
 

 

報道関係者各位                                           2014 年 5 月 29 日 

三菱地所・サイモン株式会社 

 

最大 80%OFF！ 夏物アイテムはプレミアム・アウトレットで揃えよう！ 

御殿場、佐野、酒々井、りんくう、土岐、鳥栖、仙台泉 

『Summer Special Sale』開催 
6 月 6 日（金）～6 月 15 日（日） 

http://www.premiumoutlets.co.jp/ 
 

全国 7 箇所のプレミアム・アウトレット（経営：三菱地所・サイモン株式会社）では、6 月 6 日（金）～6 月 15 日  

（日）の期間、『Summer Special Sale』を開催します。 

  「プレミアム・アウトレット」は、海外のリゾートに来たような異国情緒あふれる環境の中で、憧れの高級ブランドや  

人気のセレクトショップ、スポーツブランドから生活雑貨まで、国内外の著名ブランドを、毎日お得なアウトレット価格で

お買い物いただけるアウトレットセンターです。 

期間中は、すぐに使える夏物アイテムが、シーズンに先駆けて最大 80％OFF までプライスダウンし、さらにお得に 

お買い求めいただけます。 

 

■『Summer Special Sale』 開催 

http://www.premiumoutlets.co.jp/ 

【場所】 御殿場、佐野、酒々井、りんくう、土岐、鳥栖、仙台泉プレミアム・アウトレット（7 箇所） 

【期間】 6 月 6 日（金）～6 月 15 日（日） 

【内容】 夏物アイテムが最大 80%OFF までプライスダウンいたします。半袖シャツやワンピースなどの夏物衣料は 

もちろん、スポーツアイテムからアウトドア用品、生活雑貨まで、これからの夏のレジャーにも最適な   

アイテムなどを、シーズンに先駆けてお得にお買い求めいただけます。 

      各ショップのセール内容は、5 月 30 日（金）より公式ウェブサイトでご案内いたします。 

 
※同期間、あみでは「5th Anniversary Sale」、神戸三田では「7th Anniversary Sale」を開催します。 

 

 

 

＜スマートフォンサイト＞http://www.premiumoutlets.co.jp/m/ 

＜携帯サイト＞http://www.outlets.jp 

＜公式 Facebook ページ＞http://www.facebook.com/premiumoutletsjapan 

Facebook ページ担当“アマンダ”がご案内中！ 

＜iPhone（R）／Android（TM）スマートフォンアプリ＞http://www.premiumoutlets.co.jp/mobile/appli/ 

プレミアム・アウトレットでのお買い物に便利です。※「App Store」「Google Play」から無料でダウンロードできます。 

 

お問い合わせ先 

三菱地所・サイモン株式会社 TEL：03-3275-5276 渋谷 

Email：misato-shibuya@premiumoutlets.co.jp 

 



 

 

＜参考＞ 

■『Summer Special Sale』期間中のキャンペーン・イベント情報 

 

◆御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/ 

■『伊豆のお宿に泊まって御殿場プレミアム・アウトレットへ行こう！』キャンペーン 

【期間】 開催中～6 月 30 日（月） 

【内容】 期間中、伊豆エリアの対象施設への宿泊、及び御殿場プレミアム・ 

アウトレットへご来場いただいたお客様に、抽選で、対象宿泊施設の

ペア宿泊券や、プレミアム・アウトレットのお買い物券 10,000 円分を 

プレゼントします。 

■『Kid’s-Care Program』 

【期間】 6 月 7 日（土）、8 日（日）、14 日（土）、15 日（日） 

【内容】 『Kid’s-Care Program』は、お父さん、お母さんがお買い物を楽しんでいる間、お子様をお預かりし、  

専門のインストラクターと共に工作などをお楽しみいただける託児サービス（有料）です。期間中は、   

父の日のプレゼントにも最適な革のポーチづくりや、「私の地球づくり」と題した居心地の良い自分だけの

地球を手作りします。 

 

◆佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/sano/ 

■『Happy Dinner Hour』キャンペーン 

【期間】 開催中～2014 年 6 月 30 日（月）  

【内容】 人気の「カリフォルニア・ピザ・キッチン」や「デリフランス」など対象飲食店

舗にて、17 時以降限定のお得なセットメニューをご用意しております。 

■『Kid’s-Care Program』 

【期間】 6 月 7 日（土）、8 日（日） 

【内容】 『Kid’s-Care Program』は、お父さん、お母さんがお買い物を楽しんでいる間、お子様をお預かりし、  

専門のインストラクターと共に工作などをお楽しみいただける託児サービス（有料）です。期間中は、   

父の日のプレゼントにも最適な革のポーチづくりやポップアップカードづくりを行います。 

 

◆酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県酒々井町）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/  

■グルメ＆フードスタンプラリーキャンペーン 

【期間】 開催中～9 月 30 日（火） 

【内容】 「すし銚子丸」や「どうとんぼり神座」など、フードコート、レストラン、カフェ

12店舗の飲食店で、スタンプラリーを実施しています。対象飲食店舗で

のお買い上げで、スタンプ 1 つ押印いたします。初回利用時より 6 ヶ月の

間に 4 回（1 日につき 1 スタンプまで）ご利用されたお客様に、次回以降

対象飲食店で利用できる「プラチナグルメパスポート」と「ノベルティ」を 

プレゼントします。 



 

 

 

◆りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/ 

■南海電車でお得にショッピング！『りんくうプレミアム・アウトレットきっぷ』   

発売中 

【内容】 南海電鉄の割引往復乗車券（発売駅～りんくうタウン駅）と、りんくう

プレミアム・アウトレットのお買い物券（1,000 円分）引換券がセットに  

なったお得な切符です。りんくうタウン駅より徒歩約 6 分とアクセスが 

便利です。 

 
 

◆土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/toki/ 

■『花フェスタ記念公園と合わせてお得にショッピング！』キャンペーン 

【期間】 開催中～6 月 29 日（日） 

【内容】 期間中、「春のバラまつり」開催中の花フェスタ記念公園にご来園の

全てのお客様に対し、入園窓口にて土岐プレミアム・アウトレットの  

お買い物が更にお得になる「クーポンシート」引換券を進呈します（1 名

につき 1 枚）。引換券を土岐プレミアム・アウトレット内インフォメーション

センターにお持ちいただいたお客様に「クーポンシート」をプレゼント 

（「クーポンシート」は、引換券 1 枚につき最大 4 名様まで進呈）。 

 

■『下呂温泉に泊まって！土岐プレミアム・アウトレットでお得にショッピング！』キャンペーン 

【期間】 5 月 30 日（金）～8 月 31 日（日） 

【内容】 下呂温泉のキャンペーン対象宿泊施設に宿泊のお客様に、チェックイン時に「土岐プレミアム・アウトレッ

ト」のクーポンシート引換券を進呈します（1 室につき 1 枚）。引換券を土岐プレミアム・アウトレット内    

インフォメーションセンターにお持ちいただいたお客様に「クーポンシート」と「下呂温泉特製ノベルティ」、 

「タリーズコーヒー優待券」（食事ご注文の方にドリンク進呈）をプレゼントします。 

 （「クーポンシート」と「タリーズコーヒー優待券」は引換券 1 枚につき最大 4 名様まで進呈、「下呂温泉 

特製ノベルティ」は引換券 1 枚につき 1 つ進呈）。 

 

■『下呂温泉観光 PR イベント』 

【期間】 6 月 7 日（土）、8 日（日）、7 月 20 日（日）、21 日（祝）、 8 月 30（土）、31 日（日） 

        10 時～17 時 ※天候により、開催日時、内容に変更の場合あり 

【主催】 下呂温泉観光協会 

【場所】 土岐プレミアム・アウトレット“メイプルコート”（フランフラン近く） 

【内容】 『下呂温泉に泊まって！土岐プレミアム・アウトレットでお得にショッピング！』キャンペーンの開催に合わせ、

下呂温泉のお湯を移動式手湯浴槽にて無料でご体験いただけます。開催日に、土岐プレミアム・アウト

レット内にて 20,000 円以上お買い上げいただくと、下呂温泉の宿泊補助券（10,000 円、5,000 円）や  

オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。 

 



 

 

 

◆鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/ 

■『Kid’s-Care Program』 

【期間】 6 月 7 日（土）、8 日（日）、14 日（土）、15 日（日） 

【内容】 『Kid’s-Care Program』は、お父さん、お母さんがお買い物を楽しんでい

る間、お子様をお預かりし、専門のインストラクターと共に工作などをお楽

しみいただける託児サービス（有料）です。期間中は、父の日のプレゼント

にも最適な革のポーチづくりや、お花から手作りの花束づくりを行います。 

 

 

◆仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市）  

http://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/ 

■仙台駅～仙台泉プレミアム・アウトレット お得な往復割引切符販売中 

【内容】JR 仙台駅から公共交通機関でご来場の際は、所要時間約 40 分の

直行路線バスが便利です。往復運賃通常 1,320 円のところを、 

1,030 円とお得な割引切符も販売しております。１F インフォメーション 

センターにて往復割引切符をご提示いただいた方には、お買い物が  

さらにお得になる「クーポンシート」を進呈いたします。 

料金：片道 660 円(小人半額)。往復 1,030 円（通常よりも 300 円お得） 

運行会社：宮城交通株式会社 

 

以上 

 


