
Columbia Sportswear
（コロンビア スポーツウェア）

・キャップ：￥2,916
・ジャケット：￥4,968
・T シャツ：￥2,916
・ハーフパンツ：￥6,372
・ポーチ：￥2,160
・シューズ：￥7,560

Columbia Sportswear
（コロンビア スポーツウェア）

・ポーチ：￥2,160
・帽子：￥3,240
・ハーフパンツ：￥5,076
・T シャツ：￥1,944
・パーカー：￥4,212
・シューズ：￥9,828

Columbia Sportswear
（コロンビア スポーツウェア）

・パーカー：￥3,996
・ハーフパンツ：￥3,132
・T シャツ：￥1,728
・シューズ：￥4,752

MEN'SMEN'S LADIES'LADIES' KIDS'KIDS'

WATER
LEISURE

ネイチャープラネット 日光市

日光・鬼怒川・那須を拠点に、栃木県内の大自然をフィールドとして
カヌー・トレッキング・スノーシューなど、
お子様から大人まで自然を満喫できるツアーを体験できます。

〒321-2612 栃木県日光市川治温泉高原 42 
� 0288-78-1177
http://www.nature-planet.com/

佐野プレミアム・アウトレットのインフォメー
ションセンターに設置の対象のパンフレット
をご提示で「カヌー・SUP 体験ツアー」が
￥500 OFF(1 グループ全員対象 )

　   施設特典　   施設特典
受付にて設置している佐野プレミアム・アウ
トレットのフロアマップを佐野プレミアム・ア
ウトレットのインフォメーションセンターにて
ご提示でクーポンシート進呈
( フロアマップ 1 枚につき 1 枚 )

　   佐野プレミアム・アウトレット特典　   佐野プレミアム・アウトレット特典

Billabong（ビラボン）

・水着：￥6,804
・ラッシュガード：￥6,426

Keen（キーン）

・サンダル：￥9,828 Ecco（エコー）

スニーカー：￥16,632
Ray-Ban（レイバン）

・サングラス：￥22,600

Ray-Ban（レイバン）

・サングラス：￥20,400

（smoT トムス）

・サングラス：￥6,804

（smoT トムス）

・サンダル：￥8,316

Ray-Ban（レイバン）

・サングラス：￥22,600

MEN'SMEN'S

Oakley（オークリー）

・T シャツ：￥2,495
・ショートパンツ：￥4,536
・サングラス：￥18,144

Billabong（ビラボン）

・水着：￥10,206
・ラッシュガード：￥5,670

Keen（キーン）

・サンダル：￥9,828

LADIES'LADIES'

ATHLETIC
フォレストアドベンチャーおおひら 栃木市

専用の安全器具を装着して楽しむ「本格的アスレチック」。
道具のレンタルもあり、安全講習を受講してからチャレンジできるので、
女性の方やお子様、初心者の方でも安心して楽しめます。

〒329-4405 栃木県栃木市大平町西山田 857
� 080-1344-8424
http://www.foresfeel.co.jp/

佐野プレミアム・アウトレットのインフォメー
ションセンターに設置の対象のパンフレット
をご提示で￥300 OFF(1 グループ全員対象 )

　   施設特典　   施設特典
ご利用料金お支払い時にお渡しするパンフ
レットを佐野プレミアム・アウトレットのイン
フォメーションセンターにてご提示でクーポン
シート進呈 ( パンフレット 1 枚につき 1 枚 )

　   佐野プレミアム・アウトレット特典　   佐野プレミアム・アウトレット特典

FRUIT
PICKING

いわふねフルーツパーク 岩舟町

年間を通して様々な果実・野菜の摘み取りの体験ができます。
さらに施設内の「花野果ひろば」では、新鮮な農産物直売に加え、
パン・惣菜・ジェラートもご用意しております。

〒329-4308 栃木県栃木市岩舟町下津原 1585 
� 0282-55-5008
http://iwafune-ichigo.jp/

佐野プレミアム・アウトレットのインフォメー
ションセンターに設置の対象のパンフレット
をご提示で入園料 10％OFF
( 最大 5 名様まで ) 
※他割引サービスとの併用不可

　   施設特典　   施設特典
フルーツ狩りの利用半券を佐野プレミアム・
アウトレットのインフォメーションセンターに
てご提示でクーポンシート進呈
( 半券 1 枚につき 1 枚 )

　   佐野プレミアム・アウトレット特典　   佐野プレミアム・アウトレット特典

アスレチックアスレチック

水レジャー水レジャー

フルーツ狩りフルーツ狩り

MEN'SMEN'S LADIES'LADIES' KIDS'KIDS'

Beams（ビームス）

・ポケット T シャツ：￥3,024
・アロハシャツ：￥6,156
・タック アンクルパンツ：￥7,128

Scotch Grain（スコッチグレイン）

・スエードローファー：￥21,600

Beams（ビームス）

・アロハシャツ：￥6,264
・デニムバギーパンツ：￥7,344

Xlarge/X-girl
（エクストララージ / エックスガール）

・BIG T シャツ：￥4,320

Beams（ビームス）

250,2￥： ツャシTゴロフーサ・
401,4￥： ツャシハロア・

・フライスショートパンツ：￥3,024
484,2￥： プッャキュシッメ・

Keen（キーン）

・サンダル：￥4,536

CAMP
日光湯元レストハウス 日光市

北欧の様な雰囲気が魅力の「湯の湖」で癒しのひと時を過ごせます。 
食事や手漕ぎボート、さらに周辺エリアでは釣りやキャンプなども
お楽しみいただけます。

佐野プレミアム・アウトレットのインフォメー
ションセンターに設置の引換券をご利用前に
ご提示でソフトクリームミックス

（スカイベリー＋バニラ）無料
(1 枚につき 1 個 )

　   施設特典　   施設特典
引換券を佐野プレミアム・アウトレットのイ
ンフォメーションセンターにてご提示でクーポ
ンシート進呈 ( ご利用券 1 枚につき 1 つ )

　   佐野プレミアム・アウトレット特典　   佐野プレミアム・アウトレット特典

キャンプキャンプ

GOODSGOODS MEN'SMEN'S LADIES'LADIES'

Francfranc（フランフラン）

・トイモック：￥10,260

Enoteca（エノテカ）

・ONEGLASS( ワイン ) 全 4 種各：￥345

Bose（ボーズ）

・SoundLink Micro Bluetooth speaker
　：￥13,770

Coleman（コールマン）

・スチールベルトクーラー（グリーン）：
　￥18,144

・コンパクトチェア テーブルセット：
　￥4,320

Puma（プーマ）

・ストリートランニングシューズ：￥5,389

Eddie Bauer（エディーバウアー）

・半袖ポロシャツ：￥5,292
・リネンコットン ショートパンツ：￥5,292

Foxfire（フォックスファイヤー）

・T シャツ：￥3,132
・スカロット：￥6,372
・タイツ：￥1,620
・アームカバー：￥2,808

Ecco（エコー）

・サンダル：￥14,364

ZOO
那須どうぶつ王国 那須町

20 周年を迎えさらにパワーアップ !
新施設 WET LAND にジャガーやハシビロコウが登場。
動物たちのショーも毎日 4 種類開催し、
動物本来の能力を間近にでご覧いただけます。

〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島 1042-1 　
� 0287-77-1110
http://www.nasu-oukoku.com/

佐野プレミアム・アウトレットのインフォメー
ションセンターに設置の割引券をご提示で
入園料半額

　   施設特典　   施設特典
入園券の半券を佐野プレミアム・アウトレッ
トのインフォメーションセンターにてご提示で
クーポンシート進呈 ( 半券 1 枚につき 1 枚 )

　   佐野プレミアム・アウトレット特典　   佐野プレミアム・アウトレット特典

動物園動物園

MEN'SMEN'S KIDS' GIRLKIDS' GIRLLADIES'LADIES'

Timberland（ティンバーランド）

・カジュアル半袖シャツ：￥7,344
・Ｔシャツ：￥4,104
・アウトドアシューズ：￥17,064

Foxfire（フォックスファイヤー）

・パンツ：￥6,480
・リュック：￥4,860

KIDS' BOYKIDS' BOY

Miki House（ミキハウス）

・T シャツ：￥6,480
・ハーフパンツ：￥9,720
・キャップ：￥2,160
・サンダル：￥5,670

Miki House（ミキハウス）

ワンピース：￥7,182
帽子：￥4,460
サンダル：￥3,240

Majestic Legon/
Amelier Majestic Legon

（マジェスティックレゴン /
アメリエル マジェスティックレゴン）

・ドビー花柄シャーリングネック
　ブラウス：￥3,132　

・サイド編上げタイトスカート：
　￥3,780

・フリルフラットサンダル：￥4,212
・カンカン帽：￥3,132
・クリア巾着付バケツ型トート：
　￥2,700

〒321-1662 栃木県日光市湯元 国有地 
� 0288-62-2156
http://yumoto-rest.on.omisenomikata.jp/

※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。詳細は店舗へ直接お問合せください。

Spick and Span
（スピック アンド スパン）

・ワンピース：￥6,264
・バッグ：￥4,310
・帽子：￥3,888
・シューズ：￥7,992

Cricket/Topkapi Account of Journey
（クリケット / トプカピ アカウント オブ ジ
ャーニー）

・カゴバッグ：￥13,824

Cricket/Topkapi Account of Journey
（クリケット / トプカピ アカウント オブ ジ
ャーニー）

・帽子：￥3,790

ENJOY!
SUMMER LEISURE
夏レジャーを楽しもう!

佐野プレミアム・アウトレットで
お得なショッピングと栃木県内での
アウトドアレジャーを楽しもう !

佐野プレミアム・アウトレットで
お得なショッピングと栃木県内での
アウトドアレジャーを楽しもう !

7/1(日) - 9/2(日)


