
2017年3月吉日
三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島」がリフレッシュ!
27店舗が新規オープン・リニューアル

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 ジャズドリーム⻑島』では2017年3月〜6月にかけて東海地区
初出店を含むバラエティに富んだ計27店舗（新規9店舗、リニューアル18店舗）が順次オープン、お客さまによりお買物を楽しんで
いただける施設へとリフレッシュ、進化いたします。

ファッション、スイーツなど⼥性にうれしい多彩な店舗が新規・リニューアルオープン

報道関係者各位

ファッション＆雑貨

※東海地区：愛知・岐阜・三重・静岡
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食品

※一部掲載

スポーツ＆アウトドア



新規出店、移転・リニューアル店舗一覧
ファッション＆雑貨

新規店舗

●MERCURYDUO
レディス
4月21日(⾦)オープン

●FAIRFAX OUTLET
メンズ／レディス
3月27日(月)オープン

●SM2 OUTLET 
レディス
3月10日(⾦)オープン

●ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジ
メンズ／レディス
3月17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
メンズ／レディス
3月17日(⾦)オープン
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●MITSUMINE
メンズ／レディス
5月25日(木)オープン

※一部掲載

●ダイアナ
シューズ＆バッグ
4月21日(⾦)オープン

●madras
シューズ＆バッグ
4月21日(⾦)オープン



●LeSportsac
シューズ＆バッグ
4月1日(土)オープン

●イネド
レディス
4月1日(土)オープン

●FEILER FACTORY
ファッショングッズ
3月2日(木)オープン

新規出店、移転・リニューアル店舗一覧
ファッション＆雑貨

移転・リニューアル店舗

●スワロフスキー
ウォッチ＆アクセサリー
4月7日(⾦)オープン

●ADORE
レディス
4月7日(⾦)オープン

●エルメネジルド ゼニア
アウトレット ストア

メンズ
4月1日(土)オープン
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●Levi’s® FACTORY OUTLET
メンズ／レディス
4月21日(⾦)オープン
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●TRIUMPH
ファッショングッズ
4月21日(⾦)オープン

●ANYA HINDMARCH
レディス
4月21日(⾦)オープン

※一部掲載

●眼鏡市場
ファッショングッズ
4月21日(⾦)オープン

●NEWYORKER
メンズ／レディス
4月19日(水)オープン

●VERITE
ウォッチ＆アクセサリー
4月21日(⾦)オープン

´ ´



●MAJESTIC LEGON
レディス
4月27日(木)オープン

●Fukuske Outlet
ファッショングッズ
4月21日(⾦)
スケールアップオープン

新規出店、移転・リニューアル店舗一覧
ファッション＆雑貨

移転・リニューアル店舗

移転・リニューアル店舗

●LONGCHAMP 
シューズ&バッグ
4月28日(⾦)オープン

●GUNZE
ファッショングッズ
5月10日(水)オープン

●FURLA 
シューズ&バッグ
6月1日(木)オープン

スポーツ＆アウトドア
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食品
新規店舗

●FUJIYA SWEETS FACTORY 
グルメ＆フード 4月19日(水)オープン

※一部掲載

●adidas factory outlet
スポーツ＆アウトドア
4月14日(⾦)
スケールアップオープン

移転・リニューアル店舗

※画像はすべてイメージ

不⼆家がつくりたて、焼きたてにこだわったスイーツをご⽤意
してお待ちしています。お買い物のひとときに、おいしい
スイーツをぜひお楽しみください。



『三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島』では、2017年4月21日(⾦)〜5月8日(月)の期間、
「三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島 リフレッシュセール」を開催いたします。期間中、多くの店舗が新規・リニューアルオープン
し、さらに魅⼒的な施設へとリフレッシュ、進化いたします。お値打ちなファッションアイテムをさらにお得にゲットできるのはもちろん、
魅⼒的なイベントが盛りだくさん。ショッピングもグルメも楽しめます。

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島 リフレッシュセール」 概要

【開催期間】2017年4月21日(⾦)〜5月8日(月)
【実施内容(予定)】
5月3日(水・祝)〜5月7日(日)は通常より1時間早い9：00オープン!
混雑する前にごゆっくりお買物をお楽しみいただけます。ゴールデンウィークは「朝トクタイムセール」、「OVER50
コーヒープレゼント」など朝がお得！
■お得に午前割 お買物券プレゼントキャンペーン
下記の開催期間中、当日12時までに館内で3,000円(税込・合算不可)以上お買い上げ
いただいたレシートご提示で各日先着300名様に500円分のお買物券をプレゼントいたします。

■50才以上の方限定!９時〜１０時の来館で「OVER50 コーヒープレゼント」キャンペーン
下記の開催期間中、10時までに50才以上の方限定(50才以上であることが確認できる身分証明書
(免許証など)の提示)でコーヒーをプレゼントいたします。
※引換え当日時点で50才以上の方が対象となります。

開催期間：2017年5月3日(水・祝)〜5月7日(日）
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※画像はすべてイメージです。

※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。

■午前中がお得！各店舗にて「朝トクタイムセール」を開催
午前中(9時〜12時)だけのタイムセールを開催いたします(開催時間、内容は店舗によって異なります)。

開催期間：2017年5月3日(水・祝)〜5月7日(日）

開催期間：2017年5月3日(水・祝)〜5月7日(日）
開催時間：9：00〜12：00

■平日限定500円ワンコインメニューを販売
下記の開催期間中、平日限定(5月1日(月)、5月2日(火)除く)で飲食店舗で500円ワンコインメニューを販売いたします。
開催期間：2017年4月21日(⾦)〜5月8日(月) ※5月1日(月)、5月2日(火)除く
開催場所：各飲食店舗

ナガシマキッチン 四日市とんてき／先着限定5食
こまぎれとんてき定食
1,350円→500円

ナガシマキッチン 華龍／先着限定5食
karyuラーメン

(しょうゆラーメン、水餃子セット）
850円→500円

ナガシマキッチン 松阪グリル／先着限定5食
うきさとむら からあげ南蛮仕⽴てセット

1,150円→500円



「三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島 リフレッシュセール」 概要

■キッズイベントを毎月開催！お⼦様にお得な「キッズパスポート」の発⾏
2017年4月16日(日)より毎月開催するキッズイベントへの参加で｢キッズパスポート」を発⾏、
キッズイベントに参加したり、平日に対象店舗のキッズメニューを注文するとスタンプを
プレゼント。スタンプが3つ集まったら素敵な商品をプレゼントいたします。
またキッズ向け店舗での優待もあります。
開催期間：2017年4月16日(日)〜2018年3月31日(土)

◆キッズイベント開催予定一覧

富士宮やきそば／先着限定15食
もちもちポテト各種

600円〜800円→150円

2017年4月15日(土)より毎月15日は飲食店舗で150円メニューを販売いたします。
店舗、メニューは月によって替わります。
開催期間：2017年4月〜2018年3月までの毎月15日
開催場所：飲食店舗(毎月2〜3店舗)

ナガシマキッチン
松阪グリル／先着限定5食
うきさとむら からあげセット

※通常からあげ5個が15個に
1,030円→150円

■毎月15日は150円メニューを販売

◆4月15日(土)販売メニュー
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■プレミアムフライデー企画
4月28日(⾦)から各店舗でプレミアムフライデー限定の特典をご⽤意いたします(店舗によって異なります)。
通年で開催いたします。
開催期間：2017年4月28日(⾦)〜毎月末⾦曜日

キラキラドームづくり(スノードーム)
開催期間：4月22日(土)、4月23日(日)、4月29日(土・祝)、4月30日（日）
開催場所：ノースエリア1F フレンチコート

◆キッズイベント開催予定一覧
イースターエッグ色塗り＆絵付け
開催期間：4月16日(日)
開催場所：ノースエリア1F フレンチコート

⺟の日オリジナルハンカチづくり
開催期間：5月14日(日)

クリスマスリースづくり
開催期間：11月19日(日)

父の日オリジナル時計づくり
開催期間：6月18日(日)

うちわづくり
開催期間：8月20日(日)

フェイスペイント
開催期間：10月15日(日)

ひな人形づくり
開催期間：2月18日(日)

風鈴づくり
開催期間：7月9日(日)

感謝状づくり
開催期間：9月10日(日)

※内容は変更となる場合がございます。

※価格はすべて税込です。 ※画像はすべてイメージです。



※画像はすべてイメージです。

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 ジャズドリーム⻑島 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：三重県桑名市⻑島町浦安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18日(土)、3月19日(日)は10：00〜21：00）
(5月3日(水・祝)〜5月7日(日)は9：00〜20：00）
※カフェ・レストランは店舗により異なる。
休館日：不定休

＜アクセス＞
●⾃動⾞
・伊勢湾岸⾃動⾞道

「湾岸⻑島I.C」降りてすぐ
・東名阪⾃動⾞道「⻑島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

⻑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

⻑島温泉⾏きバスで50分
・近鉄名古屋線・JR関⻄線｢桑名駅｣よりバスで約20分

第5期南エントランス ※イメージ 第5期内観 ※イメージ

三井不動産商業マネジメント株式会社

【取材・掲載に関するお問い合せ】 ※店舗の掲載につきましては必ずご連絡ください。
三井アウトレットパーク ジャズドリーム⻑島 担当：土屋・⽥中・永⼾

TEL：0594-45-8700 FAX：0594-45-8711
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＜添付資料1＞ 新規出店／移転・リニューアル店舗一覧

業種 店舗名 店舗名（カナ） 新規出店 移転・リニューアル オープン予定日

ファッショングッズ FEILER FACTORY フェイラー ファクトリー ● 3月2日

レディス SM2 OUTLET サマンサモスモス アウトレット ● 3月10日

メンズ／レディス ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジ ブルーレーベル／
ブラックレーベル・クレストブリッジ ● 3月17日

メンズ／レディス 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 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 ● 3月17日

メンズ／レディス FAIRFAX OUTLET フェアファクス アウトレット ● 3月27日

レディス イネド イネド ● 4月1日

メンズ エルメネジルド ゼニア アウトレット ストア エルメネジルド ゼニア アウトレット ストア ● 4月1日

シューズ＆バッグ LeSportsac レスポートサック ● 4月1日

ウォッチ＆アクセサリー スワロフスキー スワロフスキー ● 4月7日

レディス ADORE アドーア ● 4月7日

スポーツ＆アウトドア adidas factory outlet アディダス ファクトリーアウトレット ● 4月14日

グルメ＆フード FUJIYA SWEETS FACTORY フジヤ スイーツ ファクトリー ● 4月19日

メンズ／レディス NEWYORKER ニューヨーカー ● 4月19日

レディス MERCURYDUO マーキュリーデュオ ● 4月21日
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ファッショングッズ TRIUMPH トリンプ ● 4月21日

レディス ANYA HINDMARCH アニヤ ハインドマーチ ● 4月21日

シューズ＆バッグ ダイアナ ダイアナ ● 4月21日

シューズ＆バッグ madras マドラス ● 4月21日

ファッショングッズ 眼鏡市場 メガネイチバ ● 4月21日

メンズ／レディス Levi’s® FACTORY OUTLET リーバイス ファクトリー アウトレット ● 4月21日

ウォッチ＆アクセサリー VERITE ベリテ ● 4月21日

ファッショングッズ Fukuske Outlet フクスケ アウトレット ● 4月21日

レディス MAJESTIC LEGON マジェスティック レゴン ● 4月27日

シューズ＆バッグ LONGCHAMP ロンシャン ● 4月28日

ファッショングッズ GUNZE グンゼ ● 5月10日

メンズ／レディス MITSUMINE ミツミネ ● 5月25日

シューズ＆バッグ FURLA フルラ ● 6月1日

´ ´


