2022 年 5 月 31 日
三菱地所・サイモン株式会社

神戸三田プレミアム・アウトレット 開業 15 周年記念

感謝を込めた『15th Anniversary Sale』を開催
2022 年 6 月 10 日（金）～19 日（日）
～最大 70％OFF セール／総額 150 万円相当の賞品が当たる抽選会／周年限定メニュー～
神戸三田プレミアム・アウトレット（所在地：兵庫県神戸市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、開
業 15 周年を記念し、感謝の気持ちを込め、2022 年 6 月 10 日（金）〜19 日（日）の期間、
『15 th Anniversary
Sale』を開催します。

神戸三田プレミアム・アウトレットは、2007 年 7 月に開業し、今年で 15 周年を迎えます。これまで 2 回
の増設を経て、約 210 店舗が揃う西日本最大級のアウトレットセンターに成長しました。数多くのラグジュ
アリーブランドをはじめとした、ファッション・スポーツ・生活雑貨などの豊富なブランドラインナップを有
し、幅広いお客様にご愛顧いただいております。
この 15 年間の感謝を込め、全館をあげて開催する『15th Anniversary Sale』では、夏本番を前に最大
70％OFF となるお得なセールを開催します。本セールでは、神戸三田限定企画として、「Coach（コーチ）」
や「Barneys New York（バーニーズ ニューヨーク）」など、人気ブランドも多数参加いたします。
有馬温泉旅館の宿泊優待券をはじめ、
「三田屋本店 ーやすらぎの郷ー」ペアお食事券や「Vendome Aoyama
（ヴァンドームアオヤマ）」のプラチナ・ダイヤモンドネックレス、その他人気ブランドアイテムなど、総額
150 万円相当の豪華賞品があたる抽選会を実施。また、15 周年を記念した限定メニューや地元の食材を使用
したメニューを、周年祭ならではの特別価格でご提供します。さらに、毎月 15 日限定でお得になる「Sale on
15th」も 6 月 15 日（水）を皮切りに 2023 年 3 月まで開催し、15 周年イヤーを盛り上げます。
6 月は環境に貢献する活動を行う「プレミアム・アウトレット環境月間」を制定しており、本セール期間中、
お客様の不要な衣料品を回収しリユース・リサイクルするキャンペーンも実施。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。
詳細は特設 WEB サイトよりご確認ください：※6 月 3 日（金）公開
URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/15th/
神戸三田プレミアム・アウトレットは、物を手に入れるだけではない、お客様の思い出となるような最高の
ショッピング体験をご提供できるよう、これからも進化し続けます。

◆『15th Anniversary Sale』
全館上げてのアニバーサリーセールを開催します。「Coach（コーチ）」や
「Barneys New York（バーニーズ ニューヨーク）
」などの人気ファッションブ
ランドや、
「Actus（アクタス）
」や「Le Creuset（ル・クルーゼ）」など充実した
おうち時間に欠かせない生活・キッチン雑貨ブランドなども参加し、周年祭を盛
り上げます。最大で 70％OFF のアニバーサリーセール詳細は、以下 URL よりご
確認ください。
セール特設サイト URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/15th/sale/
※6 月 3 日（金）公開

【参加店舗の一例】※価格はすべて税込です。
店舗名
Actus

※一部セール期間を超えて実施する内容もございます。

カテゴリ

セール内容/限定商品

生活雑貨

・展示現品家具がさらに 15%OFF

ファッション

・対象商品が最大 50%OFF

時計

・対象商品がさらに 15％OFF

ファッション

・特別商品をご用意

ファッション

スポ―ツ

・対象商品が 2 点お買い上げでさらに 10%OFF
3 点以上では 15%OFF
・¥11,000 以上お買い上げでオリジナルトートバッグをプレゼント
（なくなり次第終了）
・シューズ以外の対象商品が 3 点以上お買い上げでさらに 15%OFF

飲食

・サイレンバッグ¥1,573 をご用意

食器

・15th Anniversary Happy Bag をご用意（なくなり次第終了）
・対象商品が¥11,000 以上お買い上げでさらに 20％OFF
・対象商品が 2 点以上お買い上げでさらに 15%OFF

（アクタス）

Barneys New York
（バーニーズ ニューヨーク）

Citizen
(シチズン)

Coach
（コーチ）

Giannni Chiarini
(ジャンニ キアリーニ)

Le Creuset

キッチン

(ル・クルーゼ)

New Balance Golf
(ニューバランスゴルフ)

Starbucks Coffee
(スターバックス コーヒー)

Wedgwood /Iittala
(ウェッジウッド/イッタラ)

Y‘s

ファッション

(ワイズ)

◆総額 150 万円が当たる『15th Anniversary 大抽選会』
期間中に、特設 WEB ページの応募フォームへ必要事項を入力し、神戸三田プレミアム・アウトレットにて
お買い上げいただいたレシート（金額・お買い上げ店舗数条件あり※）を撮影の上、添付してご応募ください。
有馬温泉旅館の宿泊優待券 10 万円分や、選りすぐりの人気ブランドアイテムなど、総額 150 万円相当の豪華
賞品を抽選で約 50 名様にプレゼントいたします。
※1 店舗あたり 1,500 円（税込・合算可）以上のレシート画像を、5 店舗分添付しご応募ください。
※期間中、お 1 人様 1 回限りのご応募に限ります。

抽選会詳細 URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/15th/present/
※6 月 3 日（金）公開
●賞品例（抜粋）

有馬温泉旅館 宿泊優待券
10 万円分
※イメージ

三田屋本店 ーやすらぎの郷ー
ペアお食事券（ロースステーキコース）
※イメージ

Vendome Aoyama
プラチナ・ダイヤモンドネックレス
※イメージ

◆『15 周年限定メニュー』も登場
バラエティ豊かな飲食店では、15 周年を記念した限定メニューをご用意しています。神戸南京町に本店を
構える「皇蘭（こうらん）」からは、
「播州百日どり よだれ鶏風 彩りつけ麺」を 15 周年にちなんだ価格でご
用意。フードコート内「Tana Forno（ターナフォルノ）」では、地元で採れた色とりどりの野菜とハムをトッ
ピングした贅沢なピザ「たっぷり夏野菜とモルタハムのハーフ＆ハーフ」を期間限定でご提供するなど、ショ
ッピングだけでなく、ここでしか食べられないグルメもお楽しみいただけます。
グルメ特設サイト URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/15th/menu/
※6 月 3 日（金）公開
※価格はすべて税込です。 ※画像はイメージです。

皇蘭（こうらん）
「播州百日どり よだれ鶏風 彩りつけ麺」
￥1,500 ※期間限定
播州百日どりをしっとり仕上げ、四川花椒のよ
だれ鶏ソースをスープにアレンジした色鮮やか
なつけ麺。

神戸元町ドリア
「焼きオムドリアイセエビ風味のソースとスープ・
サラダセット」 ￥1,500 ※期間限定
自慢の三田店限定ふわとろ卵の焼きオムドリアに
濃厚イセエビソースを贅沢に使いました。

Tana Forno（ターナフォルノ）
「たっぷり夏野菜とモルタハムのハーフ&ハー
フ」 ￥1,760 ※期間限定
地元兵庫で採れた色とりどりの野菜をトッピン
グした贅沢な 15 周年特別ピザ。野菜とハム
の相性も抜群。

◆『Sale on 15th』毎月 15 日開催決定
15 周年イヤーを盛り上げる「Sale on 15th」を、この 6 月より開催
します。2023 年 3 月まで、毎月 15 日限定で、2 点以上お買い上げで
さらに 15％OFF になるなど、アウトレットショッピングをさらにお得
にお楽しみいただけます。
セール参加店舗など詳細は、以下 URL よりご確認ください。
開 催 日：2022 年 6 月〜2023 年 3 月の毎月 15 日
U R L：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/sale_on_15th/
※6 月 3 日（金）公開

◆人気ブランドによる『15th Anniversary Events』
6 月 11 日（土）
・12 日（日）は、
「Tempur（テンピュール）」による電動ベッドや枕のお試しや、
「Lego（レ
ゴ）
」のレゴ®ブロック体験イベントを開催します。
また、6 月 18 日（土）
・19 日（日）は、
「Columbia Sportswear（コロンビア スポーツウェア）
」による、
梅雨や夏レジャーに大活躍のアイテムを多数ご用意した屋外販売イベントを実施。
さらにセール期間中の全日を通し、創業 270 年を迎える「たち吉」による「大陶器市」も開催するなど、実
際に商品を見て、触って、体験できるイベントが盛りだくさんです。
開 催 日：6 月 11 日(土)・12 日（日）
・18 日（土）・19 日（日）
開催店舗：Columbia Sportswear 、Gap、Lego、Logos、たち吉、Tempur
U R L：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/events/news55809.html
※6 月 3 日（金）公開
※天候により中止の可能性があります。
※開催内容は予告なく変更となる可能性があります。

◆【期間限定】アウトレットツアーバスが運行
「西宮北口駅」
「京都駅」
「姫路駅」から、神姫観光㈱による神戸三田プレミアム・アウトレット行きのツアー
バスを、周年祭に合わせて期間限定で実施します。アウトレットへさらにご来場しやすくなるこの機会に、ぜ
ひ足をお運びください。各運行の詳細は、以下 URL よりご確認ください。
運 行 日：6 月 10 日（金）・11 日（土）・12 日（日）・18 日（土）・19 日（日）※事前予約制
乗車特典：神戸三田プレミアム・アウトレットでのお買い物がさらにお得になるクーポンシートと、500 円分のお買い物券付き
U R L：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/events/news55753.html

◆「衣料品回収キャンペーン」でサステナブルなショッピングを
神戸三田プレミアム・アウトレットでは、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。
（各
日先着 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）〜19 日（日）
受付時間：9：30〜16：30
開催場所：神戸三田プレミアム・アウトレット 特設カウンター（フードギャラリー内）
詳細URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/bring_202205/

ステンレスポケットボトル（120ml）イメージ
「BRING」については下記サイトをご参照ください。
U R L：https://bring.org/pages/concept

■プレミアム・アウトレット共用部における 100％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。詳細は以下よりご覧ください。
リリース URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/pressroom/pdf/20220531_01.pdf

カーポート型太陽光発電設備（あみ/酒々井）

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。

目標 7

目標 12

目標 13

エネルギーを

つくる責任

気候変動に

みんなに

つかう責任

具体的な対策を

そしてクリーンに

【神戸三田プレミアム・アウトレット 施設概要】
所 在 地：〒651-1515 兵庫県神戸市北区上津台7-3
営業時間：季節等により変動あり。最新情報はウェブサイトよりご確認ください
（物販）10：00〜20：00 （レストラン）11：00〜21：00（一部店舗は 20 時まで）
U R L：https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda /
ロサンゼルス市郊外の高級住宅地パサディナをモデルとした、国内外の著名ブランド約 210 店舗を有する、
西日本最大級を誇るアウトレットセンターです。
「開放感のあるプレミアムな大人の街」でラグジュアリーブランドやスポーツブランドなど、多彩な店舗ラインナップで
アウトレットショッピングをお楽しみいただけます。
周辺では名湯・有馬温泉やゴルフ場など、休日をエンジョイできるスポットが豊富です。

●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。
https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/novel_coronavirus_2020.html

