
 

 

報道関係者各位                                         2014 年 12 月 4 日 

三菱地所・サイモン株式会社 

  

神戸三田プレミアム・アウトレット 

新店 11店舗が続々オープン 
 

三菱地所・サイモン株式会社（東京都千代田区）は、神戸三田プレミアム・アウトレット(兵庫県神戸

市) において、2014 年 12月から 2015年 2月の期間に新店 11店舗をオープンいたします。 

 

この度の店舗入替により、人気の海外ブランド「マーク バイ マーク ジェイコブス」や「エルメネジルド ゼ

ニア」、カジュアルファッションの「ジェラートピケ」やゴルフ専門の「ナイキゴルフ」をはじめ、キッチンウェアの「フィ

スラー」、オーディオ製品を扱う「ボーズ」、スイスのチョコレートブランド「リンツ」など、多彩なジャンルのブラン

ドが 11 店舗登場します。期間限定出店中の「ラルフ ローレン チルドレン」は好評をいただき常設店のオ

ープンが決まりました。 

 

ブランド名 ジャンル オープン（予定） 

フィスラー キッチンウェア 2014年 12月 10 日（水） 

アンダーアーマー スポーツ&アウトドア 2014年 12月 13 日（土） 

エルメネジルド ゼニア ファッション 2014年 12月 18 日（木） 

ジェラートピケ ファッション 2014年 12月 19 日（金） 

スナイデル ファッション 2014年 12月 19 日（金） 

ヨーガンレール ファッション 2014年 12月 19 日（金）※アウトレット関西初 

マーク バイ マーク ジェイコブス ファッション 2014年 12月 23 日(火) 

リンツ 食物販・カフェ 2014年 12月 30 日(火) 

ナイキゴルフ スポーツ＆アウトドア 2015年 1月 23日（金） 

ラルフ ローレン チルドレン ファッション 2015年 2月 6日（金）※常設店としてオープン 

ボーズ オーディオ類 2015年 2月 27日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 



 

 

 

■出店ブランドの概要 

 

フィスラー 

「フィスラー」は、2015 年に 170 周年を迎えるドイツのキッチンウェアブランドです。 

長い歴史で培われた機能性とデザイン性はプロからも認められ、圧力鍋を筆頭に熱伝導の良いステンレ

ス鍋やフライパン等を取り揃えています。他にキッチンツールブランド、スイス生まれの「チリス」や、イギリスの

ミルブランドの老舗「コール&メイソン」も取り扱っています。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014 年 12 月 10 日（水） 

店舗面積 ： 137.85平方メートル 

 

アンダーアーマー 

アンダーアーマーが運営するアンダーアーマー ファクトリーハウスでは、アンダーアーマーだけが持つ「STORY

（歴史や姿勢）」「PERFORMANCE（機能性とベネフィット）」「EXCITEMENT（ワクワク感）」の 3 要素を、

独自の空間演出とサービスを通じて表現しています。この場所でしか得られない「ブランドエクスペリエンス

（体験）」をご堪能ください。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014 年 12 月 13 日（土） 

店舗面積 ： 395.37 平方メートル 

 

エルメネジルド ゼニア 

エルメネジルド ゼニアは、1910 年に創業し、100 年以上の歴史を誇るイタリアのメンズラグジュアリ－ライ

フスタイルブランドです。ビジネスシ－ンに最適なス－ツやジャケットから、オフタイムのためのカジュアルウエア、

そしてシュ－ズや革小物など、あらゆるシ－ンを彩るアイテムを取り揃えています。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014年 12月 18日（木） 

店舗面積 ： 149平方メートル 

 

ジェラートピケ / スナイデル 

ジェラートピケは”大人のスイーツ“をコンセプトに、着心地へのこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに

喜ばれるアイテムをデザート価格で実現した New ルームウェアコレクションを展開しています。 

スナイデルは、ストリートフォーマルをコンセプトに、美しいシルエットや上質なファブリックなど品を大切にした、

大人の遊び心を追求し、常に新時代を意識したストリートファッションを発信しています。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014 年 12 月 19 日（金） 

店舗面積 ： 203.50 平方メートル 

 

 

 



 

 

 

ヨーガンレール 

都会の喧騒にあっても、大自然に抱かれるような、心安らぐスタイルを提案。素材感を活かしながら、 

絶対的な着心地の良さと動きの美しさを追求したレディス、小物などを扱うブランド「ヨーガンレール」。  

さらに職人の手仕事にこだわり、天然素材のみを使用したブランド「ババグーリ」の商品が揃います。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014年 12月 19日（金） 

店舗面積 ： 148.5 平方メートル 

 

マーク バイ マーク ジェイコブス 

NY 発のブランド「マークジェイコブス」のセカンドラインとして、2001 年春夏コレクションよりスタート。     

レディースウェアを中心に、ハンドバッグ、シューズ、ウォッチ、アクセサリーなど、幅広いアイテムを展開してい

ます。ファーストラインに比べよりカジュアルなデザインとポップなスタイリングが特徴です。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014年 12月 23日(火) 

店舗面積 ： 158.21 平方メートル 

 

リンツ 

リンツは、スイスで 1845 年に創業、世界 120 か国以上で愛されるプレミアムチョコレートブランドです。 

リンツ ショコラ カフェは、そのリンツのチョコレートを五感で味わうことができるカフェ。 

リンツのメートル・ショコラティエが腕によりをかけ、贅をきわめて作り出した様々なチョコレートやスイーツを、 

一年を通してお楽しみいただけます。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2014年 12月 30日（火） 

店舗面積 ： 77.85 平方メートル 

 

ナイキゴルフ 

Nike Golf として日本で 4 店舗目、西日本 2 店舗目のファクトリーストアの出店になります。 

Nike Golfは Golfの総合ブランドとして、クラブ、ボール、ウェア、フットウェア、アクセサリー、全ての分野の商

品を販売し、頭からつま先まで、ゴルフギアから小物まで、このショップでは全てを揃えることが出来ます。 

初心者から上級者まで、全てのニーズに応える商品をご用意していますので、ゴルフファン、ナイキファンの

皆様、是非お立ち寄りください。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2015年 1月 23 日（金） 

店舗面積 ： 189平方メートル 

 

 

 

 



 

 

 

ラルフ ローレン チルドレン 

「ラルフ ローレン チルドレン」は、「ポロ ラルフ ローレン」のプレッピーでモダンなコンセプトを反映しており、

時代を越えて大切にポロの精神を受け継いでいるチルドレンズファッションブランドです。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2015年 2月 6 日(金) 

店舗面積 ： 195.3 平方メートル 

 

ボーズ 

次世代本格オーディオ「SoundTouch systems」をはじめ、一般の家電量販店では取り扱いのないダイレ

クト販売限定モデル「Wave SoundTouch music system」など豊富なラインアップをご用意。専任のボー

ズ・スタッフがデモンストレーションを交えて、お客様のライフスタイルに最適な製品をご提案いたします。 

《オープン概要》 

オープン日 ： 2015年 2月 27 日 (金) 

店舗面積 ： 201.02 平方メートル 

 

 

 

《神戸三田プレミアム・アウトレット概要》 

国内外の著名ブランド約 210 店舗が揃い、西日本最大の店舗

面積を誇るアウトレットセンターです。ロサンゼルス市郊外の高級

住宅地パサディナをモデルとした「開放感のあるプレミアムな大人

の街」で、アウトレットショッピングをお楽しみいただけます。 

 

所在地 ： 兵庫県神戸市北区上津台 7-3 

営業時間 ： 10：00～20：00 （季節により変動有） 

定休日 ： 年 1回 (2月第 3木曜日) 

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

 

 
 

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

