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プレミアム・アウトレットとディズニーが贈るクリスマス
PREMIUM OUTLETS® CHRISTMAS
～Disney Christmas the WONDERFUL PRESENT!～

全国のプレミアム・アウトレットに、ディズニーキャラクターのオリジナルツリー等が登場
三菱地所・サイモン株式会社は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と共に、「PREMIUM OUTLETS®
CHRISTMAS ～Disney Christmas the WONDERFUL PRESENT!～（プレミアム・アウトレット クリスマス
~ディズニー クリスマス ザ・ワンダフル プレゼント!～）」を、全国 9 か所のプレミアム・アウトレットにおいて、
2021 年 11 月 12 日（金）～12 月 25 日（土）に開催します。

「PREMIUM OUTLETS® CHRISTMAS ～Disney Christmas the WONDERFUL PRESENT!～」と題した今年
のプレミアム・アウトレットのクリスマスは、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルのキャラクター
によるオリジナルのクリスマスデコレーションが登場し、それぞれのプレミアム・アウトレットで趣向を凝らした
特別な空間をお届けします。また、場内を巡りながら、ミッキーと一緒にクリスマスプレゼントを探すスマートフ
ォン専用のデジタルスタンプラリーも開催。さらに、クリスマス限定アイテムやディズニーデザインの商品販売も
予定しています。
お得なセールやアウトレットショッピングと合わせ、プレミアム・アウトレットとディズニーが贈る特別な時間
をお楽しみください。

左から）御殿場、鳥栖、神戸三田プレミアム・アウトレット クリスマスツリーイメージ
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■PREMIUM OUTLETS® CHRISTMAS～Disney Christmas the WONDERFUL PRESENT!～概要
開催期間：2021 年 11 月 12 日（金）～12 月 25 日（土）※イルミネーションは日没後に点灯します。
開催場所：全国 9 か所のプレミアム・アウトレット
（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）

特設サイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/disney/

【今年のプレミアム・アウトレットはディズニーと一緒に素敵なクリスマスをお届けします】
今年の全国 9 か所のプレミアム・アウトレットのクリスマスは、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、
マーベルのキャラクターによるクリスマスツリーやフォトスポットなど、それぞれのプレミアム・アウトレット
のオリジナルのクリスマスデコレーションが登場。ホリデーシーズンを盛り上げるイルミネーションもライトア
ップされた特別な空間をお届けします。※施設により設置されていないキャラクターもございます
【「ミッキーと一緒に探そう！クリスマスデジタルラリー」も開催】
各プレミアム・アウトレットでは、期間中、スマートフォンを活用したデジタルスタンプラリーを開催します。
場内を巡りながら、４か所にある 2 次元コードを読み取って、ミッキーがミニーに渡すクリスマスプレゼントを
探すお手伝いをすると、もれなく全員に「PREMIUM OUTLETS® CHRISTMAS～Disney Christmas the
WONDERFUL PRESENT!～」オリジナルのスマートフォン待ち受け画面をプレゼントします。

左から）あみ、鳥栖、酒々井プレミアム・アウトレット クリスマスデコレーションイメージ

開催期間：2021 年 11 月 12 日（金）～12 月 25 日（土）
開催場所：全国 9 か所のプレミアム・アウトレット
（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）
尚、この他「PREMIUM OUTLETS® CHRISTMAS～Disney Christmas the WONDERFUL PRESENT!～」では、クリスマス限定
アイテムやディズニーデザインの商品販売も行います。詳細情報は、11 月上旬ごろにご案内します。

御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県御殿場市）
富士山の絶景を見渡すことができる「HILL SIDE」エリアに、約１万
球のシャンパンゴールドイルミネーションを使用したミッキーのクリ
スマスツリーが登場。９ｍを超える高さのツリーには、ミッキーをモ
チーフにしたオーナメントや、赤やゴールドのオーナメントボールが
飾られ、ラグジュアリーなクリスマスムードを演出します。
また、場内各所には、素敵な思い出づくりにピッタリな、ディズニー
プリンセス、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルのフォトスポッ
トが登場し、特別なクリスマスをお楽しみいただけます。
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/
御殿場プレミアム・アウトレット
メインツリーイメージ © Disney
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りんくうプレミアム・アウトレット（大阪府泉佐野市）
ミッキー、ディズニープリンセス、ピクサー、スター・ウォーズ、マ
ーベルのキャラクターが勢ぞろいした、昼夜問わずお楽しみいただけ
るクリスマス感溢れるフォトスポットが場内 3 か所に登場します。
また、オーシャンフロントに位置するシーサイドエリアでは、海をバ
ックにしたヤシの木のイルミネーションが煌めき、シーサイドアウト
レットならではの、リゾート感あふれる雰囲気をお楽しみいただけま
す。
https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/

りんくうプレミアム・アウトレット
フォトスポットイメージ
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佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市）
場内 4 か所にミッキーやディズニープリンセスをモチーフにしたフォ
トスポットが登場。なかでも、本物の木を使用した場内 2 か所のツリ
ーには、シャンパンゴールドの光輝くイルミネーションの中、ミッキー
やディズニープリンセスのオーナメントがより華やかな雰囲気を演出
します。
そのほか、ホリデーシーズンにふさわしいオブジェも登場し、上質で特
別な雰囲気の中、お買い物をお楽しみいただけます。
https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/
佐野プレミアム・アウトレット
イルミネーションイメージ © Disney

鳥栖プレミアム・アウトレット（佐賀県鳥栖市）
例年好評を得ている「雪の宮殿」は、音楽に合わせ色が変わる演出と、シ
ョータイムを開催。雪の結晶の透明感のある輝きと、日中は太陽光、夜は
イルミネーションの光を受けて煌めくクリスタルオーナメントも加わり
ました。今年は、ディズニープリンセスをモチーフにした４本のツリーも
設置され、パワーアップして登場します。
ミッキーをモチーフにしたクリスマス気分たっぷりのリース型フォトス
ポットも登場します。
https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/

鳥栖プレミアム・アウトレット
フォトスポットイメージ © Disney

土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）
ミッキーのクリスマスツリーに加え、ディズニープリンセス、ピクサー、
スター・ウォーズ、マーベルのフォトスポットを設置しました。
シャンパンゴールドとホワイトの上品な光のフォトスポットは、ツリー
土台にタイルを施し、陶磁器の街の土岐らしさも演出。昨年に引き続き、
見る角度やライティングによって様々な表情を見せ、幻想的な空間をお
楽しみいただけます。
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/
土岐プレミアム・アウトレット
フォトスポットイメージ © Disney
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神戸三田プレミアム・アウトレット（兵庫県神戸市）
ガレリア下に、ディズニープリンセス、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベ
ルの様々なキャラクターが集合した高さ約８ｍのクリスマスツリーが登場し
ます。シャンパンゴールドの光輝くツリーには、各キャラクターが描かれたビ
ッグオーナメントが飾られ、圧倒的な存在感で、ディズニーキャラクターの夢
の共演が楽しめます。
場内には、ミッキー、ディズニープリンセス、ピクサーのフォトスポットが登
場し、クリスマス気分を盛り上げます。
https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/
神戸三田プレミアム・アウトレット
メインツリーイメージ
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仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県仙台市）
場内全体を、雪の結晶が、深々とそこかしこに降り積もるようなあたた
かなシャンパンゴールドのイルミネーションで彩り、ホリデーシーズン
を盛り上げます。
場内各所には、ミッキー、ディズニープリンセス、ピクサー、スター・
ウォーズ、マーベルのキャラクターのフォトスポットが場内各所に登場
し、クリスマスの特別なひとときをお楽しみいただけます。
https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/

仙台泉プレミアム・アウトレット
イルミネーションイメージ © Disney

あみプレミアム・アウトレット（茨城県稲敷郡阿見町）
ガレリア下には、ディズニーの世界観あふれるミッキーをテーマにしたメイン
ツリーがお目見え。緑のツリーに、ゴールドのオーナメントと赤いリボン、お
馴染みのミッキーハンドなどが飾られた、クリスマス感溢れる高さ約７ｍのツ
リーです。
また、メインエントランスのガゼボには、ディズニープリンセスの気分に浸る
ことができるロマンティックな装飾を施し、場内には、見ても撮影してもお楽
しみいただけるピクサー、スター・ウォーズ、マーベルのフォトスポットが登
場します。
https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/

酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡酒々井町）

あみプレミアム・アウトレット
メインツリーイメージ © Disney

ガレリア下に、ディズニープリンセスをテーマにした高さ約８ｍのメイン
ツリーが登場。ゴールドやピンクを基調としたホワイトツリーは、ディズ
ニープリンセスモチーフの可愛らしいオーナメントで彩られ、可憐でロマ
ンティックな雰囲気です。
場内には、ミッキーとギフトボックスをモチーフにしたクリスマス気分た
っぷりのフォトスポットや、雪の結晶をイメージしたデコレーションも施
し、きらめくホリデーシーズンを盛り上げます。
https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/
酒々井プレミアム・アウトレット
メインツリーイメージ © Disney
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※営業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。また、プレミアム・アウトレットの新型コロナウィルスの感染防止対策と
来場に関してのお客様へのお願いは、ウェブサイトからご確認ください。https://www.premiumoutlets.co.jp/

