7 ⽉のプレミアムフライデーは

「プレミアム夏祭り」
夏の⽉末の週末は、
パッと明るくちょっと豊かに
7 ⽉のプレミアムフライデーは 27 ⽇⾦曜⽇です。
この⽇、⽇本の夏を象徴するようなイベント等が各地で開催されます。
そう、7 ⽉最終週の週末といえば、⽇本の夏祭りのピークなんですよね！
そしてそんな⽇にふさわしく、百貨店をはじめとする商業施設も熱くなります。
去年までとは違う「お買い得」や「イベント」で⽇本全国お祭り騒ぎです！

【百貨店『プレミアム サマー バザール』】
日本百貨店協会（会長：赤松 憲 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役会長）に加盟する各百貨店では、今月の
プレミアム フライデー（7 月 27 日）に合せて、『プレミアム サマー バザール』を展開いたします。

■ クリアランスセールをコア企画に各種イベントを実施
各百貨店では、例年、夏のクリアランスセールが収束する 7 月中旬以後、ファッションアイテムについ
ては、店頭の夏物在庫が品薄になり、併せて秋物中心の展開に移行するため、実際の気候と店頭に並ぶ商
材の季節感が合わずに、販売しにくい状況が続いておりました。
そこで本年は、商機拡大に向けて、7 月の盛夏商材の展開を強化しながらも、7 月末には、政府が推奨
する「プレミアムフライデー」を活用し、クリアランスセールの開催をコア企画に各種イベントを実施す
ることといたしました。

■ 企画の位置付けと各百貨店の展開
本企画は、当協会からの呼び掛けに応じて、協会加盟の各百貨店が実施するものであり、各百
貨店が、クリアランスセールの規模や期間を主体的に設定しながら、独自の集客催事を開催するなど工夫
を凝らした取り組みがございます。
またファッションアイテムについては、一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会（理事長：北
畑 稔 ㈱レナウン 代表取締役社長）加盟のアパレル各社が、店頭展開をバックアップいたします。
なお、当協会では、『プレミアム サマー バザール』という名称を推奨しておりますが、独自の
名称で展開する百貨店もございます。

■『プレミアム サマー バザール』オープニングイベント
本企画の趣旨を広く周知するため、以下のオープニングイベントを開催いたします。
【オープニングイベント】
●主 催：日本百貨店協会
●協 力：プレミアムフライデー推進協議会、
（一社）日本アパレル・ファッション産業協会
●日 時：平成 30 年 7 月 27 日（金）１６時～
●会 場：伊勢丹 新宿店 屋上特設会場
※なお、7 月 26 日（木）16 時～16 時 30 分に、
上野恩賜公園噴水広場前特設会場にて開催中の
「東京江戸ウィーク」内イベントとして「7 月の
プレミアムフライデーオープニングセレモニー」
が行われます。
経済産業省、日本百貨店協会関係者に加え、昨年
の「ゆかたクイーン」や「訪日外国人ゲスト」を
迎え、華やかにオープニングステージを彩ります。

【⽇本最⼤級の⽇本⽂化お祭りイベント「東京江⼾ウィーク」】

和装の⽼若男⼥が江⼾情緒を愉しむ「東京江⼾ウィーク」

上野公園では和装を楽しみながら、⽇本の伝統⼯芸をはじめとする⽇本⽂化を観て、触って、
学び、参加できる体感型イベントとして「東京江⼾ウィーク 2018」を開催します。

今年で３回⽬を迎える本イベントは、和装を推奨し、盆踊りあり、縁⽇あり、江⼾のファー
ストフードありと、お⼦様から外国⼈観光客まで、幅広い層の⽅々が１⽇中楽しむことので
きる、ジャパンカルチャー＆エンタテインメントプレイスです。
本年も多くの⽅が和装（浴⾐や着物）で上野公園を訪れ、江⼾の空気を感じ、町⺠⽂化の雰
囲気を味わいつくせるよう、様々なコンテンツをご提供いたします。
また、プレミアムフライデー前⽇の 7 ⽉ 26 ⽇（⽊）には、
櫓のまわりを練り歩く「花魁道中（おいらんどうちゅう）
」
に続いて、16 時から櫓ステージにおいて、「プレミアム夏
祭りオープニングセレモニー」が⾏われます。
27 ⽇（⾦）実施施策「プレミアムサマーバザール」の⽇本
百貨店協会と「フライデーナイト J.LEAGUE」の J.リーグ
の代表者が登壇し、プレミアムフライデーを盛り上げます。
《その他の⾒どころ》

豪華絢爛の花魁道中は必⾒

１）⽇本映画の野外上映と江⼾町⺠⽂化のひとつ「寄席」を公開収録
東京江⼾ウィークでは、昔の雰囲気を再現すべく、映画会社「⽇活」の協⼒を得て、映画と
寄席のコラボレーションイベントを野外で実施します。
２）第 2 回『ミス江⼾ NADESHIKO コンテスト』の実施
〝和装週間〟を提唱する東京江⼾ウィークは「上野観光連盟」と共催し、⾃分らしく和装を
着こなし、もっとも美しく輝いている⼥性を「江⼾ NADESHIKO」として表彰します。
３）浴⾐で盛り上がる『江⼾ BON DANCE 2018 in 上野公園』の実施
４）飲んだり、⾷べたり「江⼾ビアパーク・⻨酒庭園」
５）触れたり、買ったり「江⼾お買い物横丁」＆「縁⽇」
６）観たり、参加したり「やぐらステージ」＆「畳パフォーマンスステージ」
⽇程：2018 年 7 ⽉ 26 ⽇（⽊）〜7 ⽉ 29 ⽇（⽇）
会場：上野恩賜公園噴⽔前広場
時間：10:00〜21:00
※「お買い物横丁」毎⽇ 19:00 まで／最終⽇ 19:00 全体閉会予定
オフィシャルサイト： https://edoweek.com/

【これだけある！7 ⽉ 27 ⽇（⾦）開催 全国の夏祭り】
2018 年 7 ⽉のプレミアムフライデーのテーマは「プレミアム夏祭り」。
プレフラ当⽇（7 ⽉ 27 ⽇）には、⽇本全国で以下の夏祭りが開催されます。（抜粋）
《北海道・東北》
「第 65 回さっぽろ夏まつり」
12 時〜21 時
⼤通公園に国内最⼤級のビアガーデンが登場します。札幌の夏の⾵物詩として、約 13,000 席が⽤意され、
緑に囲まれたさわやかな夏空の下、おいしいビールと料理で楽しいひとときが過ごせます。
北海道 札幌市中央区 ⼤通公園
「第 72 回あばしりオホーツク夏まつり 流氷踊り」
18 時 30 分〜19 時 30 分
網⾛が最⾼潮を迎える 4 ⽇間となる「あばしりオホーツク夏まつり」の中のイベント。網⾛出⾝の演歌歌
⼿「⾛ 裕介」の⽣歌「流氷おどり」で 1,000 ⼈もの踊り⼿が踊ります。
北海道 網⾛市 流氷街道網⾛
「第 34 回 くしろ霧フェスティバル」
12 時〜21 時 30 分
釧路の象徴である「海霧」を楽しむイベント。釧路の夜空を彩るショーは、霧とレーザービームとサウン
ドが織り成す幻想的な空間を楽しむことができます。ステージイベント、海炉市場なども登場します。
北海道 釧路市 釧路市幸町緑地
「第 72 回 むろらん港まつり」
16 時〜22 時
盛⼤に開催される室蘭最⼤のお祭りです。会場はたくさんの市⺠で賑わう、まちが⼀番熱くなる週末 3 ⽇
間です。27 ⽇（⾦）は夏の夜空を美しく彩る納涼花⽕⼤会が⾏われます。
北海道 室蘭市 ⼊江臨海公園横特設会場
第 52 回 おたる潮まつり
15 時〜22 時
夏の⼩樽がさらに熱く盛り上がる週末 3 ⽇間の初⽇です。花⽕⼤会や各種ステージが「おたる潮まつり」
のオープニングを華やかに彩ります。
北海道 ⼩樽市 ⼩樽港第 3 号ふ頭基部及び市内中⼼部

第 36 回 しれとこ斜⾥ねぷた
19 時〜21 時
巨⼤ねぷたが練り歩く、北海道 3 ⼤あんどん祭りの 1 つに数えられる夏祭り。笛や太⿎の⾳に導かれ、⼤
⼩ 15 基余りの扇ねぷたが勇壮に練り歩きます。⽇中はしれとこ夏祭りも同時開催されます。
北海道 斜⾥郡斜⾥町 斜⾥町役場〜町内⽬抜き通り
るもい呑涛まつり
17 時〜21 時
留萌市最⼤の夏祭り。屋台やステージアトラクションで祭りを盛り上げ、同⽇の花⽕でフィナーレ。
北海道 留萌市 船場公園

《関東》
MIDTOWN LOVES SUMMER | 光と霧のデジタルアート庭園
17 時〜23 時
⽇本の夏の涼を体感するデジタルアート空間が、東京ミッドタウンに登場します。芝⽣広場に出現した広
⼤な庭園と縁側に花⽕をイメージした⾊とりどりの光が放たれます。
東京都 港区 東京ミッドタウン内
第 47 回神楽坂まつり
19 時〜21 時
前⽇までのほおずき市に続き、27 ⽇（⾦）に⾏われるのが「阿波踊り⼤会」です。午後 7 時、威勢の良い
お囃⼦が鳴り響くとスタート！

地元有志による神楽坂かぐら連、周辺企業などが次々と繰り出します。

東京都 新宿区 神楽坂通りほか
第 23 回新橋こいち祭
12 時〜21 時
23 回⽬を迎える新橋最⼤の祭りで、盆通りやゆかた美⼈コンテストをはじめ、各会場では地元商店や物産
など様々な店舗が出店します。昔ながらの⾦⿂すくいや輪投げ、ベーゴマなども楽しめます。
東京都 港区 新橋駅周辺
A-hoj! 新宿
13 時〜20 時
新宿駅前を舞台に、世界の⼈形劇・⾳楽・表現が集まる新しい芸術祭。⼈形劇の本場チェコから、テント
⼩屋ごと⼈形劇団が来⽇するほか、様々なジャンルのアーティストが出演、体験型プログラムもあります。
東京都

新宿⾼島屋 1 階 JR ⼝特設会場

東京丸の内盆踊り 2018
18 時〜21 時
⾼さ約 5 メートルの「祭やぐら」を、⾏幸通りに設置し、
「丸の内⾳頭」をはじめ、代表的な盆踊りを実施
するほか、会場では丸の内エリアの⼈気店舗による屋台も登場。定番メニューがワンコインで楽しめます。
東京都 千代⽥区 ⾏幸通り
⼭あげ祭
9 時 30 分〜21 時
全国でも類を⾒ない賢覧豪華な野外劇「⼭あげ祭」は 450 年以上の伝統を誇ります、「烏⼭和紙」に⼭⽔
を描いた⾼さ 10m の「はりか⼭」を路にあげ、奥⾏き約 100m にも及ぶ⼤きな舞台装置を設置します
栃⽊県 那須烏⼭市 那須烏⼭市内（旧烏⼭町市街地）
第 64 回 茂原七⼣まつり
15 時〜21 時
華やかな七⼣飾りが⾵になびく茂原市最⼤のイベント。27 ⽇（⾦）はもばら阿波踊りの前夜祭など開催。
千葉県 茂原市 茂原駅周辺ほか 商店街各所
⼤潮まつり
6 時〜18 時頃
⼤潮まつりは⼤漁を祈願して漁業関係者が神輿を担ぎ⼤漁・海上安全を祈願するまつり。神輿は、6 時 30
分頃を出発し市内を練り歩くが、⾒物は 16 時前後の第 2 市場での勇壮な練り上げが最⾼。
千葉県 銚⼦市 川⼝神社ほか

《中部》
第 50 回豊⽥おいでんまつり 前夜祭
18 時〜20 時
豊⽥市最⼤級のイベントとして、今年で 50 周年を迎えるおいでんまつり。翌⽇のファイナルを控えて
前夜祭でも、おいでん踊り・地域の夏まつりで親しまれている⾳頭などで盛り上がります。
愛知県 豊⽥市 喜多町２〜３丁⽬交差点の間
第 63 回おりもの感謝祭

⼀宮七⼣まつり

10 時〜21 時
市内⼀円に飾り付けられた七⼣飾りの数は圧巻。伝統的な七⼣吹き流し飾りや独⾃の飾りもあり、⾒どこ
ろ満載！ 様々なイベントや盆踊り、ミス七⼣･ミス織物特別撮影会なども⾏われます。
愛知県 ⼀宮市 ⼀宮市本町商店街を中⼼に市内⼀円

第 63 回円頓寺七⼣まつり
10 時頃〜21 時頃
円頓寺商店街のアーケードに、様々なキャラクターの“はりぼて”が多数吊るされる七⼣まつり。猿のパフ
ォーマンスや⼤道芸、阿波踊り、消防⾳楽隊によるパレードなど毎⽇多彩なイベントが繰り広げられます。
愛知県 名古屋市⻄区 円頓寺商店街・円頓寺本町商店街
第 43 回 上越まつり
9 時 30 分〜19 時頃
上越の夏を彩る祇園祭。27 ⽇（⾦）直江津で 19 の屋台が町内を巡⾏します。
新潟県 上越市 ⾼⽥地区、直江津地区

吉⽥まつり
終⽇
地元⺠をはじめ⼤勢の参加者が踊る⺠謡流しや 15 基の⼭⾞が夜の街を練り歩く⼭⾞巡⾏などを⾏います。
その他、和太⿎演奏やヒップホップダンス披露などのステージイベントも開催。
新潟県 燕市 燕市吉⽥駅前他
内川⼗楽の市・夏の夜の彩り
19 時〜21 時
約 1km にわたり川沿いに並ぶ万灯と、川⾯に映るイルミネーションが夜の内川べりを幻想的な散歩道に。
イベントも盛りだくさん、屋台の出店もあります。
富⼭県 射⽔市 新湊内川⼀円（放⽣津橋〜⻄橋）
福光ねつおくり七⼣祭り
17 時 30 分〜22 時
⼤⼈は太⿎を打ち鳴らし、⼦供は「ねつおくるばーい」と囃しながら、地区内を⼀巡する 300 年続く祭り
です。七⼣飾り、⼤太⿎のねり打ちや⺠謡街流し、20:00 からは 800 発の花⽕と盛りだくさんです。
富⼭県 南砺市 福光市街地⼀円

《関⻄》
貴船神社 七⼣笹飾りライトアップ
⼣暮れ〜20 時
本宮境内にライトアップされた笹飾りが登場。⼣暮れは笹飾りが照らされて幻想的な雰囲気が楽しめます。
京都府 京都市左京区 貴船神社

《中国》
⼭⼝祇園祭
18 時〜22 時
室町時代に京都より伝わった⼋坂神社の祭礼で、600 年続く⻄の京⼭⼝の伝統祭礼。最終⽇の 27 ⽇
(⾦)19:30 からの「御還幸」では、おんな神輿も登場し⼋坂神社まで巡⾏します。
⼭⼝県 ⼭⼝市 ⼋坂神社
⻲⽯まつり
19 時〜22 時
⼤潮の⽇に⻲⽯宮を中⼼に⾏われるお祭りで、和太⿎の演奏や祭典、児童額あんどんの奉納が⾏われるほ
か、提灯を飾り付けたシャギリ船が、対岸からの花⽕をバックに⽔⾨湾内を巡⾏する渡御も⾏われます。
岡⼭県 岡⼭市東区 ⽔⾨町⻲⽯宮
住吉祭
終⽇
広島三⼤祭の 1 つで“すみよしさん”の愛称で親しまれており、拝殿前の巨⼤な茅の輪をくぐると災厄から
逃れられるという伝えから多くの⼈で賑わいます。⼈形流しや打ち上げ花⽕も催され露店も多数並びます。
広島県 広島市中区 住吉神社

《四国》
SETOUCHI SUMMER NIGHT FESTIVAL 2018
18 時〜20 時 30 分
瀬⼾内海を臨むウォーターフロントの特性を⽣かし、アート⾊豊かなイベントを実施。オーストラリアの
アートパフォーマンスカンパニー「Strange Fruit」による、地上 5m の⾼さで繰り広げられる壮⼤な空中
パフォーマンス『Dancing

in the Sky』、演奏やパフォーマンスなどが楽しめます。

⾹川県 ⾼松市 サンポート⾼松
⼤川上美良布神社夏祭り
13 時〜21 時
⾹美市三⼤祭りの⼀つで、先陣を切って開催される夏祭り。
「川上様夏祭り」とも呼ばれ、地域の⼈たちに
親しまれています。たくさんの露店が⽴ち並び、お祭り気分を味わえるほか、相撲⼤会やウナギのつかみ
取りなど、⼤⼈から⼦どもまで⼤興奮のイベント盛りだくさん。
⾼知県 ⾹美市 ⼤川上美良布神社

《九州・沖縄》
今井祇園祭
終⽇
今井の祇園さまと呼ばれ親しまれている今井津須佐神社で毎年⾏われる「今井祇園祭」。五七五の⻑句と七
七の短句を複数の⼈で詠み連ねる「連歌奉納」を室町時代から受け継ぎ、福岡県指定無形⺠俗⽂化財に指
定されています。中でも、⾼さ約 15 メートルの巨⼤な⼭⾞曳きは圧巻。
福岡県 ⾏橋市 今井津須佐神社
中津祇園
10 時頃〜21 時頃
勇壮！華麗！！上祇園・下祇園合わせて 13 台の祇園⾞と、闇無浜神社・中津神社の御神輿が城下町をまわ
り、辻々では祇園⾞の上で踊り等が披露される。県指定無形⺠俗⽂化財で、その賑やかさから⼤分県三⼤
祇園祭とも称されている。
⼤分県 中津市 闇無浜神社、中津神社、福沢通り周辺
宇佐夏越祭り
16 時から
神輿発祥の地、宇佐で 3 ⽇間にわたり盛⼤に⾏われる夏越祭り。27 ⽇（⾦）「お下り」では、道⾏き囃⼦
や時代⾏列が先導、3 基の神輿が境内を威勢よく練り歩く。また、数多くの露店も軒を連ね、会場は⼤い
に賑わいを⾒せる。
⼤分県 宇佐市 宇佐神宮
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