2020 年 2 月 21 日
三菱地所・サイモン株式会社

酒々井プレミアム・アウトレット

開業 7 周年記念

『7TH ANNIVERSARY SALE』

2020 年 3 月 6 日（金)～３月 15 日（日）開催
～お買い物券総額 150 万円が当たる大抽選会や 7 周年限定特別メニューも登場～
三菱地所・サイモン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山岸 正紀）が運営する酒々井プレ
ミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）は 2020 年 4 月に開業 7 年を迎えます。これを記念し、日頃
からご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込め、2020 年 3 月 6 日（金）～3 月 15 日（日）まで、
『7TH ANNIVERSARY SALE』を開催します。
酒々井プレミアム・アウトレットは、東京から車で約 50 分とアクセス至便な立地環境に、2013 年 4 月 19
日に開業いたしました。2015 年 4 月、2018 年 9 月の増設を経て、国内外の著名ブランドや飲食店が約 220
店舗揃うアウトレットとして、多くのお客様にご来場いただいております。
本セール期間中は、7 周年のご愛顧に感謝し、7 にちなんだお得なアイテムやシーズンに先駆けたアイテム
をお得に提供するセールを開催。また、飲食店では 7 周年限定メニューが登場します。さらに、期間中 30,000
円（税込・合算可）以上お買い上げいただいたレシートをインフォメーションセンターにご提示いただくと、
先着 8,000 名様にオリジナルランチボックスをプレゼントするほか、30,000 円（同条件）のお買い上げ毎に、
総額 150 万円分のお買い物券が 330 名様に当たる「7TH ANNIVERSARY 抽選会」も開催します。
あわせて、期間中、東京駅からの直行バス往路乗車券 1,200 円とお買い物券 2,000 円をセットで 1,900 円
（すべて税込）で販売する 777 名限定の「7 周年限定セット切符」や、お子様にもお楽しみいただける「ワー
クショップ」なども開催します。
今後も、酒々井プレミアム・アウトレットでは、多くのお客様に優雅で楽しいアウトレットショッピングを
体験いただけるよう、より一層施設の魅力を高めてまいります。

【7 周年の感謝の気持ちを込めたセールや、総額 150 万円分のお買い物券が当たる大抽選会を開催】
7 周年のご愛顧に感謝の気持ちを込め、多彩な周年記念セールやイベントを実施します。

・開催期間：2020 年 3 月 6 日（金)～３月 15 日（日）
・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/7th/

◆『7 TH ANNIVERSARY SALE』開催

「ナノ・ユニバース」
「サマンサタバサ」「マウジー」など、ファッションブランドを
はじめ、
「アディダス ゴルフ」などのスポーツブランド、
「212 キッチンストア」など
のキッチンウェアやファッション雑貨などの人気ブランドが参加。7 周年にちなんだ
お得なアイテムが登場するなど多彩なセールを開催します。
【参加店舗（一例）】※価格はすべて税込です。
店舗名

セール内容/限定商品

Adidas Golf

最大 70％OFF 商品をご用意

As Know As

限定商品を 770 円でご用意

Cole Haan

70％OFF 商品をご用意

Nano・Universe

最大 70%OFF コーナーをご用意

Moussy

70%OFF 商品をご用意

Puma

最大 70%OFF 商品をご用意

Samantha Thavasa

一部ジュエリー70％OFF

Verite
212 Kitchen Store

・デザインピアス 7,700 円にてご用意(正規販売時価格で 12,000 円～15,000 円の商品)
・ネックレス リング 77,000 円にてご用意(正規販売時価格で 100,000 円～200,000 円の商品)
セラブラン 20cm 両手鍋を 70%OFF にてご用意

◆3 万円以上のお買い上げでオリジナルノベルティプレゼント。さらに、総額 150 万円分のお買い
物券が 330 名様に当たる「7TH ANNIVERSARY 抽選会」を開催
『7TH ANNIVERSARY SALE』期間中、酒々井プレミアム・アウトレットで
30,000 円（税込・合算可）以上お買い上げいただき、インフォメーションセンタ
ーでレシートをご提示いただくと、先着 8,000 名様にオリジナルランチボックス
をプレゼント。さらに、お買い上げレシート 30,000 円（税込・合算可）毎に、総
額 150 万円分の酒々井プレミアム・アウトレットお買い物券が総額 330 名様に
当たる大抽選会にもご参加いただけます。
※抽選会のお買い物券は、10 万円×10 本、2 万円分×10 本、1 万円×10 本、1,000 円×100 本、500 円×200 本を予
定しています。
※Instagram 酒々井プレミアム・アウトレット公式アカウントをフォローしている方は、レシートにプラスしてさらに
１回、抽選会にご参加いただけます。

◆東京駅からの直行バス＆お買い物券つき企画切符で、お得な 7 周年限定セットを販売
『7TH ANNIVERSARY SALE』期間中、東京駅八重洲口と酒々井プレミアム・
アウトレットを結ぶ直行バスの往路乗車券とお買い物券がセットになった、
「1，
2，3，しすいきっぷ」では、7 周年限定セットを販売します。
先着 777 名様限定で、乗車券 1,200 円分とお買物券 2,000 円分が 1,900 円で
販売されるお得な切符企画です。
※京成高速バスラウンジまたは京成高速バス案内カウンターにて販売します。

◆「7
TH

TH

ANNIVERSARY メニュー」登場

『7 ANNIVERSARY SALE』期間中、12 店舗の飲食店で、7 周年を記念した限定特別メニューが登場しま
す。
【メニュー例】※価格はすべて税込です。

Café Comme ca
千葉県産ピーナッツクリームと
いちごのショートケーキ
1,100 円（1 ピース）
千葉県産の落花生を使用したピ
ーナッツクリームにいちごの甘
酸っぱい味が相性抜群。中には
チョコレートクリームも入った
贅沢なショートケーキです。

Garrett Popcorn shops
ピーナッツバター
キャラメルクリスプ
620 円～
香ばしいクラッシュピーナッツ
と、ピーナッツバター風味のホ
ワイトチョコレートの組み合わ
せ。

すし銚子丸
7th プレミアム 3 貫(本まぐろ
上赤身、ボタンエビ、いくら)
7 周年限定価格 854 円
銚子丸こだわりある食材と人気
のネタランキング上位の食材で
厳選したお得な 3 貫セット。7
周年にちなんで税抜価格 777
円で販売します。
※通常価格 968 円

◆Instagram「＃しすい 7 周年」投稿数アップキャンペーン開催

『7TH ANNIVERSARY SALE』期間中、Instagram 公式アカウント
「＠shisuipremiumoutlets」をフォローの上、
「＃しすい 7 周年」のハッシュタグを
付けて投稿すると、抽選でお買い物券が当たるキャンペーンを開催。期間中の
「＃しすい 7 周年」のハッシュタグ投稿総数により、1 名～5 名様に 10 万円分のお
買い物券をプレゼントします。
そのほか、
『7TH ANNIVERSARY SALE』期間中の特定日には、お子様にもお楽しみいただける「ワークショ
ップ」や、 “サンリオ”や“成田ゆめ牧場”の限定メニューが楽しめる「キッチンカー（移動販売車）
」も登場し
ます。詳細は下記特別ページよりご確認ください。
URL： https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/7th/

◆プレミアム イースターフォトスポット「プレミアムイースターエッグハント」イベントを開催
アメリカ生まれのプレミアム・アウトレットならではの世界観をお楽しみ
いただける「プレミアム イースター」。インスタ映えするカラフルなイー
スターエッグや、イースターバニーのフォトスポットが場内に登場するほ
か、謎解きゲーム「プレミアムイースターエッグハント」を開催。場内に隠
れている“なぞなぞ”を解いて参加用紙に書き、インフォメーションセンタ
ーにご持参いただくと素敵な景品をプレゼントします。

・タイトル：「プレミアムイースターエッグハント」
・開催期間：2020 年 3 月 6 日（金）～５月６日（水・休）
・参加方法：インフォメーションセンターで参加用紙を受け取り、場内に隠れている“なぞなぞ”を解いて、
用紙に記入の上、インフォメーションへご持参ください。

【酒々井プレミアム・アウトレット

施設概要】

東京から車で約 50 分、成田空港から約 15 分とアクセス至便で国内外
の著名ブランドが約 220 店舗揃う国内 9 箇所目のプレミアム・アウト
レットです。アメリカの街並みをイメージしたリゾート感あふれる場内
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

〒285 0912 千葉県印旛郡酒々井町飯積 2-4-1

駐車台数

約 5,000 台

営業時間

10 時～20 時 （2 月は 19 時まで

休 館 日

年 1 回（2 月第 3 木曜日）

ウェブサイト

季節により変動あり）

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

