
プーマストア

アウトレットストア

「エスパルス後援会員割引サービス」 実施中!!
清水エスパルス オフィシャルトップパートナーのプーマ ジャパン株式会社
の直営ショップにて、エスパルス後援会会員証の提示による割引サービスを
実施中! !  店舗は全国にありますので 「お住まいのお近くで!」「アウェイに
行った時に!」 「ちょっとお買い物に出た時に!」ぜひ、お立ち寄りください。
今後もプーマストアとエスパルス後援会とのコラボ企画を予定しております。
ご期待ください!

全商品10％割引

住所 営業時間 電話番号PUMAストア
プーマストア サッポロファクトリー 北海道札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー 2条館 2F 10:00～20:00 011-206-6220

プーマストア福岡 福岡県福岡市中央区警固1丁目196番地カイタックスクエアガーデン 1号棟 1階 11:00～20:00 092-401-0607

プーマストア富士見 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 2Ｆ 28700 10:00～20:00 049-257-5155

プーマストア原宿 東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエストビル  03-3401-6100

プーマストアお台場 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場 3F  03-3599-3725

プーマストア北千住マルイ 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ5F 10:30～20:00 03-6812-0815

プーマストア京都 京都府京都市中京区河原町通四条上る米屋町387 11:00～20:00 075-254-7332

プーマストア大阪 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-2  06-6253-8903
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プーマアウトレット千歳 北海道千歳市柏台南1丁目2-1 千歳アウトレットモール・レラ  100区画 10:00～19:00 0123-25-5910

プーマアウトレット札幌北広島 北海道北広島市大曲幸町2丁目12-2 三井アウトレットパーク札幌北広島メープルモール2階 3220 10:00～20:00 011-370-5133

プーマアウトレット仙台泉 宮城県仙台市泉区寺岡6-1-1 仙台泉プレミアム・アウトレット 2400区 10:00～20:00 022-779-7604

プーマアウトレット仙台港 宮城県仙台市宮城野区中野3-7-2 三井アウトレットパーク仙台港 2350  022-388-8246

プーマアウトレット那須 栃木県那須塩原市塩野崎184-7 那須ガーデンアウトレット I 棟 No,002  0287-73-5551

佐野プレミアムアウトレット 栃木県佐野市越名町2058 佐野プレミアムアウトレット 605区  0283-86-9996

プーマアウトレットあみ 茨城県稲敷郡阿見町よしわら四丁目1番地1　あみプレミアム・アウトレット1530 10:00～20:00 029-833-6540

プーマアウトレット越谷レイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン4-1-1 イオンレイクタウンアウトレット 2階 2201-2202 10:00～20:00 048-940-8712

プーマアウトレット入間 埼玉県入間市宮寺3169 三井アウトレットパーク入間 4430-2 10:00～20:00 04-2935-2011

プーマアウトレット幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目8 三井アウトレットパーク幕張 C棟 2階 204-205 10:00～20:00 043-239-5203

プーマアウトレット木更津 千葉県木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク木更津 3010 10:00～20:00 0438-40-1671

プーマアウトレット酒々井 千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1 酒々井プレミアム・アウトレット 0660 10:00～19:00 043-481-6130

コブラプーマゴルフ酒々井アウトレット 千葉県印旛郡酒々井町飯積2-1-1 酒々井プレミアム・アウトレット 1960 10:00～19:00 043-235-7711

プーマアウトレットヴィーナスフォートお台場 東京都江東区青海1-3-15 ヴィーナスフォート 3F venus OUTLET 11:00～20:00 03-6457-1597

プーマアウトレット多摩南大沢 東京都八王子市南大沢1-600 三井アウトレットパーク多摩南大沢220 10:00～20:00 042-678-8711

プーマアウトレット横浜 神奈川県横浜市金沢区白帆５-２ 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 1街区 3F 12320号室 10:00～20:00 045-367-8132

プーマアウトレット小矢部 富山県小矢部市西中野字鷲場1-1 三井アウトレットパーク北陸小矢部 2階 2222 10:00～20:00 0766-78-3240

プーマアウトレット軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢NE-13　プリンスショッピングプラザ ツリーモール  0267-41-1700

プーマアウトレット御殿場 静岡県御殿場市深沢1312 御殿場プレミアムアウトレット3865区  0550-70-0075

プーマアウトレット土岐 岐阜県土岐市土岐が丘1丁目2番 土岐プレミアムアウトレット2310 10:00～20:00 0572-44-7612

プーマアウトレット長島 三重県桑名市長島町浦安368 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 10:00～20:00 0594-45-8400

プーマアウトレット滋賀竜王 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694 三井アウトレットパーク滋賀竜王2000 10:00～20:00 0748-58-5350

プーマアウトレット大阪鶴見 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目7-70 三井アウトレットパーク大阪鶴見 4階 4030  06-4304-4650

プーマアウトレットりんくう 大阪府泉佐野市りんくう往来南4-17 りんくうプレミアム・アウトレット 7330 10:00～20:00 072-461-3192

プーマアウトレット神戸三田 兵庫県神戸市北区上津台7-3 神戸三田プレミアム・アウトレット 2530 10:00～20:00 078-983-5810

プーマアウトレット神戸 兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2  三井アウトレットパーク マリンピア神戸 ウエスト 2Ｆ 11:00～20:00 078-704-2990

プーマアウトレット倉敷 岡山県倉敷市寿町12-3  三井アウトレットパーク倉敷 2010 10:00～20:00 086-435-7325

プーマアウトレット広島 広島県広島市佐伯区石内東四丁目1-1 THE OUTLETS HIROSHIMA ２階 307区画 10:00～20:00 082-961-6341

プーマアウトレット鳥栖 佐賀県鳥栖市弥生が丘8-1 鳥栖プレミアムアウトレット1210 10:00～20:00 0942-81-2023

プーマアウトレットあしびなー 沖縄県豊見城市豊崎1番188 沖縄アウトレットモールあしびなー980区 10:00～20:00 098-891-6600
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