PREMIUM SUMMER DAYS参加店舗

印は、三菱地所グループCARD、クーポンシート、ウェブクーポン提示特典が併用可能な店舗です。
・上記の特典は、ご精算前のご提示が必要です。ご精算後の商品への特典適用はいたしかねますので予めご了承ください。
・三菱地所グループCARD、クーポンシート、ウェブクーポン、その他割引との併用ができない場合がございます。詳しくは店頭にて
ご確認ください。
・ご利用の対象商品・条件などは店舗スタッフへご確認ください。
・参加店舗、各店のセール内容は予告なく変更となる場合がございます。また、記載されたセールの内容に対し、対象外商品がある場
合がございます。
・掲載金額は税込価格です。
・アウトレットのため、掲載商品が品切れとなる場合や、価格が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
・価格表記がない商品の価格については店頭でご確認ください。
・割引表示における元価格は、「正規販売時価格」です。「正規販売時価格」とは、型落ち品、旧商品、キズあり品等における通常販
売時の価格（シーズン中の販売価格やキズなし商品の販売価格）を指します。「正規販売時価格」からの割引理由がご不明な場合に
は、各店舗スタッフまでお尋ねください。
★

まとめ買いセール

アバハウス

エコー

パーリーゲイツ

★Abahouse アバハウス
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Ace エース
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF
(日本製スーツケースは5%OFF)

Bagel & Bagel ベーグル&ベーグル
ベーグル7点以上お買い上げで￥1,100

Be Be べべ
対象商品3点以上お買い上げで10%OFF

Bridgestone Golf Plaza ブリヂストン ゴルフ プラザ
対象のウェア・キャップ・ベルト2点以上お買い上げで10%OFF
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チャオパニック
点以上お買い上げで10%OFF

★Ciaopanic

ティンバーランド

Cricket クリケット
・￥10,800以上お買い上げで10%OFF
・￥10,800以上かつ2点以上お買い上げで15%OFF

Ecco エコー
対象商品
2足お買い上げで20%OFF
3足以上お買い上げで30%OFF

★Eddie Bauer エディー・バウアー
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Fox re フォックスファイヤー
￥2,000以上の対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

★Francfranc フランフラン
・対象の食器2点以上お買い上げで20%OFF
・対象のボディケア商品2点以上お買い上げで20%OFF
・対象のアクセサリー2点以上お買い上げで50%OFF

Fukuske フクスケ
対象商品
￥3,240以上お買い上げで10%OFF
￥5,400以上お買い上げで15%OFF

Ginza Maggy ギンザマギー
対象商品2点以上かつ￥10,800以上お買い上げで10%OFF

Iittala イッタラ
対象商品￥10,800以上お買い上げで50%OFF

Izone New York(Push Cart) アイゾーンニューヨーク(プッシュカート)
サングラス2本以上お買い上げで￥500 OFF

Jun ジュン
対象商品3点以上お買い上げで10%OFF

Kukui(Push Cart) ククイ(プッシュカート)
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Le Coq Sportif ルコック スポルティフ
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF(土日祝限定)

LeSportsac レスポートサック
対象商品
2点お買い上げで10%OFF
3点以上お買い上げで20%OFF

3
(1

Men's Bigi メンズビギ
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

MK Michel Klein エムケー・ミッシェルクラン
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Munsingwear マンシングウェア
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF(土日祝限定)

Nano・Universe ナノ・ユニバース
￥2,000以上の商品を
2点お買い上げで10%OFF
3点以上お買い上げで15%OFF

New Balance ニューバランス
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Nicole 二コル
・￥10,000以上お買い上げで30%OFF
・￥10,000以上お買い上げでオリジナルノベルティをプレゼント
(無くなり次第終了)

Niko And… ニコ アンド
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Oakley オークリー
対象商品
2点お買い上げで10%OFF
3点以上お買い上げで20%OFF

★Peach John ピーチ・ジョン
・対象商品詰め放題で￥2,000
(7/6(金)〜8(日)、7/13(金)〜16(月・祝)限定)
・対象商品
3点以上お買い上げで15%OFF
5点以上お買い上げで20%OFF
(7/9(月)〜12(木)限定)

Pearly Gates パーリーゲイツ
対象商品2点以上お買い上げで最大15%OFFになる「ガラポン抽選会」にご参加
(他サービス併用不可、会計後の訂正不可)

Rope ロぺ
対象商品3点以上お買い上げで10%OFF

Royal Copenhagen ロイヤル コペンハーゲン
対象商品￥10,000以上お買い上げで20%OFF

Seiko セイコー
￥50,000以上お買い上げで5%OFF
￥100,000以上お買い上げで10%OFF

Ships シップス
対象商品2点以上お買い上げで20%OFF

リーバイス
点お買い上げで1点無料
番低価格商品が無料対象)

★Levi's

St. Cousair サンクゼール
対象商品
2点お買い上げで20%OFF
3点以上お買い上げで30%OFF

Swarovski スワロフスキー
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Tachikichi たち吉
対象のガラス商品5点以上お買い上げで30%OFF

テンデンス
商品を2点以上お買い上げで￥10,000 OFF

Tendence
30%OFF

★Timberland ティンバーランド
対象商品
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

Tokyo Nishikawa トウキョウニシカワ
対象商品￥10,800以上お買い上げで10%OFF

Topkapi Account of Journey トプカピ・アカウント・オブ・ジャーニー
・￥10,800以上お買い上げで10%OFF
・￥10,800以上かつ2点以上お買い上げで15%OFF

Trinity(Push Cart) トリニティ(プッシュカート)
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

★Triumph トリンプ
対象商品
3点以上お買い上げで10%OFF
5点以上お買い上げで20%OFF
7点以上お買い上げで30%OFF

Tsukiji Gindaco 築地銀だこ
たこ焼き各種を3舟お買い上げでドリンクサービス

Union Station ユニオンステーション
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Victorinox ビクトリノックス
対象商品2点以上お買い上げで10%OFF

Wacoal ワコール
・対象のブラジャー2点以上お買い上げで10%OFF(平日限定)
・夏ブラ、夏インナー2点以上お買い上げで10%OFF(土・日・祝限定)

Wedgwood ウェッジウッド
対象商品￥5,400以上お買い上げで20%OFF

エクストララージ/エックスガール
点以上お買い上げで10%OFF

Xlarge/X-girl
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★Y's ワイズ
対象商品2点以上お買い上げで20%OFF

特価品ご⽤意

コール ハーン

マジェスティックレゴン

メルローズ

プーマ

Afternoon Tea Living アフタヌーンティー・リビング
対象の夏物商品20%OFF

Aigle エーグル
特別価格商品をご用意

★Amelier Majestic Legon アメリエルマジェスティックレゴン
￥2,052均一コーナーをご用意

Anteprima アンテプリマ
対象商品10%〜20%OFF
(その他サービス併用不可)

★As Know As アズ ノゥ アズ
￥1,620 均一コーナーご用意

★Banana Republic バナナ・リパブリック
正規販売時価格より最大60%OFF

★Billabong ビラボン
メンズ・レディース水着 ￥3,132コーナーをご用意

Bose ボーズ
ワイヤレスヘッドフォンが正規販売時価格より最大37%OFF

Bridgestone Golf Plaza

特別価格商品をご用意

ブリヂストン ゴルフ プラザ

★Cecil Mcbee セシルマクビー
対象の夏物商品を￥1,500でご用意

Cole Haan コール ハーン
特別価格商品をご用意
Columbia Sportswear

特別価格商品をご用意

コロンビア スポーツウェア

Coleman コールマン
特別価格商品をご用意
★Cosmetics & Designer Fragrances

コスメティックス & デザイナー フレグランス
お得なキット多数ご用意

Crazy Crepes クレージークレープス
クレープ&ドリンクセット ￥50 OFF

★Eddie Bauer エディー・バウアー
￥2,000均一コーナーをご用意

★Edwin エドウィン
特別価格コーナーをご用意

★Francfranc フランフラン
・対象の接触冷感シリーズが20%OFF
・対象のクイックドライタオル2枚セットが20%OFF

Gap ギャップ
正規販売時価格より最大50%OFF

Hawkins ホーキンス
特別価格商品をご用意

Iittala イッタラ
・10%OFF商品がさらに20%OFF
・対象商品50%OFF

Ined イネド
正規販売時価格より最大70%OFF

Journal Standard ジャーナルスタンダード
正規販売時価格より最大80%OFF

★Keen キーン
正規販売時価格より最大50%OFF

La Quiche ラ キッシュ
プレミアムセット(ロレーヌ、ラタトゥイユ、アップルパイ、プリン)を￥1,080でご
用意

Le Coq Sportif ルコック スポルティフ
特別価格商品をご用意

Le Creuset ル・クルーゼ
スペシャルセットをご用意

Le Souk ルスーク
正規販売時価格より最大70%OFF

★Leilian レリアン
対象の春夏物商品が正規販売時価格より60%OFF

★Lowrys Farm ローリーズファーム
正規販売時価格より最大60%OFF

★Majestic Legon マジェスティックレゴン
￥2,052均一コーナーをご用意

Margaret Howell マーガレット・ハウエル
春夏物商品が正規販売時価格より最大70%OFF

Melrose メルローズ
均一コーナーをご用意

★Miki House ミキハウス
対象の夏物ウェア・小物を特別特別価格にてご用意

Mitsumine ミツミネ
対象商品30%OFF

Munsingwear マンシングウェア
特別価格商品をご用意

20%OFF

New Yorker ニューヨーカー
特別価格商品をご用意

★Nike ナイキ
特別価格商品をご用意

20%OFF

★Puma プーマ
正規販売時価格より最大70%OFF

Regal リーガル
特別価格コーナーをご用意

Royal Party ロイヤルパーティー
対象のワンピースを特別価格にてご用意

Scotch Grain スコッチグレイン
・対象のスエード靴が10%OFF
・対象の革底Fシリーズストレートチップが10%OFF

Swarovski スワロフスキー
正規販売時価格より最大80%OFF

Tachikichi たち吉
対象のガラス商品20%OFF

★Takashimaya World Gourmet タカシマヤワールドグルメ
コーヒー・紅茶のスペシャルセットをご用意

Tempur テンピュール
特別価格商品をご用意

Ne-net

ネ・ネット
コーナーをご用意

プランテーション
コーナーをご用意

Plantation

Tomorrowland トゥモローランド
特別価格商品をご用意

Toms トムス
対象商品30%OFF

Tsukiji Gindaco 築地銀だこ
ペットボトル(ウーロン茶・緑茶)￥100

United Arrows ユナイテッドアローズ
夏物商品が30%〜70%OFF

Urban Research アーバンリサーチ
・夏物商品が正規販売時価格より最大80%OFF
・特別価格商品をご用意

Vans ヴァンズ
特別価格商品をご用意

Verite ベリテ
正規販売時価格より70%OFFコーナーをご用意

★Vicky ビッキー
特別価格商品をご用意

★W Closet ダブルクローゼット
・表示価格より50%OFF
・均一コーナーをご用意

20%OFF

Zucca

ズッカ
コーナーをご用意

B級品・サンプル品ご⽤意 ※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

ビームス

アズ ノゥ アズ
級・サンプル品コーナーをご用意
無くなり次第終了)

インディヴィ

伊勢丹

キーン

B
(

Beams ビームス
・B級品 正規販売時価格より70%〜80%OFFでご用意(無くなり次第終了)
・サンプル品 正規販売時価格より60%OFFでご用意(無くなり次第終了)

★Indivi インディビ
サンプル品コーナーをご用意
(無くなり次第終了)

B
(

★As Know As

伊勢丹
級品コーナーをご用意
無くなり次第終了)

Isetan

B
(

キーン
級品コーナーをご用意
無くなり次第終了)

Spick and Span スピック アンド スパン
サンプル品コーナーをご用意
(無くなり次第終了)

Swarovski

スワロフスキー
級・サンプル品コーナーをご用意
無くなり次第終了)

Tomorrowland

B
(

B
(

★Keen

トゥモローランド
級・サンプル品コーナーをご用意
無くなり次第終了)

インフォメーション ※詳細はプレミアム・アウトレットニュースにて随時ご案内します。
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