
 

 

報道関係者各位                                           2014年 8 月 11日 

三菱地所・サイモン株式会社 

 

半期に一度の 『プレミアム・アウトレット バーゲン』 

全国 9箇所で同時開催 

8 月 22日(金)～8 月 31日(日) 

～90％OFF の掘り出し物を探しに行こう！～ 
 

全国 9 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、8 月 22 日（金）～8 月 31 日

（日）の期間、『プレミアム・アウトレット バーゲン』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。 

アウトレット価格から更にプライスダウンし、90%OFFの掘り出し物も登場する夏物ファイナルセールをお楽しみください。 

 

■『プレミアム・アウトレット バーゲン』 開催 

【場  所】 御殿場、佐野、あみ、酒々井、りんくう、神戸三田、土岐、鳥栖、仙台泉プレミアム・アウトレット（9箇所） 

【期  間】 8 月 22日（金）～8 月 31日（日） 

【内  容】 夏物アイテムが最大 90%OFF までプライスダウンする夏物ファイナルセールです。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、生活雑貨まで勢揃い。

『プレミアム・アウトレット バーゲン』は、半期に一度の開催となっております。 

        各ショップのセール内容は、8月 15日（金）10 時より公式ウェブサイトにてご案内します。 

           公式ウェブサイト：http://www.premiumoutlets.co.jp/ 

【ブランド例】 ギャップ、サンクゼール、チャオパニック、トリンプ、ル・クルーゼ、ワコール（全施設共通出店ブランド） 

【セ―ル例】 定価より最大 90%OFF、定価より最大 80%OFF、定価より最大 70%OFF、 

     対象商品がレジにて更に 20%OFF、均一価格コーナーご用意、2点お買い上げで 1点プレゼント等 

期間中は、『プレミアム・アウトレット バーゲン』に加え、各施設でアウトレットショッピングをお楽しみいただけるキャン

ペーンなども開催しております。 

 

＜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。45 万ダウンロード突破（2014年 8月 3 日現在）。 

※「App Store」「Google Play」から無料でダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

＜本件に関する報道関係の方の問い合せ先＞ 

三菱地所・サイモン株式会社 マーケティング部  担当：渋谷 

TEL：03-3275-5276  FAX：03-3275-5295  携帯：080-4411-9925（渋谷） 

プレミアム・アウトレット PR 事務局（オズマピーアール内）  担当：野本、水井、高橋 

TEL：03-4531-0204  FAX：03-3265-5135 
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＜参考＞ 

【『プレミアム・アウトレット バーゲン』期間中のキャンペーン・イベント情報】 

 

■『親子でショッピングリゾートキャンペーン』 

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

【場所】 全国 9箇所の「プレミアム・アウトレット」 

【期間】 開催中～8月 31日（日） 

【内容】 プレミアム・アウトレット内のインフォメーションに親子でご来場の上、

『親子でショッピングリゾートキャンペーン』WEB サイトを facebook、

twitter 等の SNS でシェアした画面を提示された方に、プレミアム・

アウトレットオリジナル「親子トート」をプレゼントします。 

 また、車をお持ちにならない大学生や 20 代前半のお客様も、親を誘っておでかけをお楽しみいただける、

お得なレンタカープランも登場。オリックスレンタカーを利用してプレミアム・アウトレットをお得に楽しんでいた

だける『プレミアム・アウトレットプラン』をご提供します。また、当該プランをご利用のお客様に、もれなく  

大切な思い出(写真)が本になるサービス「Photoback○R (フォトバック)」でご利用いただける「2,000円券」を 

プレゼントします。※8月 31日（日）帰着分まで 

 

◆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/ 

■『箱根に泊まって、御殿場プレミアム・アウトレットに行こう！』キャンペーン 

【期間】 開催中～10月 31 日（金）  

【内容】 箱根温泉旅館協同組合(神奈川県箱根町)とのキャンペーン。 

 期間中、箱根の対象宿泊施設にご宿泊いただくと、チェックイン時に

「抽選券」をプレゼントします。御殿場プレミアム・アウトレット内    

インフォメーションセンターにて抽選会に参加すると、抽選で合計   

600名様に総額 200万円分の豪華賞品が当たります。 

 また、期間中、御殿場プレミアム・アウトレット内インフォメーション  

センターへお越しいただいたお客様に、箱根の対象宿泊施設で宿泊

時に提示するとお得な特典が受けられる、「ENJOY 箱根 TICKET」

をプレゼントします。詳しくは、公式ウェブサイトでご案内中。 

 

◆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～9 月 30 日（火）  

【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。 
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◆あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町） 

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

■約 10 店舗の人気ブランドが新規オープン！ 

アンティ・アンズ（Food Gallery）、ウィルセレクション（アウトレット日本初）、 

エディー・バウアー、コロンビア スポーツウェア、サマンサタバサ、ストウブ、 

チャンピオン、ツヴィリング J.A ヘンケルス、ミキハウスが 7 月より続々オープン 

しました。 

また、8 月 21 日（木）には東京ソワールが、8月 22日（金）にはチチカカ（ア 

ウトレット関東初）がオープン予定です。 

 

■「つくば駅」発着 直行バス運行 

【運行日】 8月 22日（金）・23 日（土）・24 日（日） 3 日間限定 

【料金】 往復 1,000 円（税込） 

【乗り場】 つくば駅隣接つくばセンター「クレオ前」バス乗り場 

【予約 TEL】 029-822-3727（関鉄観光株式会社） 

【その他】 ①事前予約制。当日、空席がある場合のみ、お並びいただいた順にご乗車いただきます。 

②片道乗車は出来ません。 

 

■『この夏は茨城をお得に楽しもう！』キャンペーン 

【期間】 開催中～8 月 31 日（日） 

【内容】 夏休みの時期に、茨城県内の魅力と合わせてアウトレットショッピングをお楽しみいただけるキャンペーンを

開催中。筑波宇宙センター内ミュージアムショップや筑波山温泉江戸屋、牛久大仏など対象施設で 

お得な特典が受けられます。（※特典を受ける際は「三菱地所グループ CARD」もしくは「メールマガジン

登録画面」のご提示が必要となります。） 

対象施設に設置されるチラシをあみプレミアム・アウトレット内インフォメーションセンターでご提示いただく

と、お買い物が更にお得になるクーポンシートとオリジナルノベルティをプレゼントします。 

 

 

◆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/ 

■『成田空港へ行こう！～親子の社会科見学～』キャンペーン 

【期間】 開催中～8 月 31 日（日） 

【内容】 酒々井プレミアム・アウトレット発・成田国際空港行のシャトルバスが 

通常片道運賃 500 円のところ、キャンペーン特別料金で往復運賃

500円となります。また同伴のお子様は小人運賃が無料となります。 

  例えば、お母さんがショッピングをお楽しみの間、お父さんとお子さんは、

お得に、成田国際空港見学におでかけいただけます。 

 更に、成田国際空港お客様ご案内センターにてお子様に「成田国際

空港オリジナルグッズ」をプレゼントいたします。 
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◆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。 

 

◆神戸三田プレミアム・アウトレット（兵庫県神戸市北区） 

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

■「有馬温泉」に泊まって！「神戸三田プレミアム・アウトレット」でお得にショッピング！キャンペーン 

【期間】 開催中～2015 年 3 月 31 日(火) 

【内容】 有馬温泉のキャンペーン対象施設に宿泊された方に、神戸三田   

プレミアム・アウトレットの対象店舗にて最大 20%OFFでお買い物が楽

しめるクーポンシートをプレゼントします。 

 

■周辺ゴルフ場とのタイアップキャンペーン 

【期間】 開催中～9月 30日(火) 

【内容】 神戸三田プレミアム・アウトレット周辺のゴルフ場とお買い物がお得にお楽しみいただけるキャンペーンです。 

     ・対象のゴルフ場に設置されたキャンペーンチラシをインフォメーションセンターへお持ちいただくと、神戸三田  

プレミアム・アウトレットの対象店舗にて最大 20%OFFでお買い物が楽しめるクーポンシートをプレゼント。 

     ・対象のゴルフ場に設置されたキャンペーンチラシに記載されるゴルフアイテム取扱い店舗および飲食店等、

計 12店舗にて限定特典をプレゼント。 

     ・対象のゴルフ場に設置されるキャンペーンチラシと、神戸三田プレミアム・アウトレットで税込 5,000 円以上  

お買い上げいただいたレシート（当日のみ有効）をインフォメーションにお持ちいただくと、お買い物券が当たる

抽選会にご参加いただけます。 

 

◆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/ 

■『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】 開催中～8 月 31 日（日） 

【内容】 下呂温泉観光協会（岐阜県下呂市）とのキャンペーン。 

 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）。 
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◆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/ 

■『キッズケア プログラム』 

【期間】 8 月 23 日（土）、24 日（日）、30日（土）、31日（日） 

【内容】 『キッズケア プログラム』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、花や草など 

 自然のものを取り入れた万華鏡作りや、芝の人形作りを行います。 

 
 

◆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 290 円お得） 

運行会社：宮城交通株式会社 

 

以上 
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