
McGregor 

マックレガー

■ 対象のポロシャツが10日間限定で¥2,592のスペ

シャルプライス

■ 対象のアイテムが2点お買上げでさらに

15％OFF(3点以上では20％OFF)

Ace 

エース

■ スーツケース「ACEプリュム」が10日間限定で

¥10,000のスペシャルプライス

■ 対象商品がさらに10％OFF

Combi Style 

コンビ スタイル

10日間限定のスペシャルプライスにて赤ちゃんのお

もちゃを多数ご用意

(上左)「くるくるゆらリン」¥1,296 

(上右)「タグだいすき」¥648

(中)「ヒモだいすき」¥648 

(下)「ふわふわだよ」¥972

PREMIUM OUTLETS  BARGAIN開催店舗
★印は、三菱地所グループCARD、クーポンシート、ウェブクーポン提示特典が併用可能な店舗です。 上記の特典は、ご精算前のご提示が必要です。ご精算後の商品への特

典適用はいたしかねますので予めご了承ください。 対象商品や条件、他特典との併用可否などの詳細は店舗スタッフへご確認ください。

・各店のバーゲン内容は予告なく変更となる場合がございます。また、記載されたバーゲンの内容に対し、対象外商品がある場合がございます。

・掲載金額は税込価格です。

・アウトレットのため、掲載商品が品切れとなる場合や、価格が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

・割引表示における元価格は、「正規販売時価格」です。「正規販売時価格」とは、型落ち品、旧商品、キズあり品等における通常販売時の価格（シーズン中の販売価格や

キズなし商品の販売価格）を指します。「正規販売時価格」からの割引理由がご不明な場合には、各店舗スタッフまでお尋ねください。

®

バーゲン特別価格の⽬⽟商品をピックアップ



Clarks 

クラークス

「Trigenic Honey」(各色)が10日間限定で¥9,180の

スペシャルプライスなど対象のシューズが50％OFF

Back Number by Right-On 

バックナンバー バイ ライトオン

■ 10日間限定のスペシャルプライスアイテムを 

ご用意 

（左）ベーカーワイドパンツ(各色)¥2,106 

（右）タックスリーブブラウス(各色)¥1,566

■ メンズ・レディスの対象商品が3点以上お買い上

げでさらに20％OFF

T-fal 

ティファール

「インジニオ・ネオ IHセレナーデ・エクセレントセ

ット9」が10日間限定で¥13,000

Verite 

ベリテ

「K18イエローゴールドダンシングダイヤモンドネ

ックレス」が10日間限定で¥81,000

Fossil 

フォッシル

対象のハイブリッドスマートウォッチが10日間限定

で¥12,928のスペシャルプライス

Sylvanian Families 

シルバニアファミリー

「GL星空の見える灯台のお家」が10日間限定で

¥5,346のスペシャルプライス 

※写真は遊び方のイメージです。

★Back Number by Right-On バックナンバー バイ ライトオン

メンズ・レディスの対象商品が3点以上お買い上げでさらに20%OFF

Be Be ベベ

■対象商品が3点以上お買い上げでさらに10%OFF 

■対象のベビーロンパースが￥1,080 

■お買い得なラッキーパックを￥3,240で販売(無くなり次第終了)

Beams ビームス

対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Blue Cross ブルークロス

対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Brick House by Tokyo Shirts ブリックハウスバイトウキョウシャツ

対象の日本製シャツ￥10,260が10日間限定で￥4,212のスペシャルプライス (200

枚限定)

Cecil Mcbee セシルマクビー

■対象のレディス衣料品が￥1,080、￥1,620のスペシャルプライス 

■対象商品が10日間限定で80%OFF

★Ciaopanic チャオパニック

■対象商品が2点以上お買い上げでさらに20%OFF 

■「CIAOPANIC TYPY」の花柄Tシャツ(Men's、Lady's、Kid's)が10日間限定で

80%OFF(￥540〜￥626)

Cricket クリケット

■さらに10%OFF  

■メンズドレスシャツが1点で10%OFF(2点で20%OFF)

Crocodile クロコダイル

■2点以上お買い上げでさらに10%OFF(4点以上では20%OFF) 

■対象のメンズ・レディスアイテムが10日間限定で70%OFF

★Dickies ディッキーズ

対象のショートパンツが10日間限定で60%OFFのスペシャルプライス

ファッション



★E Hyphen World Gallery イーハイフン ワールド ギャラリー

対象商品が10日間限定で80%OFF

★Earth Music&Ecology アース ミュージック&エコロジー

対象商品が10日間限定で80%OFF

Ecrue�l エクリュフィル

2点以上お買い上げでさらに10%OFF

★Eddie Bauer エディー・バウアー

対象商品が2点以上お買い上げでさらに20%OFF(4点以上では30%OFF)

Edwin エドウイン

全品が￥5,000以上お買い上げでさらに20%OFF

★Ingni イング

新作トレンドアイテムが10日間限定のスペシャルプライス

Isetan 伊勢丹

夏物の対象商品が2点以上かつ合計金額￥10,800以上のお買い上げでさらに

10%OFF

Jun ジュン

3点以上お買い上げでさらに10%OFF

Kent Ave ケント アヴェニュー

■対象の夏物商品が10日間限定で70%OFF  

■対象のカジュアルシャツ・ポロシャツが10日間限定で￥2,052のスペシャルプラ

イス

Ketty ケティ

2点以上お買い上げでさらに10%OFF

La.f... ラ・エフ

対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では20%OFF)

Laundry ランドリー

■対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では15%OFF) 

■ユニセックスTシャツが￥1,080など特別商品をご用意

Lautreamont ロートレアモン

対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では20%OFF)

★Levi's リーバイス

■対象商品を3点以上お買い上げのうち、最も価格の低い商品1点が無料 

■対象商品を5点以上お買い上げのうち、価格の低い商品2点が無料

★Mayson Grey メイソングレイ

￥10,800以上お買い上げでさらに10%OFF

McGregor マックレガー

■対象のアイテムが2点お買い上げでさらに15%OFF(3点以上では20%OFF) 

■対象のポロシャツが10日間限定で￥2,592の特別価格

★Melrose メルローズ

■対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Men's Bigi メンズビギ

対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では20%OFF)

Mezzo Piano メゾピアノ

対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

★Miki House ミキハウス

対象の夏物商品を2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では15%OFF)

Misch Masch ミッシュマッシュ

2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Mitsumine ミツミネ

■対象の夏物アイテムが70%OFF 

■メンズリネンシャツやレディーススカートが10日間限定で￥3,240のスペシャル

プライス

★Moussy マウジー

対象のアクセサリーが10日間限定で￥540

★Nano・Universe ナノ・ユニバース

対象商品を2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では15%OFF)

Natural Beauty Basic ナチュラルビューティー･ベーシック
対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では20%OFF)

New Yorker ニューヨーカー

￥3,240以上の対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Nice Claup ナイスクラップ

対象の夏物衣料が2点お買い上げで￥1,500

★Nicole 二コル

全商品が2点以上お買い上げで10%OFF(4点以上では20%OFF)

Pao.de.lo パオデロ

2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Pom Ponette ポンポネット

対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Proportion プロポーション

対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では20%OFF)

★Rienda リエンダ

対象のアクセサリーが10日間限定で￥540

★Rodeo Crowns ロデオクラウンズ

対象のアクセサリーが10日間限定で￥540

Sally Scott サリー・スコット

￥3,240以上の対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF



Simple Life シンプルライフ

■2点お買い上げでさらに10%OFF(3点では15%OFF、4点以上では20%OFF) 

■対象のレディース半袖カットソーが10日間限定で￥1,080 のスペシャルプライス

★Sly スライ

対象のアクセサリーが10日間限定で￥540

Teijin Men's Shop テイジンメンズショップ

■対象商品がさらに10%OFF 

■メンズスーツなどが10日間限定の特別価格(最大70%OFF)

★Tokyosoir 東京ソワール

期間限定価格のカラーフォーマルなどお買い得商品をご用意

Tommy Hil�ger トミーヒルフィガー

￥10,000以上お買い上げでオリジナルリストバンドをプレゼント(無くなり次第終

了)

Topkapi Account of Journey トプカピ アカウント オブ ジャーニー

さらに10%OFF

★Triumph トリンプ

■3点以上お買い上げで10%OFF、5点以上お買い上げで20%OFF 

7点以上お買い上げで30%OFF、10点以上お買い上げで40%OFF 

■対象のAMO´S STYLEブラジャー＆ショーツが10日間限定で￥3,000

Tsumori Chisato ツモリチサト

2点以上お買い上げでさらに10%OFF

★Urban Research アーバンリサーチ

フェイクスウェードTシャツ が10日間限定で￥3,240の特別価格

★Viaggio Blu ビアッジョ ブルー

￥10,800以上お買い上げでさらに10%OFF

★Vicky ビッキー

￥10,800以上お買い上げでさらに10%OFF

Vis ビス

3点以上お買い上げでさらに10%OFF

Wacoal ワコール

■￥10,000以上お買い上げで10%OFF 

■夏ブラを2枚以上お買い上げで20%OFF 

■夏インナーを2枚以上お買い上げで20%OFF

★Aigle エーグル

■対象商品が2点お買い上げで10%OFF(3点以上では20%OFF)

★Billabong ビラボン

■対象商品が2点以上お買い上げで正規販売価格より50%OFF 

■レディース水着の￥2,052均一コーナーやメンズ水着の￥3,132均一コーナーをご

用意

Columbia Sportswear コロンビア スポーツウェア

対象商品が2点以上お買い上げでさらに10%OFF

Dc ディーシー

対象商品が2点以上お買い上げで正規販売価格より50%OFF

Logos ロゴス

対象のキャンプ用品が10日間限定で50%OFFのスペシャルプライス

Quiksilver クイックシルバー

対象商品が2点以上お買い上げで正規販売価格より50%OFF

Salomon サロモン

■2点お買い上げでさらに10%OFF(3点以上では20%OFF) 

■スキーウェア上下セットが10日間限定で￥30,000のスペシャルプライス

Taylor Made テーラーメイド

2017年M2シリーズの特別ゴルフクラブセットと夏物アパレルが10日間限定の特別

価格

Under Armour アンダーアーマー

対象商品がさらに30%OFF

★ナイキオンリー・ショップ / ABC-Mart

ナイキオンリー・ショップ / エービーシー・マート

「W's CLASSIC CORTEZ NYLON」が10日間限定で￥4,320の特別価格

Ace エース

■対象商品がさらに10%OFF 

■スーツケース「ACEプリュム」が10日間限定で￥10,000

Barclay バークレー

■￥5,400以上の商品を2点以上お買い上げでさらに10%OFF 

■￥5,400以上の靴とバッグを2点お買い上げで15%OFF

Clarks クラークス

対象のシューズが10日間限定で50%OFF

Cole Haan コール ハーン

対象商品が10日間限定で70%OFF

スポーツ＆アウトドア

靴＆鞄



★Madras マドラス

2足以上お買い上げでさらに10%OFF

Rockport ロックポート

対象商品が2足お買い上げでさらに10%OFF(3足以上では20%OFF)

Samantha Thavasa サマンサタバサ

夏素材アイテムを含む2点以上のお買い上げでさらに10%OFF

Samsonite サムソナイト

対象の商品が10日間限定で40%OFFのスペシャルプライス

Citizen シチズン

￥30,000以上お買い上げでさらに5%OFF(￥50,000以上では10%OFF、

￥100,000以上では20%OFF)

★Fossil フォッシル

対象のハイブリッドスマートウォッチが10日間限定で¥12,928のスペシャルプライ

ス

Ray-Ban レイバン

1点 ￥15,000以上のサングラスがさらに10%OFF

★Verite ベリテ

「K18イエローゴールドダンシングダイヤモンドネックレス」が10日間限定で

¥81,000のスペシャルプライス

★Combi Style コンビ スタイル

10日間限定の特別価格にて赤ちゃんのおもちゃを多数ご用意 

・くるくるゆらリン￥1,296 

・タグだいすき￥648 

・ヒモだいすき￥648 

・ふわふわだよ￥972

★Dansk ダンスク

陶器・木製品が2点以上お買い上げで正規販売時価格より50%OFF 

D＆S圧力鍋4.5リットル(深型)が10日間限定で￥6,480のスペシャルプライス

Fukuske フクスケ

￥3,240以上お買い上げでさらに10%OFF(￥5,400以上では20%OFF)

Lego レゴ

10日間限定価格のブロックを多種ご用意

Plaza プラザ

「ease basic レジャーシート」が10日間限定で60%OFFの ￥1,150

Ralph Lauren Home ラルフ ローレン ホーム

対象のタオルケットが10日間限定のスペシャルプライス(数量限定)

Sealy Bed シーリーベッド

対象商品が20%OFF

Staub ストウブ

対象の鋳物キッチンアイテムが40%OFF

★Sylvanian Families シルバニアファミリー

「GL星空の見える灯台のお家」が10日間限定で￥5,346の特別価格

T-fal ティファール

「インジニオ・ネオ IHセレナーデ・エクセレントセット9」が10日間限定で

￥13,000の特別価格

Tachikichi たち吉

対象商品が5点以上お買い上げでさらに10%OFF

★Tempur テンピュール

対象のマットレスやクールパッドが50%OFF

TGM ティージーエム

全品がさらに10%OFF

Titicaca チチカカ

対象の夏物衣料が￥980

Bagel & Bagel ベーグル&ベーグル

■￥200までのベーグルが7個で￥1,100 

■サラダドリンクセットが￥80引き

★Crazy Crepes クレージークレープス

クレープかドリンクを￥2,000以上お買い上げで、お好きなタピオカドリンクを1つ

プレゼント

★Lupicia Bon Marche ルピシアボンマルシェ

■対象のおつまみ缶が10日間限定で￥300均一 

■「オレンジカード」、「レモンカード」が10日間限定で￥540のスペシャルプラ

イス

★St.Cousair サンクゼール

■「オレゴン製飲むお酢」が2本お買い上げでさらに1本無料 

■「春ジャム」が10日間限定で￥313のスペシャルプライス

アクセサリー＆時計

⽣活雑貨

グルメ＆フード



Takashimaya World Gourmet タカシマヤ ワールドグルメ

■￥5,400以上お買い上げでさらに10%OFF 

■「フォション インスタントコーヒー」が10日間限定で￥864のスペシャルプライ

ス 

■「ペック オレンジジュース」が10日間限定で￥648のスペシャルプライス

★Tully's Co�ee タリーズコーヒー

コーヒー豆を2袋以上お買い上げで アイスコーヒーのトールサイズ(レギュラーサ

イズ)1杯をプレゼント

F O R  S H O P P I N G  T H A T ' S  A L W A Y S  W O R T H  T H E  T R I P.
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