
 
                         

  
 
 

2022年５月３1日 
三菱地所・サイモン株式会社 

土岐プレミアム・アウトレット 環境月間に 
「SUMMER SPECIAL SALE」6月 10日（金）より開催  
地産地消の「岐阜県食材フェア」、衣料品回収や共用部電力 100%再エネ化など 

よりサステナブルなアウトレットショッピングをご提案 

土岐プレミアム・アウトレット（所在地：岐阜県土岐市、運営：三菱地所・サイモン株式会社）
は、2022年 6月 10日（金）～19日（日）の 10日間、夏物が早くもお得になる「SUMMER 
SPECIAL SALE 」を開催します。 

「SUMMER SPECIAL SALE」では、夏本番を前に、今から使える夏物アイテムなどが最大で 70％
OFFと、いち早くお得になるほか、衣料品のリユースやリサイクルを目的とした「衣料品回収キャ
ンペーン」や、リサイクルの促進や障がい者雇用への貢献につながる「エコキャップ運動」を行い
ます。 

また、全国農業協同組合連合会 岐阜県本部（本店：岐阜県岐阜市、以下「JA全農岐阜」）と連
携した「岐阜県食材フェア」を 2022年 5月 28日（土）～6月 30日（木）の期間で開催しま
す。地元岐阜県産の新鮮な食材を味わっていただきながら、県内生産者の応援と共に、岐阜県食材
の認知向上と魅力を発信します。 

 
プレミアム・アウトレットでは、昨年より毎年 6月を「プレミアム・アウトレット環境月間」と

制定し、お客様にショッピングを通じて気軽に社会貢献へご参加いただけるような取り組みを行っ
てまいりました。2022年 6月 1日（水）より、全国のプレミアム・アウトレットフードコート客
席部分やトイレなどの共用部の電力を 100％再生可能エネルギーとし、環境に優しい施設運営に取
り組みます。 

 
ご自宅に眠る不要な衣料品やペットボトルのキャップをご持参いただき、社会貢献活動に気軽に

参加したり、地産地消で地域の食も味わいながら、お得なセールで環境にもお財布にも優しいサス
テナブルなアウトレットショッピングをお楽しみください。  

岐阜県産の食材を使った飲食メニュー 



 
                         

■「SUMMER SPECIAL SALE」 
人気ファッションブランドやスポーツ・アウトドア、生活雑貨などが、最大 70％OFFの夏物セ
ールを開催します。 
 
期 間: 2022年 6月 10日（金）～19日（日） 
詳細 URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/sp/202206/ ※6月 3日（金）公開 

※価格は全て税込です。 
店舗名 カテゴリ セール内容 

Bayflow
ベ イ フ ロ ー

 衣料 夏物最大 70％OFF 

Miki
ミ キ

 House
ハ ウ ス

 衣料 サマーパック￥11,000を数量限定でご用意 

Nice
ナ イ ス

 Claup
ク ラ ッ プ

 衣料 夏物商品 2点以上お買い上げで 10％OFF 

Birkenstock
ビルケンシュトック

 鞄 最大 50％OFF 

Verite
ベ リ テ

 宝飾・アクセサリー K18ダイヤモンドネックレスが最大 70％OFF 

昭和西川 生活雑貨 冷感寝具が 60％OFF 

Garrett
ギ ャ レ ッ ト

 Popcorn
ポ ップコー ン

 Shops
ショップス

 グルメ＆フード シカゴミックス Mサイズ+ブラウニーMサイズ 
￥1,850⇒￥1,700 

 
■衣料品回収キャンペーン 
期間中、不要な衣料品を3点以上お持ち込みいただいた1グループにつき1個、
マイボトルとして便利に活用いただけるステンレスポケットボトル（120ml）
を差し上げます。（先着 80個限定・なくなり次第終了） 
回収した衣料品は、「BRING」を通じてリユース・リサイクルします。 

 
期間：6月 10日（金）～6月 19日（日） 
受付時間：9：30～16：30 
開催場所：土岐プレミアム・アウトレット 特設カウンター（ファミリーコート内） 
詳細 URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/bring_202205/ 
 「BRING」については下記サイトをご参照ください。 

URL:https://bring.org/pages/concept 
 

■プレミアム・アウトレット共用部における再生可能エネルギー電力運用について 
2022年 6月 1日（水）より、全国のプレミアム・アウトレットのフードコート客席部分やトイ

レなどの施設共用部の全ての使用電力に、グリーン電力証書と太陽光発電（あみ/酒々井の 2 施設）
による電力を使用し、発電時の CO2排出量削減に取り組みます。 
※別途プレスリリースを配信しております。詳細は下記よりご覧ください。 
リリース URL： 
https://www.premiumoutlets.co.jp/pressroom/pdf/20220531_01.pdf 

 
■エコキャップ運動 
場内にペットボトルのキャップ回収 BOX を設置します。集められたキャップは、NPO 法人エコキ
ャップ推進協会のエコステーションであり、障がい児者の個性豊かな生活を支援する NPO 法人曖
（土岐市肥田町）生活支援ハウス un・un により回収・分別されます。キャップの分別がハウスの
利用者皆様の仕事となり、再生プラスチックの原料として有効活用されます。 

開催期間：2022年 6月 1日（水）～30日（木） 
設置場所：インフォメーションセンター、ファミリーコート内サービスルームの計 2個所 
 

ステンレスポケットボトル（120ml） 
イメージ 

 
 

 
 
 

https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/sp/202206/
https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/bring_202205/
https://bring.org/pages/concept
https://www.premiumoutlets.co.jp/pressroom/pdf/20220531_01.pdf


 
                         

 
■「岐阜県食材フェア」  
岐阜県自慢の豊かな水と土壌から生まれた農作物や、育成過程にこだわり育てた畜産物など、岐阜県産の食材
を使用し、各店が特別に開発した土岐プレミアム・アウトレット限定メニューです。  
提供期間: 2022年 5月 28日（土）～6月 30日（木） 
U R L:https://www.premiumoutlets.co.jp/notice/pdf/toki/JAGourmet/JAGourmet.pdf 

※価格は全て税込です。※画像はイメージです。 
 

＜キッチンスギモト> ＜パステルガーデンアヴェニュー＞ <大かまど飯 寅福> 
豚肩ロースのソテー～食べる醤油と 
岐阜県産トマトのさっぱりソース～ 

（ご飯・赤だし・漬物 付き）1,580円 
 

奥美濃古地鶏と紅芯大根のバターソース
パスタ～ポテトサラダを添えて～ 

1,319円 

美濃けんとんの味噌カツ定食 
 

1,710円 

   

 

三河豚肩ロースのソテーに生姜の効
いた食べる醤油とハーブ、白ワイン
ビネガーを加えた岐阜県産トマトの
フレッシュソースを合わせ、さっぱ
りと仕上げました。 

 

バターソースで味付けした奥美濃古
地鶏と紅芯大根にポテトサラダを絡
めたパスタは絶妙な味わいです。 

 

やわらかく、あっさりとした美濃け
んとんのカツに甘く濃厚な味噌だれ
を合わせました。サラダには岐阜県
産トマトを使用しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜デラパスタキッチン> 
飛騨ほうれん草を使ったポパイ 

単品 880円/サラダセット 1,310円 
飛騨ほうれん草を使った唐揚げポパイ 

1,180円 

  

 

名古屋発祥の B級グルメ、あんかけパスタの定番「ポパイ」（画像左）。 
飛騨ほうれん草の美味しさをたっぷりと味わえる一品です。 
ボリューム満点の「唐揚げポパイ」（画像右）は食べ応えたっぷりです。 

＜紅虎餃子房> 
ボーノポークぎふと野菜の甘酢炒め 
単品 1,628円 / 定食セット 1,848円 

ボーノポークぎふのにんにく唐辛子焼そば 
1,518円 

  

大きくカットした野菜と食べ応えのあるボーノポー
クを甘酢で合わせました。ボーノポークの旨味成
分と脂の甘味を堪能できる一品。 

にんにくの風味と青唐辛子の辛味が刺激的
な焼そばです。ほうれん草と一緒に霜降りたっ
ぷりのボーノポークをお楽しみください。 

  

岐阜県産 
奥美濃古地鶏 

岐阜県産 
美濃けんとん 
トマト 

岐阜県産 
トマト 

岐阜県産 
ほうれん草 

岐阜県産 
ボーノポーク 

https://www.premiumoutlets.co.jp/notice/pdf/toki/JAGourmet/JAGourmet.pdf


 
                         

  
三菱地所・サイモンのサステナビリティ～SDGsへの取り組みについて～ 
当社は、三菱地所グループの一員として、プレミアム・アウトレットを通じて、サステナブルな社会の実現に向け、取
り組んでいます。詳細については、下記ウェブサイトをご確認ください。 

URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/company/sdgs.html 
 
本リリースの取り組みに該当する主な SDGs 目標は、下記の通りです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■土岐プレミアム・アウトレット 施設概要 
中央アルプスの美しい山々に囲まれ眺望に優れた開放感にあふれ
た環境に、国内外の著名ブランド約 180 店舗が揃うアウトレッ
ト。雄大なロッキー山脈に抱かれたアメリカ・コロラドをイメー
ジした広々とした場内ではゆったりと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：〒509-5127  岐阜県土岐市土岐ヶ丘 1-2 
営業時間：10：00～20：00 
U R L：https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/ 
 
 
 
 
●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、ウェブサイトからご確認ください。 
URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/novel_coronavirus_2020.html 
 

 

 
 
 
 

   

目標 7 目標 8 目標 12 目標 13 
エネルギーを 
みんなに 

そしてクリーンに 

働きがいも 
経済成長も 

つくる責任 
つかう責任 

気候変動に 
具体的な対策を 

https://www.premiumoutlets.co.jp/company/sdgs.html
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/
https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/novel_coronavirus_2020.html

