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2020 年９月 14 日 
報道関係者各位 

株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス 
 

マリノアシティ福岡 
「20th Anniversary SALE & EVENT」  

20 周年を記念して感謝還元のセールやイベントを多数開催! 
 

マリノアシティ福岡は、2020年10月20日で開業20周年を迎えます。 
日頃のご愛顧への感謝を込めて、10月9日（金）～25日（日）までの 
期間を「20th Anniversary SALE&EVENT」として、20周年限定の 
セールやイベントを開催いたします。 
館内店舗では「20周年」にちなんで、2,000円均一商品や限定商品、 
200円グルメなどお客様への感謝還元企画を実施いたします。 
さらに、「マリノアマルシェ」と題して食欲の秋にぴったりなマルシェも 
多数開催いたします。20周年を迎えるマリノアシティ福岡を引き続き、 
宜しくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 

【20th Anniversary SALE&EVENT スケジュール一覧】 
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金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

                 

                 

 
   ※各キャンペーン・イベントの詳細は2枚以降をご確認ください。 
 

ゆめ畑まるしぇ 

 

20th Anniversary SALE（最大 80%OFF のセール開催!） 

20 周年限定スペシャル企画「2,000 円均一商品」 

平日限定!「200 円グルメ」 
（館内一部飲食店限定企画） 

おやつ to 
まるしぇ 

～むなかたアート 
コレクション～ 

むなこれマルシェ 

 

パン! 
パン! 

マルシェ 

平日限定!「200 円グルメ」 
（館内一部飲食店限定企画） 

糸島彩り 
食マルシェ 

有田アウトレット 
陶器市 
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① 20th Anniversary SALE 
20周年を記念した最大80％OFF のセールを開催いたします。今日から使える商品やこれからの季節に 
活躍する秋冬アイテムなど、お得にお買い求めいただけるセールです。 

 
【期 間】10月9日（金）～25日（日） 
【参加店舗】約130店舗 
【内 容 例】※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。 

 

② 20周年限定スペシャル企画「2,000円均一商品」ご用意! 
「20周年」にちなんで各店舗人気商品を2,000円均一にてご用意いたします。 

 
【期 間】10月9日（金）～25日（日） 
【参加店舗】約50店舗 
【内 容 例】※税込・税別は店舗により異なります。商品の在庫には限りがございます。 

 
 

店舗名/業態 セール内容 

SHIPS OUTLET（シップスアウトレット） 
/レディス・メンズ B 級品ご用意! 

NICOLE（ニコル）/メンズ・レディス マリノアシティ福岡限定福袋11,000円 
（税込）※限定20個 無くなり次第終了 

Levi's OUTLET（リーバイスアウトレット） 
/メンズ・レディス・バッグ・雑貨 

一部商品 定価より最大80%OFF 
2点お買上げで3点目が無料 
※一番価格の低い商品が対象 

ABC-MART OUTLET（エービーシーマート・アウト 
レット）/シューズ 一部商品定価より70～10％OFF 

店舗名/業態 セール内容 

PAL GROUP OUTLET（パルグループアウトレット） 
/メンズ・レディス・雑貨 

レディスアウター2,000円均一 
※先着20名様 無くなり次第終了 

Celule（セルレ）/化粧品 福袋2,000円均一 

Fissler（フィスラー）/調理器具・台所小物 ステンレス鍋 2,000円均一 

ORiental TRaffic OUTLET（オリエンタルトラフィック  
アウトレット）/レディスシューズ B 品サンプル 2,000円均一 

by THE KISS OUTLET（バイ ザ・キッス アウトレット） 
/アクセサリー シルバーアクセサリー 2,000円均一 
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③ 平日限定企画!「200円グルメ」 
館内一部の飲食店・カフェ・フードコートでお楽しみいただける200円グルメをご用意いたします。いつもは
実施していないサービスや、人気メニューを格安でお楽しみいただけます。各店舗各日先着20食限定の特別
企画です。 

 
  【期 間】10月12日（月）～16日（金）、19日（月）～23日（金）※平日のみの開催 

【参加店舗】飲食店12店舗 
【ご提供数】各店舗各日先着20食 ※無くなり次第終了 
【内 容 例】※メニュー内容は予告なく変更になる場合がございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店舗名 メニュー 内容 

ご飯ととろろ 
とろ麦 とろろ膳 人気の定食をこの期間限定でお得にお召し上がりいただけま

す。979 円（税込）→200 円（税込） 

ぎゅうまる フレンチトースト 
外はカリッ、中はフワットロの絶品のフレンチトーストです。 
チョコやキャラメルなど 3 種類からお選びいただけます。 
550 円（税込）又は 605 円（税込）→200 円（税込） 

神戸元町ドリア 淡路産オニオン 
グラタンドリア 

淡路産オニオンをローストし旨みたっぷりのドリアです。 
979 円（税込）→200 円（税込） 

100 時間カレー プレーンカレー お好みのトッピングを追加してオリジナルメニューがお楽し
みいただけます。649 円（税込）→200 円（税込） 

サーティワン 
アイスクリーム ペアカップ スモールシングルアイス２つをカップでご提供します。 

※お持ち帰り不可 280 円（税込）→200 円（税込） 

丸亀製麺 明太釜玉うどん 丸亀製麺定番の人気メニュー! 
440 円（税込）→200 円（税込） 

100 時間カレー 

ご飯ととろろ とろ麦 神戸元町ドリア 

サーティワンアイスクリーム 丸亀製麺 

ぎゅうまる 

写真はイメージです。 
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④ 食欲の秋!「マリノアマルシェ」開催! 
期間中は毎週末、食にまつわるマルシェを開催いたします。食欲の秋にピッタリな人気のパンを集めた 
パンマルシェや、この時期が旬の新鮮な野菜や糸島ブランドの加工品などを集めた伊都菜彩によるマル 
シェなど初企画のイベントも開催いたします。 
 

 
●シティ情報 Fukuoka パン!パン!マルシェ＜初開催＞ 

シティ情報 Fukuoka の人気イベント「パン!パン!マルシェ」を 
マリノアシティ福岡で初開催いたします。福岡の人気店のブースが 
登場し、店舗ごとの人気パンを詰め合わせたセットを販売いたします。 

 
【開催期間】10 月 24 日（土）、25 日 (日) 
【時 間】11:00～ ※無くなり次第終了 
【開催場所】アウトレットⅠ棟 1F ステップ広場 
【出 店 数】合計４店舗 

 
 
 
 
 

●糸島彩り食マルシェ＜初開催＞ 
新鮮な食材を販売する JA 糸島の産直市場「伊都菜彩」の野菜や 
果物、「伊都物語」のヨーグルト、「㈱やますえ」の糸島で製造した 
明太子を使用して作った明太フランスなど、“糸島産“にこだわった 
マルシェを開催します。 
 
【開催期間】10 月 17 日 (土)・18 日（日） 
【時 間】10:00～16:00 
【開催場所】アウトレットⅠ棟 1F ステップ広場 

 【出 店 数】合計３店舗 
 

 
 
 

●むなかたアートコレクション「むなこれ」マルシェ＜初開催＞ 
宗像で「ものづくり」を行う有志たちが集まり始まった「むなかた 
アートコレクション」略して「むなこれ」のマルシェがマリノア 
シティ福岡に初登場します。雑貨から食物販まで約 15 事業者の 
商品が並びます。 
 
【開催期間】10 月 9 日（金）～11 日 (日) 
【時 間】10:00～18:00 
【開催場所】アウトレットⅠ棟 2F「ABC-MART OUTLET」前 

 
 
 
 

写真はイメージです。 
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●おやつ to まるしぇ 
人気のお菓子ショップや手作りアクセサリーなどのお店が 
集まる「おやつ to まるしぇ」。期間中はかわいくて食べても 
おいしい商品をご用意しています。 
 
【開催期間】10 月 16 日（金）～18 日 (日) 
【時 間】10:00～17:00 
【開催場所】アウトレットⅠ棟 2F「ABC-MART OUTLET」前 

 
 
 

●有田アウトレット陶器市 
人気の窯元の陶器がアウトレット価格でお求めいただける 
アウトレット陶器市です。今回は翔芳窯や康創窯、勇和など 
有名な窯元の茶碗やお皿など、約 3,000 点の商品をご用意 
しています。 
 
【開催期間】10 月３日（土）～11 日（日） 
【時 間】10:00～18:00 
【開催場所】①アウトレットⅠ棟 1F ステップ広場 

②アウトレットⅠ棟 2F「ABC-MART OUTLET」前 
※②は 10 月 3 日（土）～7 日（木）のみ開催 

【出店窯元】勇和、翔芳窯、康創窯など 
 
 

●JA 筑紫「ゆめ畑マルシェ」 
JA 筑紫の朝採り野菜や果物を集めたマルシェを開催いたします。 
食欲の秋にぴったりな美味しい食材を販売いたします。 

 
【開催期間】10 月 25 日 (日) 
【時 間】10:00～17:00 
【開催場所】アウトレットⅠ棟 2F 「ABC-MART OUTLET」前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※マリノアシティ福岡の営業時間は変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。 
※マリノアシティ福岡では、以下の新型コロナウイルス感染防止対策を行っております。 

https://www.marinoacity.com/information/67 
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