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2020 年 11 月 6 日 

三菱地所・サイモン株式会社  

 

全国 9 か所のプレミアム・アウトレット  
「ウインター イルミネーション」＆最大 70％OFF の「冬のセール」 

11 月 13 日（金）より開催 
  

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）は、全国 9 か所のプレミ
アム・アウトレットにおいて、思わず写真を撮りたくなるようなフォトジェニックな装飾にあふれる、光煌めくイ
ベント「ウインター イルミネーション」と、ファッションから生活雑貨まで、冬物アイテムなどが最大 70％OFF
となる「WINTER SPECIAL SALE（りんくうは 20TH ANNIVERSARY SALE）」を、2020 年 11 月 13 日（金）
より開催いたします。 

   

    

   

   

  

 

 

    

プレミアム・アウトレット  URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/ 
 
【今年の冬は煌めくプレミアム・アウトレットへ行こう 特別なひとときをお届け】 

各プレミアム・アウトレットでは、冬空でのアウトレットショッピングをさらにお楽しみいただけるよう、各セ
ンターそれぞれのテーマに合わせ、趣向を凝らしたツリーやイルミネーション、オリジナルのフォトスポットなど
が登場します。 

神戸三田プレミアム・アウトレットでは、本物のもみの木で作られた高さ約 8ｍのゴールドに輝くクリスマスツ
リーを、鳥栖プレミアム・アウトレットでは、雪の結晶を模した「雪の宮殿」によるフォトスポットが登場するな
ど、昼夜問わず、各プレミアム・アウトレットの多彩な表情をお楽しみいただけます。  

開催期間 開催施設 

2020 年 11 月 13 日（金）～2021 年 2 月 17 日（水） 

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、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、仙台泉プレミアム・アウトレット 

2020 年 11 月 13 日（金）～2020 年 12 月 25 日（金） 
神戸三田プレミアム・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 
 
【同日より全国で最大 70％OFF の冬のセールも開催】 
 2020 年 11 月 13 日（金）～23 日（月・祝）の 11 日間限定で、「WINTER SPECIAL SALE」
を開催（りんくうは 20TH ANNIVERSARY SALE を同期間開催）。国内外の著名ブランドが参加
し、冬に欠かせないアウターやニットなどのファッションアイテムから、冬の暮らしにぴったり
の生活雑貨などが、最大 70％OFF とお得なプライスでお買い求めいただけます。 
 
【セール期間、限定イベントやキャンペーンも開催】 

セール開催に合わせ、足湯体験（鳥栖）やブランド買取イベント（土岐）、大人気アニメ「ハイ
キュー！！」とのコラボレーションイベント（仙台泉）ほか、多彩なイベントやキャンペーンも
開催します。 
 
【Go To トラベル 地域共通クーポンも利用可能】 

各プレミアム・アウトレットの対象店舗では、「Go To トラベル」の地域共通クーポン（紙）
が、ご利用いただけます。お得な宿泊、日帰り旅行の際に、地域共通クーポンのご利用で、更に
お得なショッピングがお楽しみいただけます。 

 
イルミネーションやセール、各種イベントが開催されるプレミアム・アウトレットで、お得な

ショッピングに加え、特別なひとときをお過ごしください。 

 

 
 

鳥栖プレミアム・アウトレット イルミネーション（イメージ） 神戸三田プレミアム・アウトレット イルミネーション（イメージ） 

https://www.premiumoutlets.co.jp/
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※画像はすべて 2020 年イメージです。 

＜プレミアム・アウトレット「ウインター イルミネーション」概要＞ 

 

 

 

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 

開催期間：2020 年11 月13 日（金）～

2021 年2 月 17 日（水） 

フルカラーLED や美しい多面体によりレインボーに

輝くイルミネーションが登場します。見る角度によっ

て光り方の異なる、日本初のオリジナルオーナメント

※は、日中は自然の光を受けてステンドグラスのよう

に輝き、夜はライトアップされ幻想的な光を煌めかせ、

その存在感が見る人の心を掴みます。 

※当社調べ 

開催期間：2020年11月13日（金）～2021

年2月17日（水） 

シャンパンゴールドを基調とした、イルミネーション

が場内を彩ります。もみの木のツリーのプレミアム感

あふれるゴールドのオーナメントとギフトボックス

に、ホワイトスノーを散りばめ、ラグジュアリーな煌

めきを演出し、クリスマス気分や冬のひとときを盛り

上げます。 

開催期間：2020年11月13日（金）～2021

年2月17日（水） 

”STARDUST TWINKLE～光と星の煌めく夜～“をテ

ーマに、足を止めて写真を撮りたくなるようなイルミ

ネーショントンネルやツリー、アーチ型のオブジェが

登場します。約 20 万球のシャンパンゴールドの上質

な光の他、TWINKLE ライトが定期的に一斉に瞬き、

ジュエリーのような輝きと星のような煌めきをお楽し

みいただけます。 

   

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 

開催期間：2020 年11 月13 日（金）～

2021 年2 月 17 日（水） 

”SNOW JEWEL“をテーマに、ホワイト一色によるき

らびやかなイルミネーションは、思わず写真を撮り

たくなるようなフォトジェニックな空間です。音楽

に合わせ、イルミネーションが多彩に点灯するショ

ータイムの演出も行います。雪の結晶に包まれたよ

うな幻想的な「雪の宮殿」で、来場の記念に写真撮影

も楽しめます。 

開催期間：2020 年11 月13 日（金）～

2021 年2 月 17 日（水） 

雪に覆われた様々なツリーとミニチュアハウスを配

置した、スノードーム型のイルミネーションが登場

します。中に入って写真撮影もでき、”大人も楽しめ

るフォトスポット”をテーマとした、光に包まれたフ

ォトジェニックなスポットです。カラフルなタイル

に模したツリー装飾も、陶磁器の街である土岐らし

さを演出しています。 

開催期間： 2020 年11 月13 日（金）～

2020 年12 月25 日（金） 

”時を忘れる幻想空間”をテーマに、本物のもみの木で

作られた高さ約 8ｍのゴールドに輝くクリスマスツ

リーが圧巻です。ツリーの土台部分にある 2 つのト

ンネル内では、雪や星が揺らめくファンタスティッ

クなプロジェクション映像で、まさに時を忘れる幻

想的な空間を楽しめます。 

   

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 

開催期間：2020 年11 月13 日（金）～

2021 年2 月 17 日（水） 

”CRYSTAL SNOW“をテーマに、澄み切った静寂の

中、雪の結晶たちが森の木々に降り積もったかのよ

うな、イルミネーションで場内を演出します。ゴール

ドやホワイトの約 7.3 万球のイルミネーションが、

雪あかりのように場内を照らす幻想的な様子をお楽

しみください。 

開催期間：2020 年11 月13 日（金）～

2020 年12 月25 日（金） 

ホワイトを中心に、華やかなカラーの造花で埋め尽

くされたツリーが登場します。昼間はお花で彩られ

た可愛らしい姿を、夜は煌びやかにライトアップさ

れたロマンチックな空間をお楽しみいただけます。

また、ツリーを設置する通りには、ツリーと同様のホ

ワイトやピンクのカラーの生花を植え、華やかで温

かみのある空間を演出します。 

開催期間： 2020 年11 月13 日（金）～

2020 年12 月25 日（金） 

ホワイトを基調とした約８m のゴージャスな巨大ツ

リーが、ガレリア下に登場します。昼間はゴールド＆

シルバーを基調とした高級感のある演出を、夜間は

ライトアップで無限の輝きを表現し、昼と夜の印象

がガラッと変わる演出をお楽しみいただけます。ホ

ワイトフェンスの装飾に雪の結晶を施し、時間の経

過と共に多彩な表情を楽しめるスポットも登場しま

す。  
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＜「WINTER SPECIAL SALE」概要＞ 
2020 年 11 月 13 日（金）～23 日（月・祝）の 11 日間限定で、「WINTER SPECIAL SALE」

を開催（りんくうは 20TH ANNIVERSARY SALE を同期間開催）。国内外の著名ブランドが参
加し、冬に欠かせないアウターやニットなどのファッションアイテムから、冬の暮らしにぴっ
たりの生活雑貨などが、最大 70％OFF とお得なプライスでお買い求めいただけます。   

期間：2020 年 11 月 13 日（金）～23 日（月・祝）  

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

※りんくうプレミアム・アウトレットのみ同期間「20TH ANNIVERSARY SALE」を開催 
します。 

 

＜イベント＆キャンペーン情報＞  
■御殿場プレミアム・アウトレット 

アウトレット内「HOTEL CLAD」 記念日プランの販売 
誕生日や二人の記念日にオススメの特別な日をホテルで満喫できる「Go To トラベル」 
対象プラン(夕・朝食付き)を販売しております。記念日をお祝いするフラワーバスケッ 
トやアウトレット内ワインショップ「エノテカ＆ケーシーズ」から、おすすめのシャン 
パンの特典付です。 

 URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t49678 
  

手ぶらで GO！アウトレット内日帰り温泉「木の花の湯」をお得に 

御殿場プレミアム・アウトレットのお買い上げレシート（合算可、当日限り有効）を  
ご提示いただくと、「木の花の湯」がお得にご利用いただけます。お買い物の休憩やお 
帰りに自家源泉や休憩処でリラックスタイムをお過ごしください。 
期間：開催中～2021 年 3 月 31 日（水） 

 URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t48999 
 

■鳥栖プレミアム・アウトレット 

「鹿島・嬉野・太良 観光 PR イベント」開催 

嬉野温泉の足湯などが体験できる「鹿島・嬉野・太良 観光 PR イベント」を開催します。 
期間：2020 年 11 月 21 日（土）～23 日（月・祝） 
URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/#t49556 

 
■土岐プレミアム・アウトレット 

コメ兵ブランド買取イベント「KAITORI GO」開催 

 アウトレットモール初のコメ兵によるブランド買取イベント「KAITORI GO」を期間限定で開催します。 
 ご自宅の不用なブランドアイテムをご持参の上、ご来場ください。 

期間：2020 年 11 月 13 日（金）～23 日（月・祝） 
URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/#t49744 
 

■仙台泉プレミアム・アウトレット 

「ハイキュー!!ウィーク IN 仙台泉プレミアム・アウトレット」開催 

仙台が舞台のバレーボールアニメ「ハイキュー!!」のご当地イベント「ハイキュー!!ウィーク」 
を開催します。場内を巡るスタンプラリーのほか、特設会場では、名場面を振り返るパネル展 
や、特設ショップ「坂ノ下商店」が登場。今回描き下ろしの新商品も。 
期間：2020 年 11 月 13 日（金）～29 日（日） 
URL：https://haikyu-week.jp/ 

 
■あみプレミアム・アウトレット 

第 16 回『茨城を楽しもう！いばらき観光物産展』開催 

茨城県の各地域の物産事業者 10 団体による特産品の販売に加え、２団体による観光 
情報の PR を行います。 
期間：2020 年 11 月 21 日（土）～23 日（月・祝） 10：00～17：00 ※雨天決行、 

荒天中止 
URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t49549 

 
 

デリカフーズ×阿見町／あみ観光協会×APO「こだわり野菜マルシェ」初開催 
阿見町産や青果流通のプロ・デリカフーズが選び抜いたこだわりの野菜・果物を販売します。 
期間：2020 年 11 月 14 日（土）～23 日（月・祝） 土日祝日（計 5 日間）※雨天決行 
URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t49548  

https://www.premiumoutlets.co.jp/
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t49678
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t48999
https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/#t49556
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/#t49744
https://haikyu-week.jp/
https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t49549
https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/%23t49548
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■酒々井プレミアム・アウトレット 
「酒々井満喫スタンプラリー」開催 

酒々井町の人気施設「湯楽の里」「飯沼本家」「まるごとしすい」と、ノベルティが 
貰えるスタンプラリーを開催します。 
期間：2020 年 11 月 13 日（金）～2021 年 5 月 31 日（月） 
URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/stamprally_202011/ 

※特設サイトは 11 月 13 日（金）より公開します。 
 

＜「Go To トラベル」 地域共通クーポン 取り扱いについて＞ 
各プレミアム・アウトレットの対象店舗では、「Go To トラベル」の地域共通クーポン（紙）が、ご利用いただ

けます。お得な宿泊、日帰り旅行の際に、地域共通クーポンのご利用で、更にお得なショッピングがお楽しみいた
だけます。対象店舗等、詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。 

※一部、ご利用いただけない店舗、また電子クーポンのご利用が可能な店舗がございます。 
■御殿場プレミアム・アウトレット ：https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t49372 
■りんくうプレミアム・アウトレット：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/#t49502 

■佐野プレミアム・アウトレット  ：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/#t49375 

■鳥栖プレミアム・アウトレット  ：https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/#t49376 

■土岐プレミアム・アウトレット  ：https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/#t49377 
■神戸三田プレミアム・アウトレット：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/events/#t49571 

■仙台泉プレミアム・アウトレット ：https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/#t49379 
■あみプレミアム・アウトレット  ：https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t49380 
■酒々井プレミアム・アウトレット ：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/#t49381 

 
■全国 9 か所のプレミアム・アウトレット 

  

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 290 店舗 大阪府泉佐野市 約 250 店舗 栃木県佐野市 約 180 店舗 
営業時間 10：00～20：00 
12～2 月 10：00～19：00 

※年末年始、季節により変動あり  

営業時間 10：00～20：00 
（一部飲食店舗除く） 

※年末年始、季節により変動あり    

営業時間 10：00～20：00 
（一部飲食店舗除く） 

※年末年始、季節により変動あり 

お客様お問合せ：0550-81-3122 お客様お問合せ：072-458-4600  お客様お問合せ：0283-20-5800 

  
 

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 170 店舗 岐阜県土岐市 約 180 店舗 兵庫県神戸市 約 210 店舗 
営業時間 10：00～20：00 

（一部飲食店舗除く） 
※年末年始、季節により変動あり 

営業時間 10：00～20：00 
（一部飲食店舗除く） 

※年末年始、季節により変動あり   

営業時間 10：00～20：00 
（一部飲食店舗除く） 

※年末年始、季節により変動あり  

お客様お問合せ：0942-87-7370 お客様お問合せ：0572-53-3160 お客様お問合せ：078-983-3450  

   

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 160 店舗 千葉県酒々井町 約 220 店舗 
営業時間 10：00～20：00 

 [1 月平日、～2 月]10:00～19:00 
※年末年始、季節により変動あり 

営業時間 10：00～20：00 
（一部飲食店舗除く） 

※年末年始、季節により変動あり  

営業時間 10：00～20：00 
（一部飲食店舗除く） 

※年末年始、季節により変動あり   

お客様お問合せ：022-342-5310 お客様お問合せ：029-829-5770  お客様お問合せ：043-481-6160 

   

2020 年 8 月 第 5 期オープン 2020 年 6 月 第４期オープン 

https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/stamprally_202011/
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t49372
https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/#t49502
https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/#t49375
https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/#t49376
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/#t49377
https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/events/#t49571
https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/#t49379
https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t49380
https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/#t49381

