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                        平成 23 年 6月 24日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

ららぽーとマネジメント株式会社 

「三井アウトレットパーク 仙台港」 

明日（6/25）10 時より営業再開 

新たに 15店舗が加わりパワーアップオープン！ 最大 80％OFFの「ハートフルセール」も開催  

 

■ 三井不動産株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長 岩沙弘道）とららぽーとマネ

ジメント株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長 安藤正）は、東日本大震災の影

響により休業しておりました「三井アウトレットパーク 仙台港」（所在：宮城県仙台市宮城

野区）の営業を、明日（6/25）10時より再開しますのでお知らせいたします。 

 

■ 営業再開にあたり、新たに複数の有名スポーツブランドが出店し、既存店舗と合わせて世界

的なメジャースポーツブランドが集結します。他にも人気のファッションブランドや地元東

北のブランド牛肉を提供する飲食店など、合わせて 15店舗が新たにオープンし、お客さまの

多様化・高度化するニーズに対応してまいります。 

 

■ 東北復興に向けた応援企画として、6 月 25 日（土）から 7 月 10 日（日）まで、「ハートフル

セール」を開催します。期間中の土日には、JR 仙台駅西口から無料直通シャトルバスをご用

意します。また、期間中の収益の一部を義援金として、社団福祉法人中央募金会を通じて   

寄付いたします。 

 

■ 家族でお越しになる皆さまに、さらに便利にお使いいただけるよう、雨の日でも元気いっぱ

いに遊びまわれる屋内型キッズスペースや、フードコート内に親子専用コーナーを新たに設

置します。また、観覧車「ポートフラワー」も同時に営業を再開します。 

 

■ 6月 25日（土）の営業再開時には、先着 300名様にメインエントランス前にて、“希望”“常

に前進”の花言葉をもつガーベラをプレゼントします。また、当施設近隣にある仙台市立中

野中学校の吹奏楽部による演奏が行われ、復興への願いを込めてハートの風船を空に舞い上

げ、10時のオープンを迎えます。 

 

「三井アウトレットパーク 仙台港」 

以  上  
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＜添付資料 1＞新店舗情報 

※1 増床 

※2 期間限定店舗 

 

＜添付資料 2＞セール情報 

【ハートフルセール】 

日  程 ：6月 25日（土）～7月 10日（日） 

内  容 ：アウトレット価格からさらにお得、最大 80％OFFのセール

です。 

期間中の収益の一部は、社団福祉法人中央募金会を通じて、

義援金として寄付いたします。 

※期間中の土日には、JR仙台駅西口から無料直通シャトル

バスをご用意します。 

ファッション＆雑貨 ARMANI FACTORY STORE アルマーニ ファクトリー ストア ● ※2

ファッション＆雑貨
BLUE MOON BLUE OUTLET
（7/15オープン予定）

ブルームーンブルー アウトレット ● ● ※2

ファッション＆雑貨 CECIL McBEE OUTLET セシルマクビー アウトレット ※2

ファッション＆雑貨
earth music&ecology Super premium store
（7/16オープン予定）

ｱｰｽ ﾐｭｰｼﾞｯｸ&ｴｺﾛｼﾞｰ ｽｰﾊﾟｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｽﾄｱ ●

ファッション＆雑貨 FRIEND'S STORE OUTLET フレンズストア　アウトレット ● ※2

ファッション＆雑貨 LIZ LISA V.S.O.P リズリサ　ブイエスオーピー ※2

ファッション＆雑貨
Otto OUTLET
（先行期間限定店舗終了後、7月下旬オープン予定）

オットー・アウトレット ● ※2

ファッション＆雑貨 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー ●

ファッション雑貨 festaria bijou SOPHIA フェスタリア ビジュソフィア ●

ファッション雑貨 FURLA OUTLET フルラ アウトレット ●

生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク　アウトレット ● ※2

スポーツ＆アウトドア adidas / Reebok / ROCKPORT factory outlet ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ / ﾘｰﾎﾞｯｸ / ﾛｯｸﾎﾟｰﾄ ﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ ● ※1

スポーツ＆アウトドア NIKE FACTORY STORE ナイキ ファクトリーストア　 ●

スポーツ＆アウトドア PUMA OUTLET プーマ アウトレット ● ※2

食品 FETE lé Marché フェット ル マルシェ ●

フードコート 東北ビーフポート トウホクビーフポート

業種 店舗名 店舗名（ｶﾀｶﾅ表記）
日本

初出店

東北

初出店
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なお、9月には開業 3周年の感謝を込めた「ハートフルフェア」、12月には「ハートフルクリスマ

ス」の開催を予定しています。 

 

 

＜添付資料 3＞イベント情報 

【来場者へガーベラプレゼント】 

日  時 ：6月 25日（土） 先着 300名様 ※なくなり次第終了 

場  所 ：メインエントランス前（観覧車側入口） 

内  容 ：東北応援のメッセージを込めて、“希望”“常に前進”の花言

葉をもつガーベラを、来場いただいた先着 300名様にプレゼ

ントします。 

 

【全国からの応援メッセージ短冊で飾られた七夕飾りと折鶴展示】 

日  程 ：6月 25日（土）～8月 8日（月） 

場  所 ：フードコート正面入り口 

内  容 ：三井アウトレットパーク 9施設にて、お客さま、店舗ス

タッフから、短冊に心温まるメッセージを記入いただ

いた「七夕飾り」と、応援メッセージを添えた折鶴を

展示します。 

 

【フラワーオブジェ】 

制作イベント：6月 25日（土）・26日（日） 

展示期間 ：6月 25日（土）～7月 1日（金） 

場  所 ：センタープラザ前 

内  容 ：花で彩った観覧車のオブジェや、動物をモチーフに、花で描いたオブジェを展示し

ます。また、お客さまに制作に参加いただけるオブジェもご用意します。様々な色

の花を、一輪ずつ台座に挿して完成させます。ご参加いただいたお子さまにはハー

トの風船を、大人の方には、「ハートの種」をプレゼントします。※なくなり次第終了 

 

他にも様々なイベントを予定しています。 

6/25（土）・26（日） 宮城県、仙台市が主催する仙台港エリア復興記念イベント 

『マルシェ・ジャポン in 仙台港』 

場 所：P6駐車場 

6/25（土）・26（日） 「ナイキファクトリーストア チャリティーイベント」 

場 所：センタープラザ 

ゲスト：プロバスケットボールプレーヤー 五十嵐圭氏（25日のみ） 

6/25（土） 「タリーズコーヒー トークショー」 

場 所：2F「タリーズコーヒー」店舗内 

ゲスト：ビーチバレー選手 西村晃一氏、菅山かおる氏 

 

ガーベラ（イメージ） 

三井アウトレットパーク 
「七夕に願いを込めて」の様子 
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＜添付資料 4＞「三井アウトレットパーク 仙台港」概要 

所在地 宮城県仙台市宮城野区中野出花 123 

事業者 三井不動産株式会社 

運営管理会社 ららぽーとマネジメント株式会社 

交通 
＜公共交通機関＞ＪＲ仙石線「中野栄」駅から徒歩 8分 
＜車＞仙台東部道路「仙台港北ＩＣ」から約 500ｍ 

営業時間 

＜ショップ＞10：00～20：00 

＜レストラン＞11：00～20：00 

＜フードコート＞10：30～20：00 

敷地面積 約 87,000㎡ 

構造規模 鉄骨造地上 3階建て 

延床面積 約 34,000㎡ 

店舗面積 約 20,000㎡ 

店舗数 約 120店舗 

駐車台数 約 2,000 台（無料） 

設計・施工 三井住友建設株式会社 

 

＜添付資料 5＞位置図                                               

広域図 周辺図 


