２月の「プレミアムフライデー」情報
2018年2月22日
プレミアムフライデー推進協議会
「月末の金曜日は、早めに仕事を終えて豊か・幸せに過ごす」という新しいアクション
「プレミアムフライデー」は、今月で1周年を迎えます。
プレミアムフライデー推進協議会が主催するイベントの概要と、協議会に寄せられた
情報で、各地において実施される今月の「プレミアムフライデー」の取組をご紹介いた
します。
今月の協議会主催イベント

プレミアムフライデー・サミット
〇開始1年を迎える「プレミアムフライデー」の現状と今後の展開をご説明
〇民間企業・団体の代表や識者が「プレミアムフライデー」についてディスカッション
■日時： 2018年2月23日（金） 10:00～11:45
■場所： 国立新美術館（港区六本木7-22-2 3F講堂）
＜パネルディスカッション参加者＞
・青野 慶久様 サイボウズ株式会社 代表取締役社長
・田辺 信宏様 静岡市長
・中山 勇様 （一社）日本フランチャイズチェーン協会 会長
・平野 拓也様 日本マイクロソフト株式会社 代表取締役社長
・フルヴィオ・グアルネリ様 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社
代表取締役プレジデント＆CEO
・水田 正道様 パーソルホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO
・村井 満様
（公社）日本プロサッカーリーグ（Jリーグ） チェアマン（理事長）
＜モデレーター＞ 崔 真淑氏（エコノミスト）

【企業の実施状況（２月）】
キャンペーン（飲食）
① ヤフー（株）（全国）

② （株）串カツ田中（全国） ③ （株）千疋屋総本店（東京都）

④ ロイヤルパークホテル（東京都）

⑤ （株）ルミネ ニュウマン新宿（東京都）

⑥ 鎌倉ビール醸造株式会社（神奈川県）
キャンペーン（小売）
① 大丸東京店（東京都）

⑦ HIROKO’S KITCHIEN（神奈川県）

② マルヤガーデンズ（鹿児島県）

③ エスパル仙台・福島・郡山・山形（宮城県ほか）

④ SUNWEST（東京都内）

⑥ 木の葉モール橋本（福岡県）

⑤ リバーウォーク北九州（福岡県）
⑦ 日本百貨店協会（全国）
キャンペーン（サービス）
① サントリービール(株)（全国）
③ ユニットコム（全国）
⑤ ハウステック（全国）

② オークウッドプレミア東京（東京都）

④ アンドルーチェ株式会社/ルーチェ（大阪府）
⑥ Hsbodydesign（全国）
⑦ カフェトーク（東京都）

体験イベント
① （株）冨士屋呉服店（兵庫県）

② （株）神戸ながたティエムオー（兵庫県）

③ 伊勢丹新宿店メンズ館（東京都）

④ リコーイメージング（株）（東京都、大阪府）

⑤ DR.DENIM（東京都）
その他イベント
② 静岡市
③ 奈良県御所市
① パーソルホールディングス（株）（東京都）
④ 三井ショッピングパーク アーバン 赤れんがテラス（北海道）
⑤ B&G（兵庫県）
⑥ 街コンジャパン（東京都、神奈川県）
⑦ 九州国立博物館（福岡県）
⑨ JEUGIAカルチャーセンター イオン洛南（京都府）
⑧ （株）リアネスト（東京都）
⑩ イオンモール宇城（熊本県）

⑪ （株）酒商山田（広島県）

【プレミアムフライデー 2月の事例】

キャンペーン（飲食）

①ヤフー株式会社（全国）
＜実施内容＞
「Yahoo!ダイニング」のプレミアム”フライ”デープラン＆早割プラン、
全国約1,400店舗で提供！
グルメ予約・情報サイト「Yahoo!ダイニング」は、2018年2月23日（
金）に実施開始1周年を迎える『プレミアムフライデー』に合わせ、同
サイトで予約できる“フライ（揚げ物）”メニューの食べ放題プランや、
夕方早い時間から来店可能な早割プランを全国約1,400店舗で提
供します。
ぜひこの機会に、仲の良い友人や同僚、家族と、「Yahoo!ダイニング
」が提供するプレミアム“フライ”デープランや早割プランをお楽しみく
ださい！
＜URL＞
https://reservation.yahoo.co.jp/restaurant/event/tabehodai

② （株）串カツ田中（全国）
＜実施内容＞
本場大阪きぶんで串カツを楽しめる！
串カツ全品100円キャンペーン実施！
本場大阪きぶんで串カツをたのしめる串カツ全品100円キャンペーンを全店で実施

■日時 ： 2018年2月23日（金） 15：00～終日
■場所 ： 串カツ田中全店（一部店舗を除く）
■内容 ： 本場大阪きぶんで串カツをお手軽に体験できる
串カツ全品100円キャンペーン実施（価格は税抜き表記）
＜URL＞

https://www.kushi-tanaka.com/news/entry/508

③ 株式会社千疋屋総本店（東京都）
＜実施内容＞
千疋屋では、毎月最終金曜日にプレミアムフライデー限定メニューをご注文いただけます。カクテルや
デザートがついたお得なセットメニュー等をご用意しています。
■日時 ： 2018年2月23日（金）
■場所 ： 千疋屋 日本橋本店、KITTE丸ノ内店、アトレヴィ信濃町店
＜URL＞

http://www.sembikiya.co.jp/topics/50293

【プレミアムフライデー 2月の事例】
④ ロイヤルパークホテル（東京都）
＜実施内容＞
【2月プレミアムフライデー限定】ジャパニーズウイスキー×中
国料理 ペアリングディナーイベント
2月23日（金）のプレミアムフライデー1日限定で、地下1階中
国料理「桂花苑」にて、ウイスキー愛好家からも人気の高いジ
ャパニーズウイスキーと、「桂花苑」料理長の有本大作がこの
日のために考案したウイスキーとのマリアージュを存分に味わ
える中国料理とのコラボレージョンディナーイベントを開催いた
します。
■日時 ： 2018年2月23日（金）
受付：18:30～セミナー・ディナー：19:00～21:00
■場所 ：ロイヤルパーク ホテル 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1
＜URL＞
https://www.rph.co.jp/information/release_whiskeypairingdinner.html

⑤ 株式会社ルミネ ニュウマン新宿（東京都）
＜実施内容＞
NEWoMan FOOD FESTIVAL～土佐編～
日本各地から選りすぐりの食材を使った食のイベント、ニュウ
マンフードフェスティバルを開催。２回目となる今回は、温暖
な気候で豊かな自然と、明るく豪快でおもてなしの心意気に
あふれた高知県（土佐）が育んだ、５つの魅惑の美味しい希
少な食材を選定。１１ショップが全２０種のオリジナルメニュー
を開発し、まだ見ぬ未体験の美味世界へとご案内。昨年秋
に各ショップのシェフやパティシエが土佐に赴き生まれたプレ
ミアムなメニューの数々をぜひこの機会にご堪能ください。
■日時 ： 2018年2月15日～3月14日
■場所 ： NEWoMan 新宿
＜URL＞ https://newoman-foodfes.jp/

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー 2月の事例】
⑥ 鎌倉ビール醸造株式会社（神奈川県）
＜実施内容＞
プレミアムフライデーは鎌倉ビールで乾杯！
＜毎月最終金曜日は工場直売がお得＞
月末最終金曜日のプレミアムフライデーは、鎌倉ビールで乾杯！
たとえば
プレミアムフライデーは気の合う仲間たちと持ち寄りパーティー。
市場で仕入れた旬のもの、この日のためにお取り寄せしておいた
もの。
そして、鎌倉ビール。
美味しいビールと美味しい料理で、楽しい会話が弾めば、楽しい
アイディアがたくさん生まれるかも。
たとえば
プレミアムフライデーは家族みんなで作る晩御飯。
手巻寿司だったりお好み焼きだったり。
みんなで作るから楽しい。みんなで食べるから美味しい。
パパ・ママはビール、子供たちはサイダーで乾杯！
地元ビールを地元で楽しく飲みたい方を、全力支援します！
毎月最終金曜日は工場直売がお得。
Buy ２ get １ free ２本買うと、もう1本もらえます。
■日時 ：毎月最終金曜日10時から17時
■場所 ： 鎌倉ビール工場（鎌倉市大町5-9-29）
＜URL＞ http://www.kamakura-beer.co.jp/hpgen/HPB/entries/35.html

⑦ HIROKO’S KITCHIEN（神奈川県）
＜実施内容＞
ワインとスイーツで彩るプレミアムフライデー
ワインとスイーツのコラボをさせていただきます。
週末のご褒美に、ワインはちょっといいものをチョイス。アネトのパエリア
で食事も特別に。デザートは素敵に盛り付けたスイーツがあると最高で
すよね！そんなプレミアムフライデーをご提案いたします♪楽しみ学び
、ご家庭で活かせる内容となってます！
■日時 ：2018年2月23日（金）14:00～15:30
■場所 ：グランジャポンサロン（あざみ野駅より徒歩6,7分）
＜URL＞ https://ameblo.jp/hirokoskitchen/entry12351313043.html

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー 2月の事例】

キャンペーン（小売）

① 大丸東京店（東京都）
ゴルフウェアのファッションショーとゴルフスクールでのレッスンサービスを実施！
総勢２０名による新作のゴルフウェアのファッションショーとゴルフを新しく始める全ての人向
けにゴルフスクールでのレッスンサービス割引を実施。

【新作ゴルフウェアファッションショー】
■日時 ： 2018年2月23日（金） 16：00～16：30
■場所 ： 大丸東京店11階ゴルフ
■内容 ： ゴルフウェアのファッションショー＋フォトセッション

【ワンポイントアドバイス＆お買い上げ特典】
■日時 ： 2018年2月23日（金）15：00～ 2月25日（日）
■場所 ： 大丸東京店11階ゴルフ
■内容 ： ワンポイントアドバイスレッスンが通常20分3,240円のところ1,620円で実施(前日1９時までに要予約）。
期間中ゴルフ売場で税込21,600円以上お買い上げのお客様はパターゲームにチャレンジ。
ホールに入ればボール3個、外れてもティーをプレゼント。

② マルヤガーデンズ（鹿児島県）
＜実施内容＞
プレミアムフライデー1周年の特別企画として、マルヤガーデンズLINE@
会員限定50名さまに、500円のお買物券をプレゼント。
■日時 ：2018年2月23日（金）
■場所 ：マルヤガーデンズ（鹿児島市）
＜URL＞ https://www.maruya-gardens.com/

③ エスパル仙台・福島・郡山・山形（宮城県・福島県・山形県）
＜実施内容＞
エスパル仙台・福島・郡山・山形では、2月23日（金）のプレミアムフライデーに合わせ、各種イベントを開
催いたします。
エスパルのプレミアムフライデーは、『月末の金曜日は、エスパルで過ごそう。』をテーマに、さまざまなイ
ベントをご用意いたします。
先着プレゼントやプレミアムフライデー限定商品の販売など、月末金曜日が楽しくなる多数のイベントを
ご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。
各駅直結のエスパルは、お仕事帰りにもお気軽にお立ち寄りできますので、ぜひ、この機会にエスパル
仙台・福島・郡山・山形の各館をご利用くださいませ。
今後も、エスパルでは月末金曜日のプレミアムフライデーを皆様にお楽しみいただけるよう、さまざまな
イベントを開催してまいります。
■日時 ： 2018年2月23日（金）※イベントにより異なります
■場所 ： エスパル仙台・福島・郡山・山形
＜URL＞
http://www.s-pal.jp/

【プレミアムフライデー 2月の事例】

キャンペーン（小売）

④ SUNWEST（東京都内）
＜実施内容＞
Origami Payプレミアムフライデーキャンペーン期間延長！！
スマートフォン決済アプリ「Origami Pay」。
アークテリクス東京銀座でも開催中だった毎週金曜日にOrigami Payでお支払いいただくと10%OFFに
なるプレミアムフライデーキャンペーン、当初1月末までの期間限定でしたが、ご高評に付き期間延長が
決定！！ぜひこの機会にアプリをご登録し、毎週金曜日にスマートでお得にお買いものして下さい。
■日時 ： 2018年2月23日（金） ※以降、３月末までの金曜日に実施予定
■場所 ： アークテリクス東京銀座
＜URL＞ https://www.sun-west.co.jp/single-post/2018/02/08/OrigamiPay%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%95%E3%83
%A9%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%8
3%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%BB%B6%E9%95%B7

⑤ リバーウォーク北九州（福岡県）
＜実施内容＞
月末最後の金曜日は早めに仕事を切り上げて、充実の週末を過ごす「プレミアムフライデー」。今週末の３
日間、一部店舗にてf-JOYカードポイントがなんと５倍に！
リバーウォーク北九州公式LINE＠のお友達限定で対象店舗にて特典プレゼントなどの企画を実施します。
＜URL＞ http://riverwalk.co.jp/event/premium-friday-0223/

⑥ 木の葉モール橋本（福岡県）
＜実施内容＞
最大50%OFF！館内63店舗が参加！
木の葉モール橋本では、毎月の最終金曜日に「プレミアムフライデー」を開催しています。
この日だけの特価商品やf-JOYカードポイント変倍などを実施します。
＜URL＞http://konohamall.com/sale/lists/premiumFRIDAY201712-201803

⑦ 日本百貨店協会（全国）
＜実施内容＞
百貨店でプレミアムな週末を。
月末最後の金曜日はいつもと違う豊かさを楽しむ日。それがプレミアムフライデーです。
百貨店でプレミアムな週末をおすごしください。
各店の取組については、以下のURLをご覧ください。
＜URL＞ http://www.departinfo.com/premium-friday/

【プレミアムフライデー 2月の事例】

キャンペーン（サービス）

① サントリービール株式会社（全国）
「金曜日はプレモル買って、ＴＳＵＴＡＹＡに行こう！！」
毎週金曜日、全国のＴＳＵＴＡＹＡ店舗で、未開封のサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」
ブランド１本を提示すると、旧作ＤＶＤレンタルが１本無料に！
■日時 ： 2018年2月23日（金）～12月28日（金）までの毎週金曜日
■場所 ： TSUTAYA対象店舗 http://tpcm.jp/pf
■内容 ： 毎週金曜日に、ＴＳＵＴＡＹＡ対象店舗（※一部対象外の店舗あり）
でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド１本を提示すると、旧作ＤＶＤ
レンタルが1本無料になるキャンペーンを実施。
■対象製品 ： 「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド全商品
※未開封の商品のみが対象となります。
■URL ： https://www.suntory.co.jp/beer/premium/campaign/tsutaya/

② オークウッドプレミア東京（東京都）
他では体験できない「自宅のような宿泊施設」でステイケーションを提案
プレミアムフライデーを満喫出来るようにアップグレードプランの展開！
旅行など遠くに出かけるのではなく、自宅や近場で休暇を過ごすステイケーション。ワンランク上の空間で
リラックスしたひとときを満喫頂けるように、ドリンク・ご朝食付きアップグレードプランを展開。

■日時 ： 2018年2月23日（金） ～ 25日（日）
■場所 ： オークウッドプレミア東京
■内容 ： ・スタジオスーペリア、または、１ベッドルームスーペリアから
スタジオデラックス、または、1ベッドルームデラックスへのア
ップグレード
・レジデンツ・ラウンジでコンチネンタルブレックファストの提供
・レジデンツ・ラウンジにてワンドリンク＋お菓子のプレゼント （
ご滞在中1回限り）
・スパークリング・白・赤ワインのいずれか1本とおつまみのセ
ットのプレゼント

【プレミアムフライデー 2月の事例】

キャンペーン（サービス）

③ ユニットコム（全国）
＜実施内容＞
パソコン工房がちょっとだけあなたのパソコン環境を豊かにするプレミアムフライデー企画を実施
１．人気のサポートメニュー「パソコンワンコイン診断」がなんと100円に！
————————全国のパソコン工房・グッドウィル店舗では、2月23日（金）15時より閉店まで、サービス開始依頼診断
実績58万件を超える人気のサポートメニュー「パソコンワンコイン診断」を100円で実施いたします。
ウィルスチェックやパフォーマンスのチェックなどのちょっとした不具合を調べたり、改善方法のご提案な
どを受けて、お手持ちのパソコンの快適度をアップしませんか？
２．中古商品や買取価格がお得になる「中古の日」を緊急実施！
————————5のつく日と土・日・祝に実施している、売るのも買うのもお得な「中古の日」をプレミアムフライデーの 2
月23日（金）15時より緊急実施致します。
■日時 ： 2018年2月23日（金）
■場所 ：全国のパソコン工房・グッドウィル

＜URL＞ http://www.pc-koubou.co.jp/shop/campaign/premium_friday.php

④ アンドルーチェ株式会社/ルーチェ（大阪府）
＜実施内容＞
毎月最終金曜日に、なんばパークスではＬｉｎｅ＠のキャンペーンで５
００円のクーポンを配布しています。
２月もあるみたいですよっ！
日時 ： 2018年2月23日（金）
場所 ：アンドルーチェ なんばパークス店
＜URL＞ https://ameblo.jp/andruche-3deyelash/entry12348352068.html

【プレミアムフライデー 2月の事例】

キャンペーン（サービス）

⑤ ハウステック（全国）
＜実施内容＞
ハウステックショールームでは、2月23日（金）に、プレミアムフライデーイベントを
開催いたします。
事前にご予約をいただき、当日17時（長岡ショールームのみ16時）までにご来場
いただいたお客様にプレゼントをお渡しします。
■日時】：2018年2月23日（金）
■場所 全国のハウステックショールーム
＜URL＞ http://www.housetec.co.jp/showroom/2018/02/p-friday.html

⑥ Hsbodydesign（（株式会社アキュートリリー）（全国）
＜実施内容＞
お仕事が早く終わった方が、プレミアムなエステを受けて自分
へのご褒美に出来るよう、プレミアムフライデーキャンペーンを
行います。
通常のプレミアムフライデーキャンペーン(限定オイル・500円
オプションひとつ無料・プレミアムコースの施術料金を8％割引)
に加え、2つの特別企画もご用意☆
(1)限定精油・限定オイル全て出します！
ご好評いただきました、ジャスミン精油・ロータス精油と、プルメリア精油ご利用時にココナッツオイルをお
選びいただけます。
(2)夢の企画再び！それぞれ選べるプレミアオイル！
プレミアコースをご利用の方に限り、5種類のオイルの中から「ボディ」と「フェイス」で違う種類のオイルをお
選びいただけます。
■日時 ： 2018年2月23日(金) 10:00～23:00
■場所 ： HSbodydesignアキバ浅草橋店、高田馬場店、池袋店、代々木店、北千住店、中野店、横浜桜
木町店、千葉船橋店、相模大野店、名古屋伏見店、大阪梅田店
＜URL＞ https://www.hsbd.jp/news/20180130/
https://www.hsbd.jp/news/20180210_02/ ← Twitterキャンペーン、日程追加はこちら

⑦ カフェトーク（株式会社スモールブリッジ）（東京都）
＜実施内容＞
PREMIUM FRIDAY × Cafetalk
今月のプレミアムフライデーは2月23日！今からレッスンを探してみませんか？
普段は取れない時間帯の講師を試せる、プレミアムフライデー！この機会に是非新しいレッスンにチャレ
ンジしてみてください☆
■日時 ： 2018年2月23日（金）
＜URL＞ https://cafetalk.com/campaign/2018/premium-friday/02/

【プレミアムフライデー 2月の事例】

体験イベント

① 株式会社冨士屋呉服店（兵庫県）
＜実施内容＞
プレミアムフライデーワークショップ辻が花染めを着てみよ
う！
兵庫県神戸市のＪＲ新長田駅 新長田 県・市合同新庁舎
開庁を来年に控え専門店の持ち前の技術や本物の価値
伝える目利きをワークショップでお伝えするイベントです。
辻が花染め着物を試着頂き横山大観「夜桜」タペストリー
と共に撮影し、きものと日本画の文化資源をお楽しみいた
だきます。
■日時 ： 2018年2月22日、23日
■場所 ： 兵庫県神戸市長田区二葉町4-3-1

② 株式会社神戸ながたティエムオー（兵庫県）
＜実施内容＞
プレミアムフライデー新長田ワークショップ
プレミアムフライデー1周年に際しＪＲ新長田駅南地域のT M O所属店、
企業の持ち前の技術、ハンドメイドやリフォームのノウハウを親しみやすい
ワークショップでご紹介します。2019年7月に開庁する兵庫県・神戸市の
合同庁舎に向けた魅力アップ・活性化を目指しています。
■日時 ： 2018年2月17日～23日
■場所 ： ＪＲ神戸線 ＪＲ新長田駅南地域商店街

③ 伊勢丹新宿店メンズ館（東京都）
＜実施内容＞
プレミアムフライデー｜2月23日（金）「プレミアムフライデー」は男磨き＠ISETAN MEN’Sへ
毎月末の金曜日、伊勢丹新宿店が楽しくなる。 「プレミアムフライデー」は月末の金曜日に午後3時に
終業し、「少し豊かな時間を過ごそう」というキャンペーン。学ぶ、出会う、味わう、触れる、そんな体験
型イベントを全館にご用意しています。
2月もさまざまなイベントをご用意していますので、ぜひイセタンメンズへご来店ください。
■日時 ： 2018年2月23日（金）～25日（日）
■場所 ：伊勢丹新宿店メンズ館
＜URL＞ https://www.imn.jp/post/108057198457

【プレミアムフライデー 2月の事例】

体験イベント

④ リコーイメージング株式会社（東京都、大阪府）
＜実施内容＞
新宿、銀座、大阪のスクエア3拠点で行っておりますプレミアムフライデー企画。今回は2月23日に開催
です。これまでに引き続き、ワンコイン（税込500円）での開催です。プレミアムフライデー限定のアウトレッ
トも販売しておりますのでぜひご来店ください。リコーイメージングでは、この機会に、写真、カメラをもっと
好きになっていただければと思います。
■日時 ： 2018年2月23日（金）
■場所 ： リコーイメージングスクエア新宿
リコーイメージングスクエア銀座
リコーイメージングスクエア大阪
＜URL＞ http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/photo-life/mailmagazine/squarereport/069/

⑤ DR.DENIM（株式会社 THE SENSES）（東京都）
＜実施内容＞
PREMIUM FRIDAY × TRY ON CAMPAIGN
DR.DENIM商品を“試着したい”という声にお応えして、
DR.DENIM SHOWROOMにて試着販売会を開催いたします。
オンラインショップでの購入に不安を感じている…
サイズが合わなかったらどうしよう…
など、気になっているけれどなかなか手が出せなかったという方はぜひご参加ください。
先着10名様を東京SHOWROOMにご招待いたします。
お試しだけでも結構です。
DR.DENIMの快適な着心地をぜひご体験ください！
■日時 ： 2018年2月23日（金）
■場所 ： 株式会社THE SENSES SHOWROOM
＜URL＞ https://www.drdenimjeansjapan.com/topics/try_on_20180223

【プレミアムフライデー 2月の事例】

その他イベント

① パーソルホールディングス株式会社（東京都）
国立新美術館、東京国立近代美術館の一部展示が無料に！
文化や芸術に触れ、自己成長の機会を提供するために、若手芸術家の作品を展示している、国
立新美術館で開催中の展覧会「20th DOMANI・明日展」と、国内最大級の所蔵作品から選りす
ぐりの約200点を展示し、明治から現代まで100年を超える日本美術の歴史を一気にご覧いた
だける東京国立近代美術館の所蔵作品展「MOMATコレクション」を無料開放いたします。

■日時 ： 2018年2月23日（金） 10：00～20：00
■場所 ： 国立新美術館、東京国立近代美術館
■内容 ： 国立新美術館「20th DOMANI・明日展」、東京国立近代美術館の
所蔵作品展「MOMATコレクション」の入館料が無料。
■特設サイト ： https://www.persol-group.co.jp/special/premium-friday/index.html

② 静岡市
2月23日の富士山の日は、日本一の定時（までに）退社大作戦（キャンペーン）を
静岡市内で実施
また今働いている社会人、これから働く社会人のための座談会等も開催！
■日本一の定時（までに）退社大作戦
「静岡市から、働き方を変えよう！」のメッセージを改めて発信していくよう、
まちぐるみで「豊かな時間づくり」を実践。市民や協力宣言企業365社に
呼びかけ、市内全域で定時（までに）退社の環境づくりに取り組む。
■テーマ ： 静岡市から、働き方を変えよう！
■日時 ： 2018年2月23日（金）
■場所 ： 静岡市内

■かん☆みん☆がく 集結！ メンターカフェオープン
「静岡で働こう！」をテーマに現在働いている人、これから社会に出ていこうとしている若者を対象に
静岡で働くこと・静岡で夢を叶えることの後押しとなるような交流の場を提供
■日時 ： 2018年2月23日（金） 15：00～17：00
■場所 ： d-labo（静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 五風来館3階）
■内容 ： 静岡市健康づくり推進課より食育や健康についてレクチャー、社会人公開質問、
社会人とこれから社会人になる若者との座談会

【プレミアムフライデー 2月の事例】

その他イベント

③ 奈良県御所市
＜実施内容＞
昭和のうたコンサートin奈良県御所市
ニッポンが輝いていたあの頃、誰もが口ずさんだあの歌、
昭和ヒットパレードが、やってくる！
【出演者】
北海道歌旅座
・ジュンコ（歌・ピアノ）
・ザ・サーモンズ（コーラス・伴奏・踊り）
■日時 ： 2018年2月23日（金）
■場所 ： 御所市文化ホール（アザレアホール内）
＜URL＞ http://www.city.gose.nara.jp/0000001803.html

④ 三井ショッピングパーク アーバン 赤れんがテラス（北海道）
＜実施内容＞
プレミアムフライデーライブ
2月23日（金）２階アトリウムテラスにてプレミアムフライデーライブ
を開催します。素敵なライブのお共に、２階スタンドカフェ「TUNE」で
はお得なワインセットをご用意。
プレミアムフライデーライブ終了後は、２階「Brooklyn Parlor」にて
店内ライブを行います。
■日時 ： 2018年2月23日（金）17:30～18:00
■場所 ： 赤れんがテラス ２階アトリウムテラス（札幌市）
＜URL＞ https://mitsui-shoppingpark.com/urban/sapporo/pdf/1802_live_banner.pdf

⑤ B&G（兵庫県）
＜実施内容＞
2月23日（金）に神戸・三宮にて、半立食コンを開催します！「素敵だな♪」と思った相手と話せる、自由
に動ける半立食形式だから、可能性は無限大！素敵な恋人を見つけよう♪
■日時 ： 2018年2月23日（金）20:00～22:00
■場所 ：最寄駅：三宮駅
＜URL＞ https://www.machicom.jp/hyogo/premiumfriday/?page=2

【プレミアムフライデー 2月の事例】

その他イベント

⑥ 街コンジャパン（東京都、神奈川県）
＜実施内容＞
プレミアムフライデー1周年記念！ 「横浜アートde街コン」 「八芳園de茶道コン」
2月23日（金）同日開催！
【プレミアムフライデー（プレフラ）特集】月末最後の金曜日は、プレ金！15時退社で、いつもより素敵な
週末を過ごしませんか？あなたにピッタリのイベントを、街コンジャパンがご用意しました!! 出会いや、趣
味探しなど、ちょっとリッチな週末を楽しんでください♪
（横浜アートde街コン in 横浜美術館）
■日時 ： 2018年2月23日（金）16時45分〜20時30分
■場所 ： 横浜美術館（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1 ）
（八芳園de茶道コン）
■日時 ： 2018年2月23日（金） 18時00分〜19時30分
■場所 ：八芳園（東京都港区白金台1-1-1）
＜URL＞

https://machicon.jp/premium-friday/

⑦ 九州国立博物館（福岡県）
＜実施内容＞
2/23 プレミアムフライデー ライブ Vol.8「春よ、来い」
春の訪れを感じさせるうららかなヴァイオリンの音色。
演奏にあわせて書画のパフォーマンスも行います。
音楽と書画の華やかなコラボレーションをお楽しみください。
■日時 ： 2018年2月23日（金）
①15:00～15:30 ②17:00～17:30
■場所 ：九州国立博物館1階ミュージアムホール
＜URL＞ http://www.kyuhaku.jp/event/event-180124.html

⑧ （株）リアネスト（東京都）
＜実施内容＞
【プレミアムフライデー特別開催】初心者向け不動産投資セミナー
「先のことだから何も考えてないけど、老後はどうなってしまうんだろう？」
「公的年金がいくらもらえて、老後の生活費にいくら位かかるの？」
「一生懸命仕事をする以外に、どうしたら安心した老後を送れるの？」
こんな心配は、ほとんどの方が持っているはずです。 そこで「やらなきゃいけないのかも知らないけど、投
資なんてやったことないし、失敗したくない人」のためのセミナーを専門家からお届けします。
■日時 ： 2018年2月23日（金）16:00～18:30 開場は15:30～
■場所 ： リアネスト新宿セミナー会場
＜URL＞ https://ssl.kokucheese.com/event/entry/508298/

【プレミアムフライデー 2月の事例】

その他イベント

⑨ JEUGIAカルチャーセンター イオン洛南（京都府）
＜実施内容＞
☆☆ワンコイン プレミアムフライデーヨガ☆☆
好評に付き開催継続決定！心身ともにリフレッシュしましょ
う！
この度､スポーツミツハシさんとプレミアムフライデーにヨガ教
室をコラボ。ワンコイン（500円）で体験、ココロとカラダをリフ
レッシュ♪
■日時 ： 2018年2月23日（金）17:00～18:00
■場所 JEUGIAカルチャーセンターイオン洛南
＜URL＞ http://culture.jeugia.co.jp/news_detail_55438.html?PHPSESSID=pr3pa4r6i7d8qkpvjmlp81bef4

⑩ イオンモール宇城（熊本県）
＜実施内容＞
プレミアムフライデースペシャル【ウォーキングを楽しもう】
ウォーキング歴20年の指導員による30分間の体験！明るく元気な楽しいウォーキングイベントです！
※動きやすい服装でご参加ください
■日時 ： 2018年2月23日（金）17:00～17:30
■場所 ： イオンモール宇城 1階オアシスコート
＜URL＞ http://uki-aeonmall.com/news/event/965

⑪ （株）酒商山田（広島県）
＜実施内容＞
〜よくばりパセーラのプレミアムフライデー～
「音楽とお酒で楽しむ 大人の金曜日」
酒商山田の久しぶりに出張イベントを行います！今回はパセーラで
初開催！！
美味しいおつまみと心地よい音楽の生演奏を肴に、最高のプレミアム
フライデーを過ごしませんか？
1月から3月まで全4回、毎月プレミアムフライデー
（＋3月9日 特別開催）に開催します。
音楽や季節に合わせて、お酒のテーマ・ラインナップも毎回変わります！
■日時 ： 2018年2月23日（金）17:00～20:30
■場所 ：基町クレド パセーラ 6F 翼の広場
＜URL＞
https://www.facebook.com/sakeshowyamada/photos/a.573775372661507.107374182
8.562392607133117/1666798773359156/?type=3

【プレミアムフライデー 2月の事例】
⑫ 三井ショッピングパーク アーバン 赤れんがテラス（北海道）
＜実施内容＞
プレミアムフライデーライブ
2月23日（金）２階アトリウムテラスにてプレミアムフライデーラ
イブを開催します。素敵なライブのお共に、２階スタンドカフェ「
TUNE」ではお得なワインセットをご用意。
プレミアムフライデーライブ終了後は、２階「Brooklyn Parlor」
にて店内ライブを行います。
■日時 ： 2018年2月23日（金）17:30～18:00
■場所 ： 赤れんがテラス ２階アトリウムテラス（札幌市）
＜URL＞ https://mitsui-shoppingpark.com/urban/sapporo/pdf/1802_live_banner.pdf

その他イベント

