
 

 

 

報道関係者各位                                        2014 年 11 月 12日 
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  三菱地所・サイモン株式会社（東京都千代田区）は、全国のプレミアム・アウトレットにおいて『サンタクロースと

の記念撮影会』を開催いたします。 
 

 当日は、サンタクロース財団公認のサンタクロースがフィンランド ロヴァニエミ市より来日。東北、関東、東海、  

関西、九州の全 9 カ所のプレミアム・アウトレットに来場し、各施設でお客様との記念撮影会を行います。 
 

 「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場内で、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。『サンタクロースとの記念撮影会』開催日は、各施設で過去最大規

模の『ウィンターイルミネーション』も点灯中。シャンパンゴールドにライトアップされた夜の街並みがクリスマス気分を

一層盛り上げます。 

 

■『サンタクロースとの記念撮影会』開催概要 

【日程・会場】 

1 2 月 6 日 (土 ) 鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市） 

1 2 月 7 日 (日 ) 酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町） 

12 月 13 日(土) 仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市） 

12 月 14 日(日) 土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）、あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町） 

12 月 20 日(土) 御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）、佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市） 

12月23日(火・祝) りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）、神戸三田プレミアム・アウトレット（兵庫県神戸市北区） 
 

【時間】 各日 10：30～、13：00～、14：30～、16：00～ 

【内容】 サンタクロース財団公認のサンタクロースがフィンランド ロヴァニエミ市より来場し、 

  お客様との記念撮影会を行います。各回先着 50 組計 200 組のお客様が 

  無料でご参加いただけます。 

  ※ りんくう、神戸三田以外は、初めてフィンランドよりサンタクロースが来場します。 

      ※ りんくう、神戸三田は開催時間、参加組数が変わる可能性がございます。 

  ※ 各場内にて開始時間前に先着で整理券を配布します。当日はカメラをご持参ください。 

           ※ 詳細は公式ウェブサイトにて、11月 28日（金）10：00より公開いたします。http://www.premiumoutlets.co.jp/wsr_santa/ 

 
尚、12 月 23 日(火・祝)は、りんくうプレミアム・アウトレットでは『FM OSAKA』、神戸三田プレミアム・アウトレットでは

『Kiss FM KOBE』の公開生放送イベントを場内で開催します。 

 

 

 

～フィンランドよりサンタクロースがやってくる！～ 

全国のプレミアム・アウトレットにて 

『サンタクロースとの記念撮影会』 

12月 6日（土）～23日（火・祝） 期間内に開催 

＜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 

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


 

 

 

【参考】 

 

■『ウィンターイルミネーション』点灯 

期 間： 点灯中～2015年 2月 18 日（水）まで 

         ※鳥栖プレミアム・アウトレットは 11月 14 日（金）より、土岐プレミアム・アウトレットは 

     12 月 5 日（金）より点灯。 

 

御殿場プレミアム・アウトレット （静岡県御殿場市） 

「光の瞬き」をテーマに、シャンパンゴールドを基調とした、過去最大規模の約 

13 万球の LED イルミネーションが場内を彩ります。シンボルツリーには光が集まって

輝くホワイトイルミネーションを使用し、華やかな演出を施します。雪をモチーフにした 

スノーイルミネーションがリング状に連なるスノーリングは、フォトスポットとしても最適

です。 

 

点灯時間：16 時～20時 （12 月～2 月は 19時まで） 

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

 

りんくうプレミアム・アウトレット （大阪府泉佐野市） 

シャンパンゴールドを基調とした、過去最大規模約 12 万球の LED イルミネーション

が場内を彩ります。メインゲートには約 1 万球の LED を使用したシンボルツリーの 

ほか、光に彩られた植栽やホワイトゴールドの華やかな光でお客様をお迎えします。

南広場の噴水では、揺れる水面に流れる光も登場。アメリカの歴史的な港町 

チャールストンをイメージした場内を魅力的に演出します。 

 

点灯時間：16 時～21時 

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

 

佐野プレミアム・アウトレット （栃木県佐野市） 

過去最大規模の約 13 万球の LED イルミネーションが場内を彩ります。2 種類の

LED イルミネーションを使用し、宝石をちりばめたような明かりと立体感のある光に 

より、幻想的な輝きを演出します。メインエントランスのシンボルツリーや、ストリートに

並ぶ 12 本のツリーなど、場内各所に見どころを用意しています。 

 

点灯時間：16 時～21時 

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

 

鳥栖プレミアム・アウトレット （佐賀県鳥栖市） 

「心やすらぐ光のリゾート」をテーマに、シャンパンゴールドを基調とした、過去最大規模の 

約 20 万球の LED イルミネーションが場内を彩ります。彫鍛金職人の井上雅晴氏

の新作アートフレーム装飾も設置。昼間はオブジェとして、夜はシャンパンゴールドの 

光で包み込まれ、華やかで心やすらぐリゾート空間を演出します。 

 

点灯時間：16 時～21時 

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

 

※画像は 2013 年の様子（鳥栖、酒々井のみ 2014年のイメージ画像） 

 

 



 

 

 

土岐プレミアム・アウトレット （岐阜県土岐市） 

11 月 20 日オープンの増設エリアも加わり、シャンパンゴールドを基調とした LED 

イルミネーションは約 20 万球と過去最大規模となり、期間中場内を彩ります。フー

ドコート前のシンボルツリー”トウヒの木”には、風で揺れるとキラキラ瞬くような LED と、 

どこから見ても明るく光る LED の 2 種類の電飾を使用します。噴水や豊富な植栽 

にも煌めく電飾を使用 し、海外にいるようなリゾート気分を一層盛り上げます。 

 

点灯時間：16 時～21時 

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

 

神戸三田プレミアム・アウトレット （兵庫県神戸市） 

シャンパンゴールドを基調とした、過去最大規模の約17万球の LED イルミネーション

が場内を彩ります。メインのガレリアには、シャンパンゴールドに加えホワイトの光も加

わり、煌びやかで動きのある光のシャンデリアが登場します。また、ヤシの木や噴水な

どの場内各所の電飾が、海外にいるようなリゾート気分を一層盛り上げます。 

 

点灯時間：17 時～21時 

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

 

仙台泉プレミアム・アウトレット （宮城県仙台市） 

開業 6 周年を記念し、シャンパンゴールドを基調とした約 6万球のLED イルミネーシ

ョンが、上品な大人の雰囲気を演出します。施設面には、約 2 万球の電飾を使っ

た高さ 8ｍのツリーが 4 本登場し、ショッピングを盛り上げます。 

 

点灯時間：16 時～21時 

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

 

あみプレミアム・アウトレット （茨城県稲敷郡阿見町） 

全センター中、最大規模で最多の約 26 万球のシャンパンゴールドを基調とした

LED イルミネーションが場内を彩ります。メインとなるガレリアでは、約 12 万球を使

用したカーテンライトが登場し、屋外の施設ならではのライトアップされた街並みとあ

わせ、海外にいるようなリゾート気分を一層盛り上げます。 

 

点灯時間：日没～21時 

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

 

酒々井プレミアム・アウトレット （千葉県印旛郡酒々井町） 

イタリア語で「優雅な光」を意味する「Lucia～ルチア」をテーマに、過去最大規模の 

約 18 万球のシャンパンゴールドを基調とした LED イルミネーションが場内を彩ります。 

メインのガレリアでは、イルミネーションのランドマークとして 13 万球以上の LED を 

天井に敷き詰め、プレミアムなショッピングリゾート空間を演出します。 

 

点灯時間：日没～21時 

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

 

※画像は 2013 年の様子（鳥栖、酒々井のみ 2014年のイメージ画像） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

御殿場プレミアム・アウトレット りんくうプレミアム・アウトレット 佐野プレミアム・アウトレット 

静岡県御殿場市  約 210 店舗 大阪府泉佐野市 約 210 店舗 栃木県佐野市 約 180 店舗 

営業時間 10：00～20：00 
（12 月～2 月は～19：00、時期により異なる） 

※1/1 は 9：00、1/2、3は 9：30より営業 

※1/2、3、11、16～18、24、25は20：00まで営業 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

※1/1 は 9：00より営業 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

※1/1～3 は 9：00より営業 

お客様お問合せ：0550-81-3122   
（自動応答によるご案内） 

お客様お問合せ：072-458-4600    
（自動応答によるご案内） 

お客様お問合せ：0283-20-5800   
（自動応答によるご案内） 

   

鳥栖プレミアム・アウトレット 土岐プレミアム・アウトレット 神戸三田プレミアム・アウトレット 

佐賀県鳥栖市  約 150 店舗 岐阜県土岐市  約 150 店舗 兵庫県神戸市  約 210 店舗 

営業時間 10：00～20：00 

（時期により異なる） 
※1/1～3 は 9：00より営業 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

※1/1 は 9：00より営業 

お客様お問合せ：0942-87-7370   
（自動応答によるご案内） 

お客様お問合せ：0572-53-3160   
（自動応答によるご案内） 

お客様お問合せ：078-983-3450   
（自動応答によるご案内） 

  
 

仙台泉プレミアム・アウトレット あみプレミアム・アウトレット 酒々井プレミアム・アウトレット 

宮城県仙台市  約 80 店舗 茨城県阿見町  約 150 店舗 千葉県酒々井町  約 120 店舗 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

※1/1 は休館日の為、初売りは 1/2 の 9：00 より 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

※1/1 は 9：00より営業 

営業時間 10：00～20：00 
（時期により異なる） 

※1/1～3 は 9：30より営業 

お客様お問合せ：022-342-5310   
（自動応答によるご案内） 

お客様お問合せ：029-829-5770   
（自動応答によるご案内） 

お客様お問合せ：043-481-6160   
（自動応答によるご案内） 

   

2014年11月20日 

約 180 店舗に 

パワーアップオープン！ 

2015 年春に 

約 190 店舗へと 

パワーアップオープン！ 


