催場所：パークサイドエリア1F ポップジェット前
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「15」にちなんだプロモーションを展開

15周年を記念して限定商品や「15」にちなんだ各種プロモーションを展開いたします。

開催期間：2017年3月16日(木)～4月3日(月）
開催場所：参加店舗

ラフマ・ミレー アウトレット/15着限定
防水ストレッチジャケット

31,320円→15,000円

ローリーズファーム・グローバルワーク
アウトレット/

ミリタリーブルゾン(レディース)
7,560円→1,500円

ボルサカーサ/15周年限定商品
革バッグ各種 15,000円～

■プロモーション例

※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。

いちごメニュー

期間中、15周年を記念して、飲食店舗でいちごメニューを販売いたします。

開催期間：2017年3月16日(木)～4月3日(月）
開催場所：各飲食店舗

クリスピー・クリーム・ドーナツ/
ストロベリーチョコ スプリンクル 190円

ゴディバ/ホワイトチョコレート
ストロベリー 600円

カフェクオーレ/
いちごのクリームチーズ
パンケーキ 650円

■メニュー例

MOMI＆TOY‘S/
いちごホイップ 480円
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館内花文字フォトスポット設置＆インスタグラム投稿キャンペーン

15周年の花文字をデザインしたフォトスポットを設置
(2018年3月31日（土）まで)。
フォトスポットで写真を撮影して
指定したハッシュタグ(#ジャズフォト、＃ジャズドリーム長島）を付けて
インスタグラムに投稿していただいたお客様へ
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島で使用できるお買物券が抽選で
当たるインスタグラム投稿キャンペーンを実施いたします。

開催期間：2017年3月16日(木)～2018年3月31日(土）
開催場所：ノースエリア1F ジャクソンスクエア

多度グリーンファーム イベント

期間中、多度グリーンファームがキッチンカーが登場。
15にちなんだいちごや農産物、いちごを使ったスイーツなどを販売いたします。
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島15周年とコラボレーションした商品も販売予
定。

開催期間：2017年3月18日(土)～3月20日(月・祝）
開催場所：ノースエリア1F センタープラザ予定

(メニュー例)
ジャズドリーム長島限定！朝摘みいちご３種食べ比べセット、いちごサンデー、
いちごシュークリーム、いちごクレープ（予定）。

15周年をお祝いにハワイのトップダンサーとミュージシャンが来日いたします。
日本のダンサーとともに心をこめたフラを披露いたします。

開催期間：2017年3月19日（日）
開催場所：サウスエリア1F サザンベルスクエアステージ

Na Maka O Pu'uwai Aloha ハワイアンコンサート

※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。

15年後の自分を描こう! キッズお絵かきイベント開催

15周年を記念して、お子様向けにお絵かきイベントを開催。
描いていただいた絵は後日、館内で展示いたします。

15年後の自分、夢や目標をかいてみよう!

開催期間：2017年3月11日(土)、3月12日(日)、
2017年3月18日(土)～3月20日(月・祝)

開催場所：ノースエリア2F キッズルーム
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※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。

三井ショッピングパークカード 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≫のクレジット払いで100円(税抜)につき通常2
ポイントのところ、期間中はプラス1ポイントの3ポイントがもらえるポイントアップデーを
開催。さらに、ショップ別ポイントアップも同時開催。
ポイントアップデー・ショップ別ポイントアップの詳細はウェブをご覧ください。

開催期間：2017年3月17日(金)～3月20日(月・祝)

長島温泉「湯あみの島」入館割引券(ペア)プレゼントキャンペーン

期間中館内での20,000円（税込・合算可）以上お買上げレシートを提示いただくと
長島温泉「湯あみの島」入館割引券をペアでプレゼントいたします。

開催期間：2017年3月4日(土)～3月31日(金）
開催場所：平日/ノースエリア1F 総合案内所、土日祝/パークサイドエリア1F トリー バーチ前

自転車通販「cyma」期間限定出店

自転車通販「cyma」が期間限定出店。人気の自転車を特別価格で販売
いたします。

開催期間：2017年3月16日(木)～4月3日(月)
開催場所：パークサイドエリア1F フレンチコート

さらに15周年記念で15台限定で人気自転車「Roadia」を
10,800円にて販売いたします。

人気自転車「Roadia」（全5色）
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※画像はすべてイメージです。

【取材・掲載に関するお問い合せ】
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 担当：土屋・田中・永戸

TEL：0594-45-8700 FAX：0594-45-8711

詳細情報、ご不明点などがございましたらお気軽に下記までお問い合せください。

■ 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 施設概要■

2002年3月に開業した三井不動産が展開するアウトレットモール。
2011年9月に4期増床を行い、現在約240店舗。

2017年秋には5期増床、約40店舗増え、
スケールアップOPEN! 国内最多店舗数の約280店舗に!

住所：三重県桑名市長島町浦安368
店舗数：約240店舗（うち飲食店他27店舗含む）
営業時間：10：00～20：00
(3月1日(水)までは10：00～19：00、
3月18日(土)、3月19日(日)は10：00～21：00）

※カフェ・レストランは店舗により異なる。
休館日：不定休（2月28日(火)は休館日）

＜アクセス＞

●自動車
・伊勢湾岸自動車道

「湾岸長島I.C」降りてすぐ
・東名阪自動車道「長島I.C」

より約10km（約20分）

●公共交通機関
・名古屋駅（名鉄バスセンター）発

長島温泉行きバスで最速50分

・中部国際空港セントレアより
長島温泉行きバスで50分

・近鉄名古屋線・JR関西線｢桑名駅｣
よりバスで約20分
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第5期南エントランス

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 新店舗/リニューアル店舗情報」 詳細

2017年2月＆3月新店舗/リニューアル店舗情報

15周年に合わせて店舗入替大規模リニューアルを実施いたします。新店舗、リニューアル店舗が2月より順次オープンいたします。

マッキントッシュ/トラディショナル
ウェザーウェア
サウスエリア１F/

1270区画
2月19日(日)オープン

(期間限定SHOP）

■NEW OPEN（一部）

ボス アウトレット
ノースエリア１F/

4070区画
2月25日(土)オープン

ブルネロ クチネリ
ノースエリア１F/

4060区画
3月3日(金)オープン

マッキントッシュ ロンドン/
マッキントッシュ フィロソフィー

サウスエリア１F/
1340区画

3月17日(金)オープン

※画像はすべてイメージです。

ブルーレーベル/ブラックレーベル・
クレストブリッジ
サウスエリア１F/

1360区画
3月17日(金)オープン

INTERMEZZO
ノースエリア１F/

4270区画
2月24日(金)オープン
（期間限定SHOP）

■リニューアルOPEN（一部） WEGO 
OUTLETS
3月4日(土)
リニューアル
オープン

NIKE FACTORY 
STORE

3月17日(金)
リニューアル
オープン

第5期内観


