
  

 

 
2021年 9月 29日 

三菱地所・サイモン株式会社 
 

10月 10日は「プレミアム・アウトレットの日」  
リアルでもオンラインでもプレミアム・アウトレットを楽しもう 

豪華賞品が当たる大抽選会やセール開催 / 「あつまれどうぶつの森」に『プレミアムアウトレッ島』が登場 
 
 

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）は、10 月 10 日「プレミアム・アウトレ
ットの日」にあわせて、10月の月間を通じて、プレミアム・アウトレットを、更にお楽しみいただける様々な企画を実施します。 
 
【10月 10日はプレミアム・アウトレットの日 10月のキャンペーン一覧】 
 

■人気ブランド＆ご当地の豪華賞品が当たる︕大抽選キャンペーン 2021年 10月 1日（金）～31日（日） 

日頃のご愛顧に感謝を込め、各プレミアム・アウトレットでは、合計 2 万円以上お買い上げのお客様に、抽選で最大 10 万円
相当のブランドアイテムやご当地アイテムが当たる大抽選会を実施します。 
■「あつまれ どうぶつの森」に『プレミアムアウトレッ島』が登場  2021年 9月 29日（水）公開 
任天堂株式会社のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」に、プレミアム・アウトレットをモチーフにした『プレミアムアウトレッ島』 
を公開します。「マイデザイン」では、プレミアム・アウトレットオリジナルの T シャツなどをお楽しみいただけます。 
 
■最大 10万ポイントがその場で当たる「ｄポイントくじ」開催 2021年 10月 1日（金）～31日（日） 

   各プレミアム・アウトレット場内に掲出された本キャンペーンポスターの二次元コードから、くじへ参加いただくと、抽選で、 
最大 10万ポイントがその場で当たります。 

 
■各プレミアム・アウトレットで、それぞれ秋を楽しむセールやフェア、イベントを開催 10月特定日開催 

       ハロウィーンの装飾で彩られた各プレミアム・アウトレットでは、秋のトレンドや、スポーツアウトドアアイテムがお得に揃うセールやフェ
ア、B級品を集めたイベントなどを開催します。 

 
「プレミアム・アウトレットの日」をきっかけに、日頃のお客様のご愛顧に感謝するとともに、多くの皆様に、お得なショッピングに留まらない

多様なプレミアム・アウトレットの楽しさをご体験いただきたいと考えています。 
 

プレミアム・アウトレットの日特設サイト︓https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/shallwego/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/shallwego/


  

 

◆人気ブランド＆ご当地の豪華賞品が当たる︕大抽選キャンペーン 

日頃のご愛顧に感謝を込め、キャンペーン期間中、合計 2 万円以上お買い上げのお客様に抽選で最大で 10 万円相当のブランド
アイテムやご当地アイテムが当たる大抽選会を実施します。 
「ブランド賞」では、高島屋「季節のフルーツ豪華セット」（御殿場）やデロンギ「オーテンティカ全自動コーヒーマシンセット」（神戸三
田）などを、「ご当地賞」では、宿泊券や豪華ステーキセットなど、各プレミアム・アウトレットの立地するエリア厳選のご当地賞品が当た
ります。 
開 催 期 間︓10月 1日(金)～10月 31日(日) 
詳 細︓https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/poday_gift/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご当地賞 ※画像はイメージです 

御殿場（静岡県御殿場市） りんくう（大阪府泉佐野市） 佐野（栃木県佐野市） 
HOTEL CLAD 三浦農園・北庄司酒造 JA佐野 

富士ビューツインルーム 
1泊夕朝食付ペア宿泊券 

泉佐野の地酒と 
農園採れたてたっぷり野菜セット 

佐野市産コシヒカリ 
  新米 一俵(60kg） 

 
 
 
 
 
 
 

  

鳥栖（佐賀県鳥栖市） 土岐（岐阜県土岐市） 神戸三田（兵庫県神戸市） 
唐津 網元の宿 汐湯凪の音 JA全農岐阜 神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 
オーシャンビュー和室 スーペリア 

1泊夕朝食付ペア宿泊券 
飛騨牛サーロイン＆ 

ヒレステーキセット（5等級） 
プリファードデラックスツイン 
1泊朝食付ペア宿泊券 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

仙台泉（宮城県仙台市） あみ（茨城県稲敷郡阿見町） 酒々井（千葉県印旛郡酒々井町） 
仙台ロイヤルパークホテル 肉のイイジマ 日本料理 菊屋 
ラグジュアリーツイン 

1泊朝食付ペア宿泊券 
常陸牛堪能セット 

(ステーキ、しゃぶしゃぶ、すき焼き) 
菊屋謹製 

国産蒲焼・白焼 7尾セット 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

※地酒イメージ 

※すき焼き肉イメージ 

※ヒレステーキイメージ 

https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/poday_gift/


  

 

◆「あつまれ どうぶつの森」に『プレミアムアウトレッ島』が登場 

任天堂株式会社のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」に、2021 年 9 月 29 日（水）、プレミアム・アウトレットをモチーフにした『プ
レミアムアウトレッ島』が登場します。 
『プレミアムアウトレッ島』は、国内に展開する御殿場・りんくう・佐野・鳥栖・土岐・神戸三田・仙台泉・あみ・酒々井の 9 つのプレミア
ム・アウトレットに、2022年秋開業予定のふかや花園プレミアム・アウトレットを加えた 10 のエリアで構成されます。 
各施設のエリアは、リゾート感溢れるプレミアム・アウトレットの雰囲気をお楽しみいただけるよう、フォトスポットなどのそれぞれの特徴や
周辺の観光スポットを再現し、プレミアム・アウトレットならではのお出かけ体験が、ゲーム内でもお楽しみいただけます。また、2022 年
秋開業予定の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」のエリアでは、施設の工事状況に応じて更新を予定しています。 
更に、各プレミアム・アウトレットの特徴をデザインした T シャツなどの「マイデザイン」も公開します。 
※Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。 

 
特設サイト︓ https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/acnh/  
夢 番 地︓『 DA-6187-3185-6003 』 ※不思議な夢で出会う「ゆめみ」に夢番地を伝えることで、遊びに行くことができます。 
公 開 日︓2021年 9月 29日(水) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸三田プレミアム・アウトレット 『プレミアムアウトレッ島』エリアとモデル施設 
実際のプレミアム・アウトレットの特徴と比べても楽しい 

顔出しパネルのフォトスポット マイデザインで Tシャツも選べる 

https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/acnh/


  

 

◆ 最大 10万ポイントがその場で当たる「ｄポイントくじ」開催 
期間中、各プレミアム・アウトレット場内に掲出された本キャンペーンポスターの二次元コードから、

くじに参加いただくと、抽選で最大 10万ポイントがその場で当たります。 

開催期間︓2021年 10月 1日（金）10︓00～2021年 10月 31日（日） 
詳細 URL︓https://dpoint.jp/cp_2/p-outlet_211001_2499/index.html?utm_so

urce=partner&utm_medium=other&utm_campaign=dpc_202110_
2499-pr  

 

◆ 各プレミアム・アウトレットのセール＆イベント情報 

【御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）】 
■プレミアム・アウトレットの思い出にリバティプリントハンカチをプレゼント︕ 
プレミアム・アウトレットの日に合わせ、御殿場プレミアム・アウトレットでの思い出を募集します。ご応
募いただいたお客様には、季節とりどりの花を咲かせる施設内「オハナテラス」をイメージし、特別に発
注した「リバティプリントハンカチ」をプレゼント。世界中で長く愛されるリバティプリント同様に、御殿場
プレミアム・アウトレットも末永くご愛顧いただきたいという想いも込めました。 

期 間︓10月 9日（土）～10月 10日（日） 
詳細 URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t53111  

※10月 1日（金）より公開 

■Autumn Fair 
秋のトレンドファッションや、秋の夜長にお家時間を楽しむアイテムなど、各店舗ではお得なアイテム
を取りそろえたフェアを開催します。 
期 間︓10月 8日（金）～10月 31日（日） ※期間は店舗により異なります 
詳細 URL︓https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/202110/ 

※10月 1日（金）より公開 
 

【りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）】 

10月のりんくうプレミアム・アウトレットはイベントが盛りだくさん︕お得なショッピングを楽しんで、特別な秋にしよう︕ 
特設サイト︓https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/sp/202110/  ※10月 1日（金）より公開 

■Awesome Autumn Sale 
秋のトレンドファッションや、秋の夜長にお家時間を楽しむアイテムなど、各店舗ではお得なアイ
テムを取りそろえた、最大 70%OFF の「オーサム オータム セール」を開催します。 
期 間︓10月 8日（金）～10月 24日（日） ※期間は店舗により異なります 

■スポーツアウトドアフェア 
心地よい海風を受けながら、テントやスポーツアイテムなど、スポーツ・アウトドア商品を気軽にお
試しいただける体験型イベントを、大阪湾を一望するシーサイドパークで開催します。 
開 催 日︓10月 24日（日） ※天候などにより変更・中止の可能性あり。 
 

【佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）】 

■さのまるフラッグを探せ︕ 
栃木県佐野市のブランドキャラクター「さのまる」の活動開始 10 周年を記念し、 佐野市では
様々な企画を開催中です。 佐野プレミアム･アウトレットでも、「さのまる」10 周年を祝し、「さの
まるフラッグを探せ︕」のイベントを開催します。 
 
期 間︓10月 8日（金）～10月 10日（日） 
詳細 URL︓https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/ 
           ※10月 1日（金）より公開 
 

https://dpoint.jp/cp_2/p-outlet_211001_2499/index.html?utm_source=partner&utm_medium=other&utm_campaign=dpc_202110_2499-pr%20
https://dpoint.jp/cp_2/p-outlet_211001_2499/index.html?utm_source=partner&utm_medium=other&utm_campaign=dpc_202110_2499-pr%20
https://dpoint.jp/cp_2/p-outlet_211001_2499/index.html?utm_source=partner&utm_medium=other&utm_campaign=dpc_202110_2499-pr%20
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/#t53111
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/sp/202110/
https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/sp/202110/
https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/


  

 

【鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）】 

■週末限定︕ B 級品・セール品マーケット 

使用には問題のないほつれやキズなどがあるため格安で販売される「Ｂ級品」や、セール品
コーナーをご用意した「Ｂ級品・セール品マーケット」を、屋外スペースで開催します。 

開 催 日︓10月 9日(土)・10日(日)、16日(土)・17日(日)、 
23日(土)・24日(日) ※天候などにより変更・中止の可能性あり。 

詳細 URL︓https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/sp/202110/ 
          ※10月 1日（金）より公開 

 
【土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）】 

■プレミアム・アウトレットの日 THANKS 3 days 

秋のトレンドファッションや、秋の夜長にお家時間を楽しむアイテムなど、各店舗でお得なア
イテムを取りそろえた「THANKS 3 days」を開催します。 
期 間︓10月 8日（金）～10月 10日（日） ※期間は店舗により異なります 
詳細 URL︓https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/#t53118 
 ※10月 1日(金)より公開 

 
 
【仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市）】 

■人気ブランド秋のセール情報 

人気ブランドやスポーツブランド、キッチン雑貨ブランドのお得な秋のセール情報をピックア
ップしてご紹介します。 
※セール情報は随時更新されます。 

 

開催日・詳細 URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/#t53330 
※10月 1日（金）より公開 

 

【あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）】 

■Special 10 Days  
秋のトレンドファッションや、秋の夜長にお家時間を楽しむアイテムなど、各店舗ではお得
なアイテムを取りそろえたフェアを開催します。 
期 間︓10月 8日（金）～10月 17日(日) 
詳細 URL︓https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/sp/202110/ 

※10月 1日(金)より公開 

■スポーツアウトドアマルシェ 
やわらかい日差しや、さわやかな風の中、スポーツやアウトドアをより楽しめる秋が到来︕ 
「スポーツアウトドアマルシェ」ではゴルフやアウトドアブランドより、厳選アイテムをご用意します。 
※天候などにより変更・中止の可能性あり。 

開 催 日︓10月 9日(土)、10日(日) Adidas Golf、Billabong 
10月 16日(土)、17日(日) Columbia、Timberland、Quiksilver    

詳細 URL︓https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t53268 
※10月 1日(金)より公開 

※イメージです 

https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/sp/202110/
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/#t53118
https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/#t53330
https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/sp/202110/
https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/#t53268


  

 

●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、各施設ウェブサイ
にてご確認ください。 
https://www.premiumoutlets.co.jp/ 
●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、各プレミアム・アウトレットのウェ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/novel_coronavirus_2020.html（御殿場） 

 

 
【プレミアム・アウトレットの日】 
アウ”ト”（10）レッ”ト”（10）の語呂に合わせ、10 月 10 日は「プレミアム・アウトレットの日」です。2020年に、プレミアム・アウト
レットの日本誕生 20 周年を記念し、三菱地所・サイモン株式会社が、一般社団法人日本記念日協会に申請し、記念日として認
定を受けました。 
 

 

 

 

 

 
【プレミアム・アウトレット】 
「プレミアム・アウトレット」は、リゾート感溢れる環境のもと、お得なブランドショッピングやグルメなど、お出かけ先として楽しめるアメ
リカ生まれのアウトレットセンターです。お買い物の場に留まらない、「お客様に、思い出に残る時間をご提供する場」であり続ける
ことを目指します。 

*PREMIUM OUTLETS®は Simon Property Group, Inc.の商標です。 
 
 
【三菱地所・サイモン株式会社について】 
三菱地所・サイモン株式会社は、三菱地所株式会社と Simon Property Group, Inc. の 2社による合弁会社で、日本におけ

るアウトレットの開発、所有、運営を主な事業としています。現在、日本において 9 ヵ所のプレミアム・アウトレットを展開しています。
2022年秋には埼玉県深谷市に、国内 10 ヵ所目となる「ふかや花園プレミアム・アウトレット」の開業を予定しています。 

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

https://www.premiumoutlets.co.jp/
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/novel_coronavirus_2020.html
https://www.premiumoutlets.co.jp/

