
  

 

2021 年 7 月９日 

三菱地所・サイモン株式会社 

 

御殿場プレミアム・アウトレット ヒルサイドエリアオープン 1 周年記念 

『Hill Side 1st Anniversary Sale』 
2021 年 7 月 16 日（金）～25 日（日）開催 

  ～最大 70％OFF セールのほか、宿泊券などが当たる抽選会や限定メニューも登場～ 
 
 

御殿場プレミアム・アウトレット（所在地：静岡県御殿場市  運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、昨
年 6 月にオープンしたヒルサイドエリアの開業 1 周年を記念し、日頃からご愛顧いただいている皆様へ感謝
の気持ちを込め、2021 年 7 月 16 日（金）～7 月 25 日（日）までの期間、『Hill Side 1st Anniversary Sale』
を開催します。 
 
 全館をあげて開催する『Hill Side 1st Anniversary Sale』では、ヒルサイドエリアのオフホワイトやセルジ
オロッシ、フリークス ストアなどに加え、既存エリアの人気ブランドも参加し、夏本番を前に最大 70％OFF
となるセールを開催します。 
 

また、敷地内にある「HOTEL CLAD」をはじめ、御殿場市や箱根エリアの有名宿泊施設のペア宿泊券、人気
ブランドアイテムがあたる抽選会の実施や、1 周年を記念した限定メニューや限定土産なども登場します。さ
らに、8 月 31 日（火）まで、レゴ®スーパーマリオ TM 巨大『3D モデル レゴ® マリオ』がフードホール「い
ただきテラス」に登場するほか、7 月 24 日（土）には、施設内の花壇「オハナテラス」で咲いている花など
を販売する『オハナマルシェ』も開催し、ヒルサイド 1 周年を盛り上げます。 
 

御殿場プレミアム・アウトレットは、開業 20 年の節目に第 4 期増設となるヒルサイドエリアをオープン。
店舗面積約 61,000 ㎡、店舗数約 290 店舗という日本最大のアウトレット※となり、敷地内には、ミニ遊園地
（プレイグラウンド）や、小田急グループによる「HOTEL CLAD」と日帰り温泉施設の「木の花の湯」を備え
る唯一無二のショッピングリゾートへと進化しました。※店舗面積において。当社調べ。 
 

今後も、御殿場プレミアム・アウトレットは、優雅なリゾート地を彷彿とさせるような環境で、溢れる開放
感を味わいながら、心ときめき、思い出となる最高のショッピング体験を皆さまにお届けできるよう進化し続
けます。 
 
 

    Hill Side 1st Anniversary Sale 7/16(金)～7/25(日)     
 

 
ご愛顧に感謝の気持ちを込め、１周年記念セールやキャンペーンを実施いたします。 

 
開催期間：2021 年 7 月 16 日（金）～7 月 25 日（日） 

U R L： https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/202107/ 
 
 

  



  

 

◆『Hill Side 1st Anniversary Sale』 
 

 ヒルサイドエリアのみならず、全エリアを上げて最大 70%OFF のセールを開催します。オフ
ホワイトやセルジオロッシ、フリークス ストアなどヒルサイドエリアで人気のブランドや、既存
エリアからもユナイテッドアローズやコールマンなどが参加し、1 周年を盛り上げます。詳細は、
下記 URL よりご確認ください。 

 
セールページ URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/202107/ 

 

【参加店舗の一例（ヒルサイドエリアより抜粋）】※価格はすべて税込です。 ※一部セール期間を超えて実施する販促もございます。 

店舗名 セール内容/限定商品 

3.1 Philip Lim 
(3.1 フィリップリム) 

・2 点以上お買い上げで 10％OFF（除外品あり） 
・￥33,000 以上お買い上げでノベルティ（スカーフ）をプレゼント（先着 30 名様限定） 

Atlantic Stars 
(アトランティックスターズ) 

・1st Anniversary Happy Bag をご用意（なくなり次第終了） 

FREAK’S STORE 
(フリークス ストア) 

・2 点以上お買い上げで 10％OFF（除外品あり） 

GIANNI CHIARINI 
(ジャンニ キアリーニ) 

・2 点お買い上げで 10％OFF、3 点以上お買い上げで 15％OFF 
（除外品あり） 

MSGM 
(エムエスジーエム) 

・2 点お買い上げで 10％OFF、3 点お買い上げで 15％OFF、4 点以上お買い上げで 20％
OFF（除外品あり） 

・￥33,000 以上お買い上げでノベルティをプレゼント（なくなり次第終了） 
OFF WHITE 
(オフホワイト) 

・2 点以上お買い上げで 10％OFF 

PUMA 
(プーマ) 

・最大 70%OFF 

Santoni 
(サントーニ) 

・最大 70％OFF 

Sergio Rossi 
(セルジオ ロッシ) 

・1 点お買い上げで 20％OFF、2 点お買い上げで 25％OFF、3 点以上お買い上げで 30％
OFF（除外品あり） 

TAKASHIMAYA 
(タカシマヤ) 

・2 点以上お買い上げで 15％OFF（除外品あり） 

YANUK 
(ヤヌーク) 

・2 点以上お買い上げで 10％OFF（除外品あり） 

 

◆「1 泊 2 日でゆっくりお買い物を楽しもう！抽選キャンペーン」 

 『Hill Side 1st Anniversary Sale』期間中に、応募フォームへ必要事項を入力し、御殿場プレミアム・ア 
ウトレットにてお買い上げいただいたレシート（お買い上げ金額の条件なし）を撮影の上、添付してご応募
ください。抽選でペア宿泊券や人気ブランドアイテムをプレゼントいたします。詳細は、下記 URL よりご
確認ください。※期間中、お一人様 1 回限りのご応募。 

 
抽選会ページ URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/present̲202107/ 

 
●賞品例（抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

HOTEL CLAD
ク ラ ッ ド

 
SABON ウェルカムキット付きプラン 

1 泊 2 食付きペア招待券 
※イメージ 

レゴ® 
NASA スペースシャトル 

ディスカバリー号 

※イメージ 

藤乃煌
ふじのきらめき

 富士御殿場 

グランデキャビン 

1 泊 2 食付きペア招待券 
※イメージ 



  

 

◆ヒルサイドエリア 1 周年限定メニュー・お土産も登場 
 
  バラエティ豊かなヒルサイドエリアの飲食店では、１周年を記念した限定メニューやお土産をご用意して
います。御殿場から見える富士山をイメージした「富士山クリームソーダ」や、御殿場限定の人気のメロンパ
フェをアレンジした「1 周年記念パフェ」など、お買い物だけでなく、グルメでもお楽しみいただけます。 
 

※価格はすべて税込です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ レゴ®スーパーマリオ TM 巨大「3D モデル レゴ® マリオ」がフードホールに登場 
 

 
8 月 31 日（火）まで、レゴ®スーパーマリオ TM 3D モデルの「レゴ® マリオ」、

「クッパ」、「キノコ」が、フードホール「いただきテラス」に登場します。一緒に
写真撮影もできるフォトスポットとしてお楽しみいただけます。 

 
展示期間：7 月 12 日(月)～8 月 31 日（火） 
展示場所：ヒルサイドエリア いただきテラス内 
 
 
 
 
 
 

蜷尾家（ニナオ） 
「1 周年記念ラベル付き茶葉パック」￥1,080 

※なくなり次第終了 
場内から望む雄大な富士山をラベルにした、 
1 周年記念の茶葉パックです。台湾茶を 6 種
類お楽しみいただけます。 

タカシマヤ 
「1 周年記念パフェ」 ￥1,080 

※期間限定 
静岡県産のクラウンマスクメロンと、いちご、オレ
ンジ、赤肉メロン、パイナップルを使用した贅沢
なパフェです。 

サングラム グリーンティー 
「富士山クリームソーダ」￥680（イートイン価格） 

※期間限定 
バタフライピーティーを使い、富士山をイメージし
たさわやかなクリームソーダです 

サングラム グリーンティー 
「1st Anniversary 御殿場ブレンドセット」￥2,500  

※期間限定 
人気の「富士プレミアム茶／御殿場ブレンド オリジナル茶缶
(50g)」に、焙じ茶(50g)と和紅茶「藤かおり」(30g)がオリ
ジナルミニトートバッグに入ったお得なセットです。 

瓢六亭（ひょうろくてい） 
「紅白の食べ比べ重（蒲焼、白焼）」￥5,184 

※期間限定  
蒲焼と白焼で紅白を表現しました。肝串や鰻巻も
ついたボリュームたっぷりの鰻重です。 



  

 

◆ 花の販売イベント「オハナマルシェ」 
御殿場プレミアム・アウトレットの場内花壇「オハナテラス」で咲いている花や季節を感じる花を販売し

ます。このほか、ドライフラワーやハーバリウムなど、インテリアにも最適なアイテムもお選びいただけま
す。 

 
日 時：7 月 24 日(土) 10:00～17:00  
場 所：ヒルサイドエリア プレイグラウンド前 
販売者：株式会社クレマコーポレーション、Flower Gift PELE 

※天候により中止の可能性があります。 

※開催内容が変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

◆ リモート一眼レフ撮影サービス「マチカメ」新カメラ導入 
撮影場所に設置してある QR コードを読み取ると、お客様ご自身のスマー

トフォンを使用して、遠く離れたカメラから御殿場プレミアム・アウトレットを背
景に記念撮影ができるサービスです。ヒルサイドエリアのバスターミナルに設置
の 1 台目に続き、新たに 2 台目を設置し、メリーゴーラウンドと富士山を背
景に撮影ができるようになります。家族や友達とのお出かけや、旅行の記念
に、ぜひご利用ださい。 
 
場 所：ヒルサイドエリア プレイグラウンド前（7 月下旬～）、ヒルサイドエリア バスターミナル 
料 金：ライト 380 円／スタンダード 500 円／プレミアム 800 円 ※7 月中旬まで無料 
サービス提供：KDDI、CASIO 
サ ー ビ ス 詳 細： 
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/machicame/ 

 

 

 

 

【御殿場プレミアム・アウトレット 施設概要】 

所 在 地 〒412-0023 静岡県御殿場市深沢 1312 

営業時間 (3～11 月) 10 時～20 時 ※季節・状況により変動あり 

定 休 日 年 1 回（2 月第 3 木曜日） 

ウエブサイト https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/ 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、営業状況やイベントなどは予告なく変更と

なる場合がございます。 最新情報は、ウエブサイトにてご確認ください。 

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

※プレミアム・アウトレットでは、皆様に安心してご来場いただけるよう感染予防対策を行っております。 

感染防止対策及びご来場に際してのお客様へのお願いは、ウエブサイトからご確認ください。また、ご来場の際はあらかじめ自治体等から

の要請をご確認ください。https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/novel̲coronavirus̲2020.html 

オハナマルシェ開催イメージ 

オハナテラス（ヒルサイドブリッジ） 

撮影イメージ 


