プレミアムフライデー わたしたちも実⾏します︕
プレミアムフライデーの主旨に賛同いただきました企業・団体の経営者の皆様からメッセージをいただきました。
また、世耕経済産業⼤⾂及びその他の経済産業省政務三役の皆様からもメッセージをいただきましたので、ご紹介いたします。

中⻄ 宏明 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 会⻑

世耕 弘成 経済産業⼤⾂

気楽に街を歩くのは何よりの楽しみです。
⽉末⾦曜には是⾮そうした機会を作って
楽しみます。

百貨店のプレミアムサマーバザールを⾒て
回り、今回の豪⾬災害被災地の特産
品を購⼊しようと思います。

官⺠連携をして、引き続き、プレミアムフ
ライデーを通した消費を⼀層喚起し、柔
軟な働き⽅を推進します。

職員の時間意識を⾼め、⽣産性向上と
ワークライフバランス充実の両⽅に意欲
的にチャレンジします︕

芥川 崇仁 株式会社アクタガワ 代表取締役社⻑

廣⽥ 康⼈ 株式会社アシックス 代表取締役社⻑COO

⽯塚 邦雄 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 副会⻑
商品やサービスを提供する⽴場から商業
施設や店舗等を⾒て回りながら、⾃分の
趣味や興味のあるモノ・コトに積極的に
参加します。
より良い商品やサービスの提供を通して、
より⼀層消費が喚起されるよう、官⺠連
携してプレミアムフライデーを盛り上げて参
ります。

伊藤 雅俊 味の素株式会社 代表取締役 取締役会⻑

7⽉と8⽉のプレミアムフライデーに、設⽴
20周年記念も兼ね「富⼠登⼭」に社員
80⼈で参加予定です︕

予定を極⼒⼊れないようにして、趣味の
ランニングを存分に楽しむ機会にしたいと
思います。

本屋歩き、ウィンドウショッピング、そしてゴ
ルフの練習。⼀汗かいたあとの⼀杯はきっ
とプレミアム。

「⽉末⾦曜の午後半休」「ノー残業デー」
を呼びかけ社員の⽣きがい活動を推奨し
ています︕

社員にアシックスらしい新しい働き⽅を促
進する施策の⼀つとして、15時退社を
奨励し、余暇時間の充実を促していきま
す。

⾦曜⽇午後は、社員が⾃らマネージでき
る時間と位置付け、原則、公式会議を
開催しない運⽤としています。

畑中 好彦 アステラス製薬株式会社 代表取締役会⻑

下村 聡 株式会社アドテクニカ 代表取締役社⻑

岡崎 双⼀ イオンリテール株式会社 代表取締役社⻑

⾦曜⽇は4時に退社し、近くの本屋へ。
未知の関⼼事に出会える楽しい時間で
す。

７⽉のプレミアムフライデーは⼦ども達の
友達家族みんなで熱海温泉へ︕⾦曜
⽇に準備し⼟曜⽇は磯遊び。

イオンのお買い物アプリ『ごちクーポン』を
使って、夜はゆっくりワインやお⾁を堪能し
たいですね♪

2009年4⽉から毎週⾦曜⽇は終業時
間を1時間45分繰り上げ、午後4時とす
る「FFDay」を導⼊しています。

プレミアムフライデーを全社員がどのように
有意義に過ごしたかを社内コンテストを
実施します。

⽉末⾦⼟⽇は、イオンの美味しいご馳⾛
総菜で、パパッと美味しくごちデリpartyを
楽しんでください︕

影⼭ 英雄 株式会社井筒屋 代表取締役社⻑
⽉末⾦曜⽇はいつもより少し余裕を持っ
て、趣味の時間を楽しみたいと思います。
⽉末⾦曜⽇は各店の飲⾷店で特別メ
ニューを準備しております。お買い物のひ
と時をゆっくりとお楽しみください。

樋本

達夫 株式会社⼩⽥急百貨店 代表取締役社⻑

昔から料理をするのが好きなので、プレミ
アムフライデーのディナーは得意料理と⾃
社のお酒で家族をもてなします。
今年からスーパープレミアムフライデーとし
て半⽇有給休暇取得推奨⽇を設定し、
働き⽅改⾰に取り組んでおります。

康井 義貴 株式会社Origami 代表取締役社⻑

⾬宮 潔 株式会社岡島 代表取締役社⻑執⾏役員
地元甲府の隠れた名店を探索し、中⼼
市街地活性化の⾼い志しを持つ⽅々と
の有意義な情報交換を⾏います。
プレ⾦含む週末３⽇間は、岡島カードダ
ブルポイントサービスを実施すると同時に
上質なMD提案を拡⼤していきます。

貫 啓⼆ 株式会社串カツ⽥中ホールディングス
代表取締役社⻑

旧知の友⼈や社外の⽅々をお店に招き、
お買い物のお⼿伝いや⾷事をご⼀緒す
るなど、⼼豊かな時間を過ごします。

7⽉のプレミアムフライデーは、最近始め
たゴルフを会社の部活動メンバーと練習
予定。

店舗に⾜を運んで、お客様に楽しんでい
ただいている様⼦を間近で⾒て次の施策
に⽣かしたいと思います

お仕事帰りの皆さまに、オリジナルや数量
限定のスイーツ等を⽤意し、週末が更に
華やかになるようお⼿伝いをします。

スマホ決済サービス「Origami Pay」ご
利⽤で10％OFF、お得な特別キャン
ペーンを実施します︕

今⽉で19回⽬になりました。今後も皆さ
まが笑顔になってもらえるような取り組み
を継続してまいります。

駒⽥ ⼀郎 株式会社京王百貨店 取締役社⻑

杉森 務

⻄永 裕司 オエノンホールディングス株式会社 代表取締役社⻑

⻘野 慶久 サイボウズ株式会社 代表取締役社⻑

⼩沼 智⼦ ジェイアール東⽇本商業開発株式会社
代表取締役社⻑

私たちにとっては⼤きな商売チャンスと捉
え、当⽇は店頭にてお客様をしっかりとお
迎えしようと思います。

上海に出張する予定です。上海のメン
バーとプレミアムなディナーを満喫します。

いつもより少し早めに退社して、⼼地よい
運動で汗を流し、美味しいものを作り⾃
分の時間を楽しみます。

⾷関連を中⼼に企画品やプラスワンサー
ビスを実施。婦⼈服ブランドセールの拡
⼤展開や全館タイムセールを実施します。

100 ⼈100 通りの働き⽅を実現し、
「全メンバーがプレミアムエブリデー」を⽬
指します。

⽉末⾦曜含む３⽇間に、WEBエント
リーの上合計5,400円以上のお買い物
でもれなくJREポイント500Pをプレゼント
しています。

JXTGホールディングス株式会社 代表取締役社⻑

髙橋 広⾏ 株式会社JTB 代表取締役社⻑

社員と同じように、少し早めに退社。ス
ポーツクラブで汗を流してから、ちょっとリッ
チなワインを楽しみます。

家族とゆっくり出かける等、いつもと違う
少しプレミアムな週末を楽しみたいと思い
ます。

原則として当⽇午後の会議は禁⽌し、
半休取得あるいは１５時以降のフレック
ス退社を奨励しています。

⾦曜からの旅のプレミアムなプランを多数
ご⽤意し、旅を通じた豊かな時間の過ご
し⽅をご提案しています。

⼭本 良⼀ J.フロント リテイリング株式会社

取締役兼代表執⾏役社⻑

仕事を早く切り上げて、ゆっくり各店を回
り、気に⼊ったウエアや⾷材など買い物を
楽しみます。
⼤丸・松坂屋の各店では、さらに暑くな
る夏を迎えて、7⽉27⽇からプレミアムサ
マーバザールを開催します。

荒⽊ 恭司 島根電⼯株式会社 代表取締役社⻑

⽥辺 信宏 静岡市⻑
プレミアムフライデーには、リラックスできる
空間でゆっくりと読書し、⼼豊かな時間を
楽しみます。

社員と⼀緒に、3時から開店している居
酒屋を探して取り敢えずビールで乾杯︕
プレミアムフライデーを楽しみます。

毎⽉⽉末の⾦曜⽇は、完全定時退庁
⽇とするとともに、有給休暇等の取得促
進に努めます︕

毎⽉最終⾦曜⽇は午後3時で仕事を
終え、社員全員に4,000円を⽀援して、
社員の柔軟な働き⽅を推進しています。

兵頭 誠之 住友商事株式会社

代表取締役 社⻑執⾏役員CEO

岡⽥ 秀⼀ ⽯油資源開発株式会社 代表取締役社⻑

DIYで家具を作ったり、部屋のリノベー
ションに取り組み、プレミアムフライデーを
存分に楽しみます︕
当社は毎週⾦曜⽇がプレミアム︕有休
取得/フレックス退社を奨励し、リフレッ
シュや⾃⼰研鑽を促進します。

牟⽥ 稔 ダイキチシステム株式会社 代表取締役社⻑

やきとりは熱いうちに。⽣ビールは神泡。
このプレミアムな瞬間がたまりません。⼤
吉で、⾄福のひと時を︕

⽊本 茂 株式会社髙島屋 代表取締役社⻑

村山

社⻑として、時間内に仕事をすることが、
社員の働き⽅の指針になると考えていま
す。プレミアムで作り出した時間で、何に
チャレンジできるか︖と⼼が躍ります。
平成29年2⽉より毎⽉第3⾦曜⽇は
15時退社としています。健康で豊かな
⽣活ができるよう⼜消費喚起に努めてい
ます。

宮内 謙 ソフトバンク株式会社 代表取締役

社⻑執⾏役員 兼 CEO

プレミアムフライデーは、なるべく定時前に
退社します。近いうちに午後早くに退社
して、⾦曜⽇から家内と週末旅⾏に⾏き
たいと思っています。

７⽉のプレミアムフライデーは、早く帰って
旅⾏に出発。翌⽇はゴルフでリフレッシュし
ます。

その⽇はフレックスタイムのコアタイムに関
わらず出社、退社、有給休暇をとらずに
実質的な休暇取得ができます。

早帰りの時間を社外交流や⾃⼰研鑽に
充てることを推奨。働き⽅改⾰のスローガ
ンSmart ＆ Fun!を実現します。

⼭内 隆司 ⼤成建設株式会社 代表取締役会⻑

週末は夏⼭登⼭で暑さを吹き⾶ばし、
夜はビールで疲れを癒します︕︕

中⾕ 榮志 ⽩井松新薬株式会社 代表取締役社⻑

有⾺ 聖夫 太陽ファルマ株式会社 代表取締役社⻑

⽉末⾦曜は少し早めに退社し、仲間と
集い、翌⽇は早朝からゴルフをすることが
多いですが、時には、娘や孫と⾷事を楽
しみます。

会社⽴上げに尽⼒していたため、PFは
若⼿社員との交流ばかり。若⼲余裕が
できたので、早く退社し芸術に触れる時
間を作りたいです。

休暇をとって家族と過ごす社員のために、
提携リゾートホテルやゴルフ場を格安で
利⽤できる社内割引プランを始めました。

毎⽉PFに合わせて社内イベントを開催し
ています。⾼級ワイン購⼊、全国の地
ビール取り寄せなど、社員全員で楽しん
でいます︕

正道 株式会社⽴⾶ホールディングス 代表取締役社⻑

澤⽥ 英 株式会社チラシレポート 代表取締役

美術館の夜間開館に⾏き、⾒たかった
絵画を鑑賞。その後は家族とレストラン
で⾷事を楽しみます。

プレミアムフライデー当⽇は、飲み⼆ケー
ションが３軒から４軒に増えそうです。

7⽉のプレミアムフライデーは、全社員参
加の暑気払いに参加します。焼⾁とビー
ルで暑さに打ち勝ちます︕

仕事帰りのお客様にもご利⽤いただける
「プレミアムフライデー」限定のサービスなど
を各店で実施します。

経営理念である「従業員の幸せ」をキー
ワードとして、家族との時間や余暇活動
を推進します。

開始当初から継続して導⼊しています。
中⼩企業でも企業努⼒により実施が可
能だということをPRしていきます。

⼤⽯ 次則 株式会社東急百貨店 代表取締役社⻑執⾏役員

根津 嘉澄 東武鉄道株式会社 取締役社⻑

店頭に⽴ちより、盛り上がりを体感しつつ、
いつもよりワンランク上のお酒を購⼊し、
仲間と有意義な時間を過ごします。

プレミアムフライデーはスポーツ観戦、⾳
楽鑑賞、ショッピングと四季を通じて、リフ
レッシュに活⽤しています。

⽉末⾦曜限定企画はもちろん、⽉末6
⽇間に全カテゴリー「プレミアムサマーバ
ザール」を集中展開し、新たな商機拡⼤
を図ります。

本社員に年間９６時間の時間休暇を
活⽤し、プレミアムフライデーに合わせての
取得を奨励しています。

内⼭ 俊弘 ⽇本精⼯株式会社 取締役 代表執⾏役社⻑CEO

清⽔ 博 ⽇本⽣命保険相互会社 代表取締役社⻑

今井 雅則 ⼾⽥建設株式会社 代表取締役社⻑
フレックスタイム制と併せて毎週⾦曜は早
⽬に切り上げ。「美意識」を鍛えるための
時間と致します。
当社では６⽉より全社員を対象にフレッ
クスタイム制を導⼊致しました。作業現
場では交替でプレミアムフライデーに挑戦
しています。

尾堂 真⼀ ⽇本特殊陶業株式会社 代表取締役会⻑兼社⻑

プレミアムフライデーには少し早く退社して、
家族と⼀緒に美術館・博物館を巡り、ホ
ンモノを観る眼を養う。

趣味である演劇鑑賞や、観劇後に外⾷
を楽しむなど、⼼⾝ともに豊かになるよう
な時間を過ごしたいと思います。

⽉末⾦曜⽇は早く帰宅し、趣味の料理
をいつもより少し華やかに。家族との豊か
な時間を過ごしたいと思います。

プレミアムフライデー実施⽇は、半⽇休暇
取得や定時退社の推奨を⾏い、豊かな
時間の創出を⽀援しています。

「ブラッシュアップデー休暇」運営として、
⽉１回の休暇取得を活⽤し、⾃⾝の成
⻑や⽣活の充実に繋げる活動を推奨し
ております。

毎⽉最終⾦曜⽇に定時退社を推奨し
ています。プライベートの充実により、仕
事の質・⽣産性の向上を図っていきます。

⾚松 憲 ⽇本百貨店協会 会⻑
百貨店のデパ地下巡り。美味しい⾷べ
物と旨いお酒の探検をし、発⾒した絶品
で仲間達とホームパーティーを開く。
会員百貨店に企画ヒントを提供するため
毎⽉好事例の情報交流を図っています。
また、７⽉にはアパレル業界と共同で
「Premium Summer Bazzar」を全
国展開する予定です。

冨⽥ 哲郎 東⽇本旅客鉄道株式会社 取締役会⻑

平岡 昭良 ⽇本ユニシス株式会社
代表取締役社⻑ CEO・CHO

⽥川 博⼰ ⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会 会⻑
郊外に⾜を伸ばし、緑の中でゆっくり本を
読んだり、森林浴を楽しんだりして、リフ
レッシュしたいと思います。

プレミアムエブリディ︕で仕事・私⽣活とも
に充実させ、⾃分⾃⾝の多様性を⾼め
ています。

各社の事情にあわせて仕事を早く切り上
げ、リフレッシュする「マイプレミアムフライ
デー」を旅⾏業界が応援します。

⽉末⾦曜に限定せず、フレックスタイムを
利⽤したメリハリをつけた働き⽅を推奨し
ています。

澤⽥ 貴司 株式会社ファミリーマート 代表取締役社⻑

辻田

泰徳 芙蓉総合リース株式会社 代表取締役社⻑

⽉末の⾦曜は少し早く会社を出て、エキ
ナカや駅ビルのお店でショッピング。プレゼ
ントを買って家族サービスをより充実させ
ます。

⾃ら積極的に体感して、お客様にとって
もファミリーマートにとっても素敵なプレミア
ムフライデーの在り⽅を考えたい。

毎⽉１回15時台の新幹線に乗って、
⾦曜・⼟曜の⼩旅⾏を楽しんでいます。

フレックスタイム制を活⽤しての早めの退
社を奨励しています。お客さまにはお得に
ポイントが貯まるキャンペーンも実施中。

お客様にプレミアムフライデーを楽しんでい
ただけるよう、お得なセールを実施してお
待ちしております︕

毎⽉１回好きな⾦曜⽇を選択して15
時に早帰りしています。専⽤プレートを
PCに付け社員間で互いに早帰りをサ
ポートしています。

秋⽥ 正紀 株式会社松屋 代表取締役社⻑執⾏役員

柄澤 康喜

河合 克也 ⽔上印刷株式会社 代表取締役社⻑

久保 健 三井住友カード株式会社 取締役会⻑

いつもより多くの友⼈達に声を掛けて、皆
で楽しく賑やかなひと時を過ごしたいと思
います。

仲のいい会社なので、みんなで⼀緒にビ
アフェス、ワインフェス、⽇本酒フェスで乾
杯‼

早帰りし、お店のイベントや⼈々の楽しげ
な表情に触れていくと、後の⼈⽣の思い
出となる衝動買いも期待出来ます。

レストランフロアにて当⽇限定メニューのご
提供や、和洋酒売場での試飲会の開
催などを⾏っております。

いつもより早く街へ出て、新しいモノ・コト
を体験するように社員に呼びかけます。

事前エントリーして買物をすると、ポイント
が⼤幅アップする「ココイコ︕」サービスを
加盟店様と共同で展開中です。

三井住友海上⽕災保険株式会社
取締役会⻑

國部 毅 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執⾏役社⻑

⾦曜⽇に限らず早めの帰宅で妻と⾷事
に。⽬標は⽉に２⽇間、平⽇にしか⾏け
ないＢ級中⼼のグルメ店を楽しみます。

妻と⼀緒にクラシックコンサート等を楽しん
で、普段とは少し異なる週末を過ごして
気分をリフレッシュします。

⾃⼰研さんや健康増進のため、早帰りや
有給休暇取得を推進します。また、テレ
ワーク活⽤も進めていきます。

三井住友銀⾏では、毎⽉第⼆⾦曜⽇
をSMBCプレミアムフライデーとし、定時
前退⾏も含めた早帰りを推奨しています。

斎藤 貢 株式会社⽔⼾京成百貨店 代表取締役社⻑

⽵⽥ 浩⼀ ムーンムーン株式会社 代表取締役

過去にとらわれない柔軟な発想からの新
たな取り組みと実⾏により、集客増と新
規顧客獲得に努めてまいります。

通常では体験できない⾮⽇常を体験する場とし
てプレミアムフライデーに参加しています。最近は
⼤学⽣へ向けて起業についての勉強会を開催
しており、⾃⾝の学びにも繋がっています。

⾳楽イベントや季節のマルシェ等を全館
にて展開し、地元の隠れた銘店の発⾒
など、時間消費を楽しむ空間をご提供
致します。

第1回⽬から継続してプレミアムフライデーを開
催しています。導⼊には苦労する部分もあります
が、スタッフ間のコミュニケーションアップや準備な
どで得られる事がたくさんあります。⾃分達が楽
しむ事はもちろんですが、社会貢献活動をしな
がら楽しむというスタイルに変化してきています。

井⼿ 直⾏ 株式会社ヤッホーブルーイング 代表取締役社⻑

杉江 俊彦 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
代表取締役社⻑執⾏役員
皆さまにお買物を楽しんで頂くことこそ私
のプレミアムフライデー。従業員と共に、
皆さまのご来店をお待ちしております。
初開催ミッドサマーバザール、⼤抽選会、
夏休みイベントなど、ご家族で夏を楽しん
でいただける企画満載です。

櫻⽥ 厚 株式会社モスフードサービス 代表取締役会⻑
プレミアムの先にはハピネスがあるよう、私
も応援致します。
7⽉のプレミアムフライデーより、モスバー
ガー全店で「⾦曜⽇限定バーガー」を販
売します。

⽐嘉 正輝 株式会社リウボウインダストリー 代表取締役社⻑ 秋本 英樹 株式会社リンガーハット 代表取締役社⻑

夏のいい季節なので早く帰るだけではもっ
たいない︕この⽇は休んでビールを飲み
ながら⼤好きな釣りをします︕

⽇課のウォーキングを毎週⾦曜⽇は、少
し早めに帰宅し開始することで、街並み
や季節の変化を感じて楽しみます。

プレミアムフライデーには話題になっている
レストランを家族サービスとして訪れ、外
のサービスに触れています。

ビール屋の繁忙期に全員⼀緒に早く帰
るのは⼤変なので、この週は好きな⽇に
早く帰ったり休んだりしてね︕とします︕

社内でノー残業デーの推進、有給休暇
取得促進に取り組みます。お客様へお
買い得・キャンペーン情報を積極的にPR
します。

2017年4⽉28⽇よりプレミアムフライ
デーを含む毎⽉⾦⼟⽇の3⽇間はお得
なセットを継続販売しております。

斎藤 敏⼀ 株式会社ルネサンス 代表取締役会⻑
⽉末⾦曜は、社員達と⼀緒に、暗闇
ワークアウトなど新しい運動プログラムを
体験。早めに帰宅し家内と⾷事や買い
物を楽しんでいます。
⽉末⾦曜を含む⼀週間をプレミアムフラ
イデーウィークとし、社員の健康づくりや、
企業の社員の⽅々にフィットネスクラブの
体験利⽤等を提供しています。

⻄銘 恒三郎 経済産業副⼤⾂
7⽉のプレミアムフライデーは、沖縄で久し
ぶりに家族そろって⼣⾷を楽しみます。

⼤串 正樹 経済産業⼤⾂政務官
７⽉のプレミアムフライデーは、前から⾒
たいと思っていた映画をまとめて鑑賞する
時間に使いたいと思います。

菊地 唯夫 ロイヤルホールディングス株式会社
代表取締役会⻑(兼)CEO

⽵増 定信 株式会社ローソン 代表取締役社⻑
プレミアムフライデーを個⼈的にも⼤いに
活⽤し、新たな⾃分発⾒をして⾏きます。

プレミアムフライデーを特別な⽇として、普
段できないことにあえてチャレンジします。
第⼀歩は普段できないこと探しです。

お客様に更に喜んでいただけるように、プ
レミアムな価値ある商品を提供して⾏き
ます。

ホスピタリティ企業として、すべての事業・
業態でしっかりとおもてなしをさせていただ
きます。

武藤 容治 経済産業副⼤⾂
7⽉は娘の誕⽣⽇だったり、孫の誕⽣⽇
も重なっているので、地元に戻る前にファ
ミリーでお祝い会です。

平⽊ ⼤作 経済産業⼤⾂政務官
待ちに待ったプレミアムフライデー︕7⽉は
「建築の⽇本展」に⾏き、⽇本建築の魅
⼒を堪能します。

お名前 社名・肩書
７⽉のプレミアムフライデーに個⼈として
取り組む内容

顔写真

プレミアムフライデーに社・団体として取り
組む内容

