９月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2018年9月27日
プレミアムフライデー推進協議会
この度の災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されまし
た皆さまには心よりお見舞いを申し上げます。
明日28日（金）は、プレミアムフライデーです。
今月も、プレミアムフライデー推進協議会に寄せられた情報を中心に、各地において実施される「プレミア
ムフライデー」の取組をご紹介いたします。

【９月の取組事例】
キャンペーン（小売）
大丸札幌店（北海道） さくら野百貨店弘前店（青森県） うすい百貨店（福島県）
水戸京成百貨店（茨城県） 伊勢丹新宿店（東京都）

新宿タカシマヤ東京都）

小田急百貨店新宿店（東京都） 銀座三越（東京都） 日本橋三越本店（東京都）
西武池袋本店（東京都）

東武百貨店池袋店（東京都） 横浜タカシマヤ（神奈川県）

柏髙島屋ステーションモール（千葉県）

名古屋栄三越（愛知県） 松坂屋名古屋店（愛知県）

ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県）

松菱（三重県） 近鉄百貨店上本町店（大阪府）

そごう広島店（広島県） 山形屋（鹿児島県） 日本百貨店協会（全国） ヒロロ（青森県）
アプリーズ（青森県） イオンモール盛岡（岩手県）

秋田オーパ（秋田県）

エスパル 仙台/福島/郡山/山形（宮城県/福島県/山形県）
アトレ目黒（東京都）

池袋パルコ（東京都）

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ（千葉県） 横浜ワールドポーターズ（神奈川県）

モザイクモール港北（神奈川県） マークイズみなとみらい（神奈川県）
青葉台東急スクエア（神奈川県） 藤沢オーパ（神奈川県） 本厚木ミロード（神奈川県）
ベイドリーム清水（静岡県） 静岡東急スクエア（静岡県） セレオ甲府（山梨県）
レイクウォーク岡谷（長野県）

軽井沢・プリンスショッピングプラザ（長野県）

ファボーレ（富山県） 北大路ビブレ（京都府） クリスタ長堀（大阪府） エミフルMASAKI（愛媛県）
リバーウォーク北九州（福岡県） 木の葉モール橋本（福岡県）
マルエツ（東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/栃木県/茨城県）
横浜ディスプレイミュージアム（全国）

ONWARD（全国） ＤʻＵＲＢＡＮ（全国）

ＤʻＵＲＢＡＮ ＫＩＴＴＥ 丸の内店（東京都）

キャスティング（全国）

メガネドラッグ（東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県）
シュープラザ／東京靴流通センター（全国）

BOOKOFF（東京都/神奈川県）

パソコン工房（通販）

【９月の取組事例】
キャンペーン（飲食）
不二家レストラン（全国）

串カツ田中（全国） ココス（全国） すたみな太郎（全国）
サーティワンアイスクリーム（全国）

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）

デニーズ（全国）

那須珈琲 Ｃａｆｅ Ｌａ Ｄｅｔｅｎｔｅ（だっぱら駅前マルシェ実行委員会）（栃木県）
ビールマルシェ（横芝光町商工会） （千葉県）

（一社）塩尻市観光協会 （長野県）

love local MARKET （まちづくり藤枝） （静岡県）

嶋原商店街 （京都府）

地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）
九州ビアフェスティバル熊本実行委員会 （熊本県）

フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）

バード プルーム野崎 （大阪府） JR東日本東北総合サービス（株） 仙台支店（宮城県/山形県/福島県）

キャンペーン（サービス）
吉本興業/よしもとクリエイティブ・エージェンシー（全国）
三井住友VISAカード ココイコ！（全国）
ＴＯＨＯ ＣＩＮＥＭＡＳ（全国）

ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国）

オリエントコーポレーション（全国）

サントリービール（全国）

松竹マルチプレックスシアターズ（全国）

バンダイナムコアミューズメント（全国）
SPAT4プレミアムポイント（全国）

セントラルスポーツ（全国）

ローズマリー（全国）

ロッテ葛西ゴルフ（東京都）

東京ドームシティ（東京都）

浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県）

いちの湯水戸店（茨城県）

ネッツトヨタ東名古屋（愛知県）

ボートピア梅田（大阪府）

（公財）名古屋市教育スポーツ協会 富田北プール （愛知県）
ボディメンテナンスサロン「ユーラシィー」（滋賀県）
ＲＳ ＴＡＩＣＨＩ （大阪府/京都府）

阪神ゴルフセンター住之江店（大阪府）

江坂ゴルフセンター（大阪府）

帝国ホテル大阪（大阪府）

その他
アットエス「プレミアムフライデー特設サイト」（静岡県）

静岡市清水区役所（静岡県）

伊丹市と官民協働で作る地域ポータルサイト「いたみん」（兵庫県）
スマートライフプロジェクト（厚生労働省）（東京都）

太田市美術館・図書館（群馬県）

大阪城公園ナイトラン実行委員会（大阪府）
府中市地域公共交通活性化協議会/府中商工会議所 （広島県）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

大丸札幌店 （北海道）
大丸札幌店でプレミアムフライデー
月末金曜は、少し早めに仕事を終えて、ちょっと豊かな週末を楽しみませんか。
ご褒美の時間を使って、家族で少しリッチな時間をレストラン街で過ごしたり、
優雅に音楽を聴きながらお友達と一緒にお気に入りのブランドでお買い物。
大丸札幌店で豊かな時間を楽しんでください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 大丸札幌店 各階
＜URL＞ https://www.daimaru.co.jp/sapporo/premiumfriday/

さくら野百貨店弘前店 （青森県）
プレミアムフライデー
月末の週末は家族の時間。
食料品マツキンのお取り寄せ。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： さくら野百貨店 弘前店
＜URL＞ https://sakurano-dept.jp/dnt2/̲hirosaki//access/files/8/1537865279̲201809puremium.pdf

うすい百貨店 （福島県）
9月のプレミアムフライデー
月末金曜は、ちょっと豊かに。
うすいのプレミアムフライデーをお見逃しなく。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： うすい百貨店
＜URL＞ https://www.usui-dept.co.jp/event/42412/

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

水戸京成百貨店 （茨城県）
プレミアムフライデー 「月末金曜は、ちょっと豊かに。」
月末金曜日は、プレミアムフライデー。
月に１度のこの機会、親しい友人と、会社の同僚と、家族と、
いつもとは違うプレミアムな時間を。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 水戸京成百貨店 各階
＜URL＞ http://www.mitokeisei.co.jp/topics/friday/index.html

伊勢丹新宿店 （東京都）
ISETANプレミアムフライデー
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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 伊勢丹新宿店本館・メンズ館他＝各階
＜URL＞ https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/event̲calendar/premium̲friday/201809.html

新宿タカシマヤ （東京都）
プレミアムフライデー
タカシマヤ
タイムズスクエアで
プレミアムな週末を。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 新宿タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium̲friday/index.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

小田急百貨店新宿店 （東京都）
プレミアムフライデー
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。
毎月プレミアムフライデーにはプレミアムな週末を過ごしませんか？
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 小田急百貨店新宿店 本館＝各売場
＜URL＞ http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/premium̲friday.html

銀座三越 （東京都）
銀座三越全館でプレミアムフライデー企画開催！
月末金曜日から始まる、プレミアムな週末の３日間♪
この機会に銀座三越各階にお立ち寄りください。
期間中、関ジャニ∞そっくりなサラリーマン、プレキン∞が歌う
「プレキン節」のBGMが店内に流れます。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 銀座三越 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza/event̲calendar/premiumfri.html

日本橋三越本店 （東京都）
プレミアムフライデー in 日本橋
期間限定の嬉しい特典体験イベント満載！
あなたのプレミアムな週末を応援します。
9月のプレミアムフライデーは28日(金)。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 日本橋三越本店 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nihombashi/event̲calendar/premium̲friday.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

西武池袋本店 （東京都）
「うれしい」「たのしい」「おいしい」プレミアムフライデーからはじまる3日間
百貨店でプレミアムな週末を。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 西武池袋本店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1273298.html/index.jsp

東武百貨店池袋店 （東京都）
TOBUのプレミアムフライデー
月末の金曜日、東武でプレミアムなひとときを!
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 東武百貨店池袋店 対象売場
＜URL＞ http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/1680

横浜タカシマヤ （神奈川県）
横浜タカシマヤでプレミアムな週末を。
各階、楽しいサービスやプレゼントなど各種メニューをご用意しました。
横浜タカシマヤで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 横浜タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium̲friday/index.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】
柏髙島屋ステーションモール （千葉県）
ステモでプレミアムな週末を。
いつもと違う、豊かな時間を楽しむ日、それがプレミアムフライデー。
柏高島屋ステーションモールで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 柏髙島屋ステーションモール 対象店舗
＜URL＞ https://www.stemo.jp/feature/?id=3264

名古屋栄三越 （愛知県）
名古屋栄三越のプレミアムフライデー
プレミアムフライデー限定のおトクな情報がいっぱいです。
お勤め帰りや休日にぜひ、お立ち寄りください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 名古屋栄三越 各階
＜URL＞ http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/premium/index.html

松坂屋名古屋店 （愛知県）
百貨店でプレミアムな週末を。
月末金曜日は、わたしのプレミアムな時間。
百貨店コスメで自分磨きをしたり、話題のグルメスポットで
お食事を楽しんだり、気になっていたお店でゆっくりとショッピング。
松坂屋名古屋店で豊かな時間を楽しんでみませんか？
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 松坂屋名古屋店 対象売場
＜URL＞ https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/premiumfriday/

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

ジェイアール名古屋タカシマヤ （愛知県）
月末の金曜日は、お楽しみがいっぱい！
各階で開催されるプレゼントやイベントをご紹介！
月末の金曜日は、ジェイアール名古屋タカシマヤで素敵な
ひとときをお過ごしください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： ジェイアール名古屋タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.jr-takashimaya.co.jp/campaign/180925premium/

松菱 （三重県）
プレミアムフライデー
9.28（FRI）は、プレミアムフライデー。
松菱で、特別な時間を過ごしませんか。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 松菱 対象売場
＜URL＞ https://www.tsu-matsubishi.co.jp/topics/entry1.php

近鉄百貨店上本町店 （大阪府）
うえろくスーパープレミアムフライデーセール
ええもん、欲しいもんが、すっごく安い！それが、ほんまのプレミアム！！
お目当ての品には、今すぐＧｏ!!
地下食品売場では、プレミアム食品際、北海道フェアを開催中。
内容の詳細は、以下のURL（デジタルチラシ）をご参照ください。

■日時 ： 2018年9月26日（水）〜9月30日（日）
■場所 ： 近鉄百貨店上本町店 各階
＜URL＞ http://ipqwww.shufoo.net/c/www3/kintetsu/20180926/uehonmachi/index.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

そごう広島店 （広島県）
プレミアムフライデー
月末金曜は、ちょっと豊かな週末をそごう広島店で楽しみませんか。
ちょっとお得なメニューをご用意しています。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： そごう広島店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/page/201809-premiumfriday.html

山形屋 （鹿児島県）
プレミアムフライデー 「月末金曜は、ちょっと豊かに。」
9月28日（金）は、山形屋でプレミアムな週末を。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 山形屋 各階
＜URL＞ https://www.yamakataya.co.jp/kagoshima/news/archives/9

日本百貨店協会 （全国）
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。
各百貨店でイベント情報の詳細は、以下のURL中のイベント情報を
ご参照ください。
＜URL＞ http://www.departinfo.com/premium-friday/

【プレミアムフライデー ９月の事例】
ヒロロ （青森県）
ヒロロ×プレミアムフライデー
9月の ヒロロ×プレミアムフライデーは28日開催！
9月もスペシャルな特典を取り揃えております。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： ヒロロ 対象店舗
＜URL＞ http://www.hiroro.co.jp/hnews̲details.html?id=443

アプリーズ （青森県）
９月のプレミアムフライデー！
今月もやります、プレミアムフライデー！
参加ショップでは、お得な割引やノベルティなど、
さまざまな特典をご用意しております☆
お得に秋物ゲットのチャンス！！
この機会にぜひ、アプリーズでのお買物をお楽しみください！

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： アプリーズ 対象店舗
＜URL＞ https://www.jre-abc.com/wp/appliese/category/topics/

イオンモール盛岡 （岩手県）
★9月28日（金）限定★ BIG FRIDAY
ビッグフライデー 金曜日のみのイベント★
ネイル体験や開運占いなどイオンで涼みながらお楽しみください♪
プレミアムフライデーはイオンモール盛岡で☆彡
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： イオンモール盛岡 対象店舗
＜URL＞ http://morioka-aeonmall.com/special/lists/big̲friday/

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

秋田オーパ （秋田県）
プレミアムフライデー
9/28(金)・29(土)・30(日)3日間開催！
秋田オーパでは金・土・日の3日間、対象ショップにてオトクな特典
をご用意致しております。
今週末は是非、秋田オーパでのお買い物をお楽しみください！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 秋田オーパ 対象店舗
＜URL＞ https://www.opa-club.com/akita/special/322

エスパル 仙台／福島／郡山／山形 （宮城県／福島県／山形県）
月末金曜日はエスパルで過ごそう。
エスパル仙台・福島・郡山・山形では、9月28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。
先着プレゼントや限定のイベントなど、月末金曜日が楽しくなる多
数のイベントをご用意いたします。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： エスパル 仙台／福島／郡山／山形
＜URL＞ http://www.s-pal.jp/wp-content/uploads/2018/09/64714166ffac4a5d414038a0b32067a5.pdf

池袋パルコ （東京都）
月末金曜はお買い物がおトク！【プレミアムフライデー】
月末金曜は早めに仕事を終えてちょっと豊かな週末を楽しみませんか？
プレミアムフライデーはパルコの対象の館内ショップでのお買い物がおトク
になります。
夕方からゆっくりお買い物・お食事をお楽しみください。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 池袋パルコ 対象店舗
＜URL＞ https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=338

【プレミアムフライデー ９月の事例】
アトレ目黒 （東京都）
プレミアムフライデー開催！
アトレ目黒ではプレミアムフライデーキャンペーンを実施致します！
月末金曜はアトレ目黒でお楽しみください！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： アトレ目黒 対象店舗
＜URL＞ https://www.atre.co.jp/store/meguro/news/90179

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ （千葉県）
プレミアムフライデー
本館3F レストランなどの参加店舗で、17時からオトクなメニューや
サービスをご用意！
月末金曜日からの週末限定
各日17時からのプレミアム

■日時 ： 2018年9月28日（金） 17:00〜
■場所 ： 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 対象店舗
＜URL＞ https://www.otakanomori-sc.com/pdf/p̲friday1803.pdf

横浜ワールドポーターズ （神奈川県）
横浜ワールドポーターズのプレミアムフライデー
横浜ワールドポーターズでは、プレミアムフライデー限定イベントや、
9/28（金）〜9/30（日）の3日間限定でお得なサービス特典を実施します。

■日時 ： 2018年9月28日（金）15:00〜21:00
：アプリ新規ダウンロードの方限定プレゼント
2018年9月28日（金）〜9月30日（日）：参加店舗にてサービス特典
■場所 ： 横浜ワールドポーターズ 対象店舗
＜URL＞ https://www.yim.co.jp/images/1809premiumfriday.pdf

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

モザイクモール港北 （神奈川県）
9月28日（金）プレミアムフライデー開催
「モザイクモール港北」 9月28日（金）〜30日（日）まで、
お得なプレミアムフライデー開催。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： モザイクモール港北 対象店舗
＜URL＞
http://www.mosaicmall.jp/mosaicmall/shopnews/fashion/00678412/?catCode=801001&subCode=802001

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月28日(金)はプレミアムフライデー！
マークイズみなとみらいのプレミアムフライデーは各店舗でお得な商品や
メニュー、特典プレゼントをご用意！
月末金曜は、マークイズみなとみらいでプレミアムなひとときを。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： マークイズみなとみらい 対象店舗
＜URL＞ http://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt0100PL.html

青葉台東急スクエア （神奈川県）
プレミアムフライデー（9/28）

〜月末金曜は、ちょっと豊かに〜

2018年9月28日（金）、青葉台東急スクエアの約40店舗でプレミアムフライデ̶
特別企画を実施！
定番アイテムの割引やワンドリンクサービスなど、当日だけの特別プライス・サービスを
ご用意しております！
参加店舗およびサービス詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 青葉台東急スクエア 参加店舗
＜URL＞
http://www.aobadai-square.com/pdf/aobadai/store/storage/cname̲20180725121800.pdf

【プレミアムフライデー ９月の事例】
藤沢オーパ （神奈川県）
毎月末3日間開催！プレミアムフライデー☆
9/28（金）〜9/30（日）の3日間、プレミアムフライデーを開催して
おります。
藤沢オーパでは毎月末の金・土・日の3日間各ショップおトクな特
典をご用意しております。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 藤沢オーパ 対象店舗
＜URL＞ https://www.opa-club.com/fujisawa/special/318

本厚木ミロード （神奈川県）
プレミアムフライデーを楽しもう!! ギフトカードプレゼントキャンペーン
毎月最終金曜日に館内の一部サービス&カルチャー店舗で
5,000円(税込)以上ご利用いただいた当日お買い上げレシートを
お持ちのお客さまに1,000円分のミロードギフトカードをプレゼント!
参加対象店舗は、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 10:00〜20:30
■場所 ： ミロード①1F 案内カウンター
＜URL＞ https://www.odakyu-sc.com/file/premium̲friday2018.pdf

ベイドリーム清水 （静岡県）
プレミアムフライデー
★プレミアムフライデー 各店セール情報★
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜
■場所 ： ベイドリーム清水 対象店舗
＜URL＞ http://www.baydream-shimizu.com/2941.html

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

静岡東急スクエア （静岡県）
９月プレミアムフライデー
月末金曜日は『静岡東急スクエア』でちょっと豊かに。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 静岡東急スクエア 対象店舗
＜URL＞ http://www.shizuoka-square.com/event/detail.php?evid=107

セレオ甲府 （山梨県）
9月28日はプレミアムフライデー♪
月末金曜は、セレオ甲府でちょっと豊かな週末を。
9月28日（金）はプレミアムフライデー！
セレオ甲府では各ショップで素敵なサービスをご用意しております。
サービスを行うショップは店頭のお知らせでご確認ください。
皆様のご来店をお待ちしております♪

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： セレオ甲府 対象店舗
＜URL＞ https://www.celeo.co.jp/news/detail.php?scd=5&nid=1196

レイクウォーク岡谷 （長野県）
プレミアム抽選会
今月のプレミアムフライデーはLINE@友だち会員様限定！
レイクウォーク岡谷のLINE@友だち会員様に、プレミアム抽選会に参加で
きるクーポンをプレゼント！
登録している方もまだの人もお得なチャンスにチャレンジしよう！

■日時 ： 2018年9月28日（金） 16:00〜18:00 ※なくなり次第終了
■場所 ： ２Fライトオン前特設会場
＜URL＞ http://lakewalk-okaya.com/media/mainbanner/pdf/20180921183029̲pqF0bW.pdf

【プレミアムフライデー ９月の事例】
軽井沢・プリンスショッピングプラザ （長野県）
プレミアムフライデーイベント★商品お引換券1,000円分プレゼント！
当日お買いあげレシート合計30,000円分をご提示いただいた先着30名
さまに、軽井沢・プリンスショッピングプラザ商品お引換券1,000円分をプ
レゼントいたします！

■日時 ： 2018年9月28日（金） 17:00〜 ※なくなり次第終了となります。
■場所 ： センターモール インフォメーション
＜URL＞ http://www.karuizawa-psp.jp/eventnews/index/#74

ファボーレ （富山県）
ファボーレ専門店 プレミアムフライデー
9/28 日（金）プレミアムフライデー開催！
＜レストラン・食品専門店＞では、特別割引、サービスなどをご用意！
<ファボーレの湯>では、ジェット風呂にてラ・フランスジャムの香り湯 実施！
<TOHOシネマズ>では、商品券500円プレゼント企画
ファボーレでゆったりとしたひと時をお楽しみください♪
さらに、9月28日(金)、9月29日(土)、30日(日)の３日間！
ファボーレ専門店 プレミアムガラポン抽選会も開催！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： ファボーレ専門店
＜URL＞ http://www.favore.jp/special/?id=19

北大路ビブレ （京都府）
プレミアムフライデー
毎月、月末の金曜日はプレミアムフライデー
各ショップにてプレミアムフライデー限定のオトクな特典がございます！
是非、ご利用下さい。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 北大路ビブレ 対象店舗
＜URL＞ https://www.vivre-shop.jp/kitaoji/news-event/contents/394

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

クリスタ長堀 （大阪府）
クリスタ長堀のプレミアムフライデー
クリスタ長堀のプレミアムフライデーは、
『大阪産食材などを使った当日限りの限定メニュー』、
『月に一度の自分磨き』、『30分プレミアム体験企画』、
『PREMIUM BAR』、『PREMIUM MARCHE』 の５本柱。
今月のプレミアムフライデーは、9月28日（金）。
クリスタ長堀で一日限りのプレミアムな時間を、ぜひお楽しみください。
イベント内容や限定メニュー・サービスの詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： クリスタ長堀 対象店舗
＜URL＞ https://www.crystaweb.jp/event/pf/

エミフルMASAKI （愛媛県）
プレミアムフライデーをエミフルで
少し早めに仕事を終えて、いつもより長い金曜日を楽しむ。
やってみたかったことを体験したり、欲しかったものを探しに行ったり。
夕方からゆっくり家族と食事もいい。
ちょっと豊かな週末をエミフルMASAKIで楽しみませんか？

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： エミフルMASAKI 対象店舗
＜URL＞ https://emifull.jp/other/premium-friday/

リバーウォーク北九州 （福岡県）
毎月最終金曜日は、プレミアムフライデー!!
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！
貯まったポイントは、500ポイントごとに500円のお買物券と交換できます。
リバーウォークでお得に楽しい週末を★

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月31日（日）
■場所 ： リバーウォーク北九州 対象店舗
＜URL＞ https://riverwalk.co.jp/event/premium-friday-0920/

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

木の葉モール橋本 （福岡県）
木の葉モール橋本で楽しもう!! プレミアムフライデー!
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参加各店舗にて実施。
詳しくは、下記の各ショップ情報や一覧ポスターをご覧ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 木の葉モール橋本 対象店舗
＜URL＞ http://konohamall.com/sale/lists/premiumFriday201808̲201903

マルエツ （東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/栃木県/茨城県）
マルエツのプレミアムフライ！
マルエツは南関東を中心に295店舗を展開するスーパーマーケットです。
マルエツの各店では、「プレミアムフライ」キャンペーンを実施します。
９月のプレミアムフライデーには、マルエツの「プレミアムフライ」で家族や
友人との楽しいひとときをお過ごしください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： マルエツ 各店 お惣菜コーナー （213店舗で展開予定）
■プレミアムフライ 予定アイテム ：
広島県産大粒かきフライ、チキンチーズ大葉巻きカツ、
うま塩鶏竜田揚げ、大穴子天 ほか
＜URL＞ https://www.maruetsu.co.jp/

横浜ディスプレイミュージアム （全国）
ご来店限定 月末金曜日の特別企画。
横浜ディスプレイミュージアムオリジナル クリスマス商品 （※ポピー品番
Ｃで始まる商品が対象となります。） 上代10％ＯＦＦ、そこから更に会員
価格に！

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 横浜ディスプレイミュージアム 各店
＜URL＞ http://www.displaymuseum.co.jp/news/10223.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

ONWARD（全国）
ONWARD MEMBERS Point2倍キャンペーン
キャンペーン期間中、オンワードメンバーズ対象ショップにて
定価商品をお買い上げのお客様は、ステージに応じてポイント
の還元率が【通常の2倍】になります。
また、イベント公演 ペア鑑賞チケットプレゼントキャンペーンも
実施します。詳細は以下のホームページをご参照ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ：全国のオンワードメンバーズ対象ショップ
※一部対象外ショップがございます。
＜URL＞ https://www.onward.co.jp/premium̲friday/shop/

DʼURBAN （全国）
Premium Friday Campaign
9月28日（金）〜9月30日（日）の期間中、対象のダーバンショップでお買い上げ
のお客様にアプリで使用できるポイントをプレゼント！シリアルコードが記載された
カードをお渡ししますので、ダーバンアプリにてシリアルコードを入力し、ご応募いた
だくことで100ポイントをプレゼントします。さらに！キャンペーン終了後に抽選で5
名様に5000ポイントをプレゼントします。
注意事項、実施店舗など詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 対象のダーバンショップ
＜URL＞ http://www.durban.jp/news/info/001988/

DʼURBAN KITTE 丸の内店 （東京都）
【ダーバン KITTE 丸の内店 PREMIUM FRIDAY 企画】 Reform Fair
大切な洋服や、思い出のある洋服がタンスに眠っていませんか？
9月28日（金）、 9月29日（土）、両日13:00 〜 20:00にて、
ダーバンKITTE 丸の内店で、Reform Fairを開催いたします。
是非、この機会にご来店いただき、「大切な洋服・思い出のある洋服」を
再び蘇らせてみませんか？ メンズ・レディス共に対応いたします。
Reform 料金につきましては、お直しの内容によりますので、当日ご確認
ください。
ご来店いただき、洋服をReformに出していただいた、お客様にはダーバン KITTE 丸の内店のみで、ご利
用いただける、1,000円分のクーポンを進呈いたします。

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月29日（土） 13:00〜20:00
■場所 ：ダーバン KITTE 丸の内店
＜URL＞ http://www.durban.jp/news/info/001974/

【プレミアムフライデー ９月の事例】
キャスティング （全国）
アプリクーポンで、週末の釣りをもっと豊かに♪
今月のプレミアムフライデーは9/28（金）〜9/30（日）有効のクーポンを、
『キャスティングアプリ』に配信！！週末の釣りを楽しみましょう！！
《クーポン内容》 税込5,400円以上お支払いでさらに〈300ポイント〉プレゼント
《クーポン配信日》 9/27（木） 『キャスティングアプリ』のプッシュ通知にて配信
さらに、この3日間は、プレミアムフライデー合同企画！見逃せないアイテムが驚きの
価格で登場！！
見逃せないアイテムはWEBチラシをチェック！ http://castingnet.jp/uimg/up2.pdf

■日時 ： 2018年9月28日（金）〜9月30日（日）
■場所 ： 全国のキャスティング店舗
＜URL＞ http://castingnet.jp/news/detail.php?no=65089

メガネドラッグ （東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県）
W企画 9/22-30 9日間限定 オータム＆プレミアムフライデー
プレミアムブランドのセール開催中！
詳細は、以下のURLをご覧ください。
※掲載商品以外にも豊富にご用意しております。
※掲載商品はお取り寄せになる場合がございます。

■日時 ： 2018年9月22日（土）〜9月30日（日）
■場所 ： メガネドラッグ 各店
＜URL＞ https://www.meganedrug.com/info/info̲au̲9days.html

ＢＯＯＫＯＦＦ （東京都／神奈川県）
あなただけの１冊で、豊かな週末を。
東京・神奈川の5店舗限定で、9月28日（金）のプレミアムフライデーに、実施
店舗にて、当日の16時以降に本500円以上お買い上げいただくと、『本500
円割引券』をプレゼントいたします。この機会に是非ご来店ください。
※お会計の際に以下URLのページのご提示をお願いします。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 16:00〜
■場所 ： ＢＯＯＫＯＦＦ 秋葉原駅前店、飯田橋駅東口店、横浜ビブレ店、
ＢＯＯＫＯＦＦ ＰＬＵＳ 荻窪駅北口店、西五反田店
＜URL＞ https://www.bookoff.co.jp/event/lp/pf̲20170224.html

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（小売）

シュープラザ／東京靴流通センター （全国）
毎月末の金曜日「プレミアムフライデー」は、『靴の下取り3倍キャンペーン』を開催します！
履かなくなった不要な靴を店舗にお持ちいただくと、
下取り割引券と交換できる大好評の『靴の下取りキャンペーン』。
通常、1足につき200円（税込）分の割引券のところ、
プレミアムフライデーは、なんと通常の3倍！
600円分の割引券と交換します！
下取り割引券は、お渡ししたその場でお使いいただけます。
おトクに新しい靴を買って、週末を、
そして次の月をフレッシュな気分で楽しみましょう！
※割引券の配布は無くなり次第終了とさせていただきます。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： シュープラザ、東京靴流通センター 各店
＜URL＞ https://www.chiyodagrp.co.jp/shop-campaign/premium-friday/

パソコン工房 （通販）
お買い得アイテムがたっぷり詰まった、特別な週末。
待ちに待った週末はじっくり楽しくショッピング！この週末、パソコン
工房では厳選したPCパーツ・周辺機器やアウトレットPC・PCパーツを
プレミアムプライスで大放出いたします。特別な月末の週末をパソコ
ン工房のプレミアムフライデーでお楽しみください。
■キャンペーン開催スケジュール
プレミアムフライデー : 2018年9月28日(金)12:00〜10月1日(月) 11:00まで
タイムセール開催予定 : 2018年9月28日(金)17:00〜23:59まで
＜URL＞ https://www.pc-koubou.jp/pc/premium̲friday.php

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 本紙 「プレミアムフライデー直前情報」について
プレミアムフライデーの過ごし方についての選択の一助となるよう、全国各地で実施が予定されている取組の一部について、
紹介させていただいておりますが、掲載情報は、プレミアムフライデー推進協議会に寄せられたものに加え、プレミアムフライ
デーロゴマーク申請企業による公開情報から事務局の判断で選択させていただいたものを含みます。削除等ご希望の方は、
事務局までご連絡ください。
また、事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、ぜひお寄せく
ださい。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp
※上記、「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー ９月の事例】
串カツ田中 （全国）
9月のプレミアムフライデー
9月のプレミアムフライデー 9月28日(金)は、
〔1〕 15時オープン（ランチ営業店舗は通し営業）
〔2〕 終日串カツ全品100円（税抜）
〔3〕 「グノシーQ」×串カツ田中コラボライブ動画配信。
クイズに答えて特典GET
〔4〕 大阪名物を食べて大阪気分を楽しもう！
皆さまのご来店をお待ちしております！

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜
■場所 ：全国の串カツ田中店舗（一部店舗を除く）
※対象外店舗の詳細は、WEBサイトでご確認ください
＜URL＞ https://kushi-tanaka.com/news/entry/686

ココス （全国）
ココスプレミアムフライデーのお知らせ
月末金曜日はココウェブまたはBSCカードのご利用でもれなくBSCポイント2倍！
ココウェブはお得な特典がいっぱい♪この機会にぜひご入会ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 開店〜24:00
■場所 ： 全国のココス各店
（ココウェブのポイントサービス及びBSCカード
は富山・石川・福井・岐阜・滋賀・奈良県と
京都府内のココスではご利用できません。）
＜URL＞ https://www.cocos-jpn.co.jp/campaign/

すたみな太郎 （全国）
プレミアムフライデーは金麦が1杯1円！
プレミアムフライデーは、毎月お1人様金麦1杯1円！
各月のプレミアムフライデーの前日までHPに掲載されているクーポンの画面
を保存、または印刷したものをプレミアムフライデーの当日に店舗でご提示く
ださい。お1人様1杯金麦1円でご提供します！

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 全国のすたみな太郎各店
＜URL＞ http://t-stamina.jp/topics/8922.html

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー ９月の事例】
不二家レストラン （全国）
不二家レストラン店舗限定 9/28(金)は「プレミアムフライデー」！
不二家レストランでは、9/28（金）『プレミアムフライデー』の限定サービス
として【生ビール】を1杯無料でサービスいたします。
（※一部店舗を除きます）
また、『お子様限定』で【プチコロ1回】または【ミルキー1箱】をご来店のお
子様にプレゼントいたします。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜21:00
（宇都宮東武店は18時までの実施となります）
■場所 ： 全国の不二家レストラン
（実施店舗については、以下ＵＲＬをご参照ください）
＜URL＞ http://www.fujiya-fs.com/topics/2018/090501.html

サーティワンアイスクリーム （全国）
サーティワンのプレミアムフライデー
毎月末の「金・土・日」3日間は、サーティワンのプレミアムフライデー。
バラエティパック（レギュラー）を買うと、レギュラーシングルコーン
プレゼント券を差し上げます。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 〜9月30日（日）
■場所 ： 全国のサーティワンアイスクリーム
（一部、販売していない店舗がございます）

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）
18時までヱビス生ビール各種半額！
全国の銀座ライオン・YEBISU BAR (一部店舗除く)でヱビス生ビール各種を
開店時間から18時まで半額でご提供します。
・グラス、ジョッキ含めすべてのサイズにおいて、通常価格の半額にて
販売致します。
・瓶、缶ビールは半額の対象外です。
・店舗により取扱商品は異なります。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 開店〜18:00
■場所 ： 全国の銀座ライオン・YEBISU BAR 実施店舗
＜URL＞ https://www.ginzalion.jp/event/premiumfriday/

キャンペーン（飲食）

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー ９月の事例】
デニーズ （全国）
【9/28(金)15時〜】 プレミアムフライデー限定ク̶ポン配信！
更新済

9/28(金)はプレミアムフライデー！デニモバクーポンご利用で
メニューに載っていない、『山盛りポテト』をなんと99円（税込106円）
でご注文いただけます。
お酒のつまみにも、ご家族やお友達とシェアするのもおすすめ☆
※税込500円以上のお会計の方のみとなります。
※店内でのご飲食限定、お一人様1点限りとなります。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜24:00（閉店）
■場所 ： 全国のデニーズ
＜URL＞ https://denimoba.jp/mobile/news/562

那須珈琲 Ｃａｆｅ Ｌａ Ｄｅｔｅｎｔｅ（だっぱら駅前マルシェ実行委員会）（栃木県）
Kurodahara-Marche「宵の市」開催！
お洒落に拘った大人のマルシェ！
素敵な空間で素敵な演奏を聴きながら素敵なクラフト作家さんの作品に出
会い、美味しい食べ物や飲み物にしたつつみ、今宵の夜の思い出に残るよ
うな素敵なひと時を共有するマルシェです。
次回の開催は9月28日（金）。今年最終になります。
皆様のご来場をお待ちしております。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 17:00〜20:00
■場所 ：栃木県那須郡那須町寺子丙３（JR黒田原駅前、那須珈琲Cafe La Detente）
＜URL＞ https://www.facebook.com/nasu.cafe/

ビールマルシェ（横芝光町商工会） （千葉県）
9/28 ビールマルシェ ヨリドコロがビアガーデンに！
プレミアムフライデー特別企画。
横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」が「ビアガーデン」となる納涼イベントです。
プレミアムフライデーの９月２８日（金）午後５時３０分から開催します。
当日は、町内飲食店が出店し 、ビールに合うおつまみを提供します。
テイクアウトもできますので、ぜひご来場ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 17:30〜20:00
■場所 ： 横芝駅前情報交流館 ヨリドコロ
＜URL＞ http://www.shokokai.or.jp/12/yokoshibahikari/index.htm

【プレミアムフライデー ９月の事例】
（一社）塩尻市観光協会 （長野県）
駅ナカ わいんバー in 塩尻
毎月プレミアムフライデーに行っている駅前ワインバーを、今月は駅ホームで行います。
塩尻駅はホームにぶどう棚がある唯一の駅なんです！
ナイアガラの香るぶどう棚の下で、ぶどう酒を飲みに来ませんか？
お仕事帰りの方も、出張帰りの方も、観光でいらした方もぜひお立ち寄りください。
ワインバーへお越しの方は、改札で入場券（１４０円）を購入し、ぶどう棚へお越しくだ
さい。入場券をお持ちの方には樽ワイン１杯サービスいたします。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 17:00〜20:00
■場所 ： 塩尻駅 ３・４番ホーム内ぶどう棚下
＜URL＞ https://tokimeguri.jp/event/2347.php

love local MARKET （まちづくり藤枝） （静岡県）
アジアン市場 X FUJIEDA
love local MARKET
今年度第三弾は「アジアン市場×FUJIEDA」です。
朝日テレビカルチャー藤枝校の講師・生徒さんの
パフォーマンスもあります。
藤枝駅南口広場で秋の気配を感じよう！

■日時 ： 2018年9月28日（金） 16:00〜20:00 （小雨決行・荒天中止）
■場所 ： 藤枝駅南口広場
＜URL＞ http://www.fujieda-machista.com/llf2018/0928.html

嶋原商店街 （京都府）
プレミアムフライデービアストリート
プレ金はビールでカンパイ！
プレミアムフライデーに合わせて嶋原商店街でビアストリートを開催。
商店街の美味しいフードと美味しいビールを味わいに、ぜひお越しください！

■日時 ： 2018年9月28日（金） 18:00〜21:00 （雨天順延）
■場所 ： 嶋原商店街（島原大門〜壬生川通間）
京都府京都市下京区花屋町通壬生西入薬園町158
＜URL＞ https://shimo-higashi-kyoto.mypl.net/event/00000268293/

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（飲食）

地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）
月末金曜は、ちょっと豊かに。 地ビールフェスタ in 米子に行こう！
「地ビールフェスタ in 米子」の第2回目が開催されます。
毎月プレミアムフライデーに開催されますこのイベント、毎回テーマを変えて皆さん
をお待ちしています。
さて、今月はテーマを 『「ジャズ」と「地ビール」』 として、9月28日に開催されます。
秋の午後を、「ジャズ」と「地ビール」でごゆっくりとお楽しみくださいませ。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜21:00
※10月以降も、年間を通じて毎月プレミアムフライデーに
開催されます。なお、12月は21日（プレミアムフライデーの1週前）です。
■場所 ：える・もーる一番街、ひまわり駐車場（やよいデパート跡地）
＜URL＞ http://www.city.yonago.lg.jp/24451.htm
http://craftbeer-yonago.com/

九州ビアフェスティバル熊本実行委員会 （熊本県）
出来立て工場直送クラフトビールを飲み比べ
九州最大級のクラフトビールの祭典、九州ビアフェスティバル2018。
9月のプレミアムフライデーとなる28日は、熊本会場で開催中です。
ビール職人達が自慢の品々を提供するこのイベント！
選りすぐりの日本の地ビールとフードをみんなで楽しもう！

■日時 ： 2018年9月21日（金）〜9月30日（日） 11:00〜21:00
※21日：17:00〜 25日〜28日：15:00〜 30日：19:00迄
■場所 ： 熊本市中央区花畑町7-10（仮称：花畑広場）
＜URL＞ http://www.kyushubeerfestival.com/kumamoto.html

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 本紙 「プレミアムフライデー直前情報」について
プレミアムフライデーの過ごし方についての選択の一助となるよう、全国各地で実施が予定されている取組の一部について、
紹介させていただいておりますが、掲載情報は、プレミアムフライデー推進協議会に寄せられたものに加え、プレミアムフライ
デーロゴマーク申請企業による公開情報から事務局の判断で選択させていただいたものを含みます。削除等ご希望の方は、
事務局までご連絡ください。
また、事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、ぜひお寄せく
ださい。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp
※上記、「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー ９月の事例】
フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）
9月のシークレットボックスは28日！
プレミアムフライデー恒例の「シークレットボックス」！
9月は28日の販売となります。
月に1回の、非常にお得なセットですので
皆様ぜひ一度お試し下さい！！
各店販売時間が異なりますので、以下ご確認ください。
※無くなり次第終了となりますのでご容赦ください。
※エキュート大宮店、仙台富沢店では販売致しません。何卒ご了承ください。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
15：00〜 本店、うすい店、ザ・モール郡山店、中合福島店、
福島南バイパス店、いわき泉店、いわき鹿島店、
イオンモール名取店、会津店
17：00〜 エスパル郡山店、郡山コスモス通り店
18：00〜 仙台PARCO2店
※つくば店 14：30〜 整理券配布／15：00〜 販売開始
■場所 ： フルーツピークス 各店
＜URL＞ https://www.fruitspeaks.jp/news/

バード プルーム野崎 （大阪府）
当店人気のカレーパン
大東市野崎駅すぐ。
無添加にこだわった体にやさしいパンを販売しています。
プレミアムフライデーには、特別辛い「大辛口カレーパン」で、
刺激的なフライデーにしませんか？

■日時 ： 2018年9月28日（金） 6:30〜20:30
■場所 ： 大阪府大東市野崎1-7-16 １F
＜URL＞ http://www.bird-nozaki.com/

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（飲食）

JR東日本東北総合サービス（株） 仙台支店 （宮城県/山形県/福島県）
プレミアムフライデーは Suica でおトク！ プレミアムサンデーも Suica でおトク！
2018年8月から2019年3月までの最終金曜日、仙台駅、長町駅、米沢駅、新白河駅、
会津若松駅のSuicaで貯まるJRE POINT加盟対象店舗（飲食・物販店）において、「JRE
POINT 10倍キャンペーン」を実施いたします。
また、2018年8月から2019年3月までの最終日曜日、仙台駅、くりこま高原駅、山形駅
、米沢駅、郡山駅、新白河駅、会津若松駅のSuicaで貯まるJRE POINT加盟対象店舗（
おみやげ店）においても、「JRE POINT 10倍キャンペーン」を実施いたします。
いずれも、通常、登録したＳｕｉｃａでのお買い物200円（税込）につき１ポイントのところ、
期間中は10ポイントが貯まります。
月末金曜のプレミアムフライデーと月末日曜のプレミアムサンデーはSuicaでおトクに！
※事前にJRE POINT WEB サイトへのSuicaの登録（無料）が必要です。

■日時 ： 2018年8月から2019年3月までの最終金曜日（プレミアムフライデー）
2018年8月から2019年3月までの最終日曜日（プレミアムサンデー）
■場所 ： 管内のSuicaで貯まるJRE POINT加盟対象店舗
（詳細は以下のURLをご参照ください）
＜URL＞ http://www.livit.jregroup.ne.jp/company/news-release/article/premium-fridaysunday.html

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 本紙 「プレミアムフライデー直前情報」について
プレミアムフライデーの過ごし方についての選択の一助となるよう、全国各地で実施が予定されている取組の一部について、
紹介させていただいておりますが、掲載情報は、プレミアムフライデー推進協議会に寄せられたものに加え、プレミアムフライ
デーロゴマーク申請企業による公開情報から事務局の判断で選択させていただいたものを含みます。削除等ご希望の方は、
事務局までご連絡ください。
また、事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、ぜひお寄せく
ださい。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp
※上記、「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

吉本興業／よしもとクリエイティブ・エージェンシー （全国）
笑って過ごす特別な金曜日をあなたに!!
よしもと流 プレミアムフライデー サマーキャンペーン2018 9月28日実施概要
(１）よしもと直営劇場
15時以降の全公演当日券10％引きサービスを実施します。
ご来場のお客様には、特製ステッカープレゼント。
公演の検索はこちらから → http://yoshimoto.funity.jp/

（2）47都道府県 よしもと住みます芸人プロジェクトでのPR
４7都道府県で住みます芸人がイベントやメディアでPRし、プレミアムフライデーを、それぞれの地
域から盛り上げます!!
47都道府県 よしもと住みます芸人プロジェクトとは？
47組の“住みます芸人” が全国47都道府県移住し、地域を盛り上げていこうというプロジェクトが2011年4
月にスタート。住みます芸人と、エリア担当社員が地域の人々と力を合わせて、地域をよりよくする様々な活動
に取リ組んでいます！
■ 全国で開催されるプレミアムフライデーのPR展開
●イベント等でのPR
【秋田】 ちぇす・桂三河 毎月開催している定期ライブ内でのPR
【宮城】 爆笑コメディアンズ 宮城県住みます芸人定期ライブ「よしもとGYUGYUライブ」内にてPR
【岩手】 アンダーエイジ・桂三河 定期ライブ「石鳥谷寄席」にて来場者へPR ／定期ライブ「桜山寄席」にて来場者へPR
【新潟】 関田将人・いっすねー！山脇・大谷哲也 住みます芸人ライブ終了後、来場者にステッカープレゼント・告知活動
【埼玉】 天狗 春日部市イベント内でPR
【神奈川】 レギュラー 社会福祉協議会イベント内PR
【静岡】 ちゅ〜りっぷ 劇場公演「ちゅ〜りっぷトーク」を１ドリンク付で提供
【愛知】 シンポジウムR お笑いパーチバトルにてPR
【三重】 カツラギお笑いパーチバトルで告知
【岐阜】 三ツ星ジョージ お笑いパーチバトルで告知
【滋賀】 ファミリーレストランファミレスライブにて告知、ステッカー配布予定
【和歌山】 わんだーらんど わかちか広場イベントにてPR、ステッカー配布
【山口】 どさけん、 ふく太郎ふく子 県内企業へお邪魔してPRとステッカー配布または番組内でPRで調整中
【島根】 奥村隼也 メグちゃん

出雲市川跡でのイベント出演後、プレミアムフライデーをＰＲする

【鳥取】 ほのまる レギュラー出演している、DARAZ FM「夕刊DARAZ＋」番組内でPR
【福岡】 ぶんぶん丸 マサル 新天町商店街でのプレミアムフライデーＰＲ予定
【佐賀】 ひのひかり智 アーケード内等でステッカー配布
●TV・ラジオ番組等におけるPR
【北海道】 しろっぷ STVラジオレギュラー「まるごとエンタメーション！」内でのステッカー配布ＰＲ ／ SHOWROOMプレミアム特別配信
【青森】キューティーブロンズ 五所川原FM フォーチュン☆RadioにてPR ／

ATV わっち!!内PR

【秋田】 桂三河 ABSラジオレギュラー番組「ごくじょうラジオ」内でのPR／ちぇす 秋田CATVレギュラー番組「しーなチャン」内でのPR
【宮城】 爆笑コメディアンズ

ラジオ３「爆笑コメディアンズのお仕事ください」にてPR ／ レギュラーラジオ番組にてPR

【岩手】 アンダーエイジ FM岩手レギュラー番組「花金ラジオ」内でのPR

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

吉本興業／よしもとクリエイティブ・エージェンシー （全国） （前ページからの続き）
●TV・ラジオ番組等におけるPR （前ページからの続き）
【山形】 まつトミ

レギュラーラジオにてPR

【福島】 ぺんぎんナッツ レギュラー放送告知（ヨジデス）／三瓶 レギュラー放送告知（ｺﾞｼﾞてれ）
【長野】 こてつ

レギュラーラジオ「ともラジ」での告知活動 ／レギュラーラジオ「びんびんサタデー」での告知活動

【群馬】 アンカンミンカン レギュラーラジオにてＰＲ
【茨城】 オスペンギン IBS茨城放送局レギュラー番組内での告知活動
【千葉】 もぐもぐピーナッツ プレミアムフライデー SHOWROOM特別配信
【東京】 キャベツ確認中 SHOWROOMプレミアム配信
【山梨】 ぴっかり高木といしいそうたろう プレミアムフライデー ツイキャス特別配信
【富山】 フィッシュ＆チップス レギュラーラジオにてプレミアムフライデートーク
【石川】 月亭方気フェイスブック特別配信
【福井】 飯めしあがれこにお・ライオン大将軍・パナマ海水浴場

SHOWROOM特別配信

【愛知】 シンポジウムR SHOWROOM配信
【岐阜】 三ツ星ジョージ

大垣ケーブルTV 【生放送です。メール下さい】でPR

【滋賀】 ファミリーレストラン エフエム滋賀radio max レギュラー番組での告知
【奈良】 十手リンジン ならどっとFM

レギュラー番組 での告知

【大阪】 span! ラジオレギュラー放送FMちゃお『span!水本の凱旋ラジオfeat.マコト』での告知
【京都】 せんのりきゅう FMたんごレギュラー番組「せんのりきゅうのお茶たてまっせ」内でプレミアムフライデーのPRを実施
【和歌山】 わんだーらんど 和歌山MIO館内放送にてPR
【岡山】 江西あきよし レギュラーラジオ番組内にて、プレミアムフライデ̶告知。番組終了後に公開収録に来ていただいた方にステッカ
ーを配布。
【広島】 広島よしもと芸人 インターネット生配信番組 『広島よしもと芸人的プレミアムフライデー』出演
【香川】 風亀丸いわしてんぐ

まるがめくん

FM高松のレギュラーラジオ「Action!!815」内にてPRを実施。ステッカーの配布。

【徳島】 ええでないか西浦 FM徳島 ええでないか西浦の夕日に向かってええでないか〜。ラジオにてプレミアムフライデー告知。ステッカ
ー配布。
【愛媛】 ひめころん ラジオレギュラーでプレミアムフライデーの告知・ステッカーの配布。
【福岡】 ぶんぶん丸 レギュラー番組「ぶんぶん丸のスターになりたい！」ラジオ内での告知
【大分】 野良レンジャーレギュラー番組「とりまラジオ」内での告知
【長崎】 長崎亭キヨちゃんぽん レギュラー番組｢なんでんカフェ｣内の告知
【宮崎】 嫁恐竜 ラジオレギュラー番組「嫁恐竜の花金ラジオ」内の告知
【熊本】 安井まさじ RKKラジオ「ラジテン」内の告知
【鹿児島】 パイナップルつばさ

SHOWROOM配信で告知

■ 大阪24区隊の展開
大阪市内各区で住みます芸人が、商店街を中心にプレミアムフライデー実施店舗に登場し、盛り上げます!!
●イベント等でのPR
【大阪】 馬と魚、桂恩狸、読点 阿倍野区王子神社での「あべの晴明公まつり」で告知、ステッカー配布
【大阪】 ツートライブ西区イベント「にし恋ﾏﾙｼｪ」において口頭PRとステッカー配布
【大阪】 ガォーちゃん西成区玉出商店街にてステッカー、チラシ配布
●TV・ラジオ番組等におけるPR
【大阪】 ミルクボーイラジオレギュラー放送yesfm『ラジニュー』での告知
【大阪】 カリントウ 「カリントウの発見!此花区!」生配信番組内で告知
【大阪】 ガォーちゃん西成区玉出商店街にてステッカー、チラシ配布

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

JR東日本 JRE POINT （全国）
９月プレミアムフライデー
ＪＲＥ ＰＯＩＮＴプレゼントキャンペーン
ＷＥＢエントリーの上、JRE POINT加盟店(カード提示で貯まる加盟店）にて、
期間中合計5,400円(税込)以上お買上げの方にもれなく、JRE POINTを
500ポイントプレゼントいたします。
♪＊♪プレミアムフライデーはJRE POINT加盟店（カード提示で貯まる加盟店）
でのお買い物をお楽しみください♪＊♪
※ポイント対象外商品は、お買上げ金額の合計には含まれません。
※１回のお買上げ金額がポイント対象金額に満たない場合は、合計金額に含まれません。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 0:00 〜 9月30日（日） 23:59
■場所 ： JRE POINT加盟店（カード提示で貯まる加盟店）
<URL> https://www.jrepoint.jp/campaign/0060000157

三井住友VISAカード ココイコ！ （全国）
毎週金曜日はココイコ！の日
〜全ショップ ポイント＋３倍〜
ココイコ！とは、事前エントリーして街でカードを利用すると、
ポイントやキャッシュバックの特典がもらえるおトクなサービスです！
2019年3月までの毎週金曜日は「ココイコ！」の日。
ココイコ！対象店にエントリーのうえ、キャンペーン対象日にカード利用すると、
通常のココイコ！特典に加えて、ポイント＋３倍またはキャッシュバック+1.5％。
このチャンスに、ココイコ！でおトクなカードライフをお楽しみください。
※以下のURLの末尾に記載する「キャンペーンに関するご注意事項」をご確認ください。

■日時 ： 2018年4月〜2019年3月までの毎週金曜日
■対象店舗 ： こちらのURLで検索してください https://kokoiko.smbc-card.com/
<URL> https://kokoiko.smbc-card.com/event̲sp/435/

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

オリエントコーポレーション （全国）
オリコカードでちょっと素敵な週末を。 PREMIUM FRIDAY キャンペーン
期間中にエントリーのうえ、カードショッピングを30,000円（税込）以上
をご利用頂いた方の中から、抽選でプレゼント！
さらに、プレミアムフライデー当日（8月31日、9月28日、10月26日、
11月30日）の4日間の内、1日の利用で2口、2日の利用で4口、
3日の利用で6口、4日の利用で12口！
詳細は、以下のURLをご覧ください。
■エントリー期間 ： 2018年8月15日（水）〜2018年11月30日（金）
<URL> https://www.orico.co.jp/campaign/1808151130̲friday/

サントリービール （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/

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

ＴＯＨＯ ＣＩＮＥＭＡＳ （全国）
「プーと大人になった僕」「ザ・プレデター」で使えるＬＩＮＥ友だち限定クーポンを配信！
9月28日（金）は、プレミアムフライデー！金曜日は、映画で笑顔に！
ＬＩＮＥの友だち限定で、9月28日（金）の15時を過ぎてから使用できる作品限定クーポンを配信します。
対象作品は、「プーと大人になった僕」「ザ・プレデター」の２作品限定で、1,100円で鑑賞できるＬＩＮＥ友
だち限定クーポンを配信します。
※特殊上映や特別席でのご鑑賞の場合は、追加料金が必要です。
※他のクーポンとの併用はできません。
※クーポンの使用方法は、クーポンページ内をご確認ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜当日営業時間内までクーポン使用可
※クーポン配信は、9月28日（金） am8:00より
■場所 ： TOHO CINEMAS
<URL> https://www.tohotheater.jp/campaign/premiumfriday20180928.html

松竹マルチプレックスシアターズ （全国）
9月28日はプレミアムフライデ−
ＳＭＴの映画館でお得に映画を楽しもう！
㈱松竹マルチプレックスシアターズでは、「プレミアムフライデー」を楽しむ皆様を応援。
2018年9月28日（金）に、映画をお得に楽しんで頂ける以下のキャンペーンを実施致します。
月末の金曜日、早めに仕事を終えて、ちょっと豊かな週末を過ごしませんか？
SMT Members限定
インターネットチケット購入で、15時以降映画が1,100円！
SMT Membersの方限定。9月28日（金）15時以降上映開始の作品をインターネットチケット購入する
と、映画が1,100円でご覧いただけます。（特別興行、一部作品を除きます。）

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜
■対象劇場 ：新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、神戸国際松竹、ＭＯＶＩＸ全劇場
（東劇は特別興行中につき、対象外となります）
<URL> https://www.smt-cinema.com/news/detail/005216.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

バンダイナムコアミューズメント （全国）
9月もやります！プレミアムフライデー！
ナムコのお店でもーっとお得に遊べるチャンス！！
①9月28日限定！ナムコポイントアプリのチェックインポイント
が通常の5倍！！
②ゲットした5000ポイントで、9月30日まで使えるプレミアム
なチケットと交換できる！
お店でお得に遊んじゃおう！！
サービス内容は店舗によって異なります。
直接店舗にお問い合わせください。
■日時 ： 2018年9月28日（金） 〜 9月30日（日）
■場所 ：バンダイナムコアミューズメント 対象店舗
<URL> https://bandainamco-am.co.jp/event/others/premium̲friday̲9.html

セントラルスポーツ （全国）
「プレミアムフライデー」 ワンコイン体験
月末金曜は、ちょっと豊かな週末を過ごしませんか？
仕事を早めに切り上げて、仲間とスポーツを楽しむのも気持ちいい。
さあ、日本中で色々な豊かさが始まるプレミアムフライデーを
当クラブでもお楽しみください。
9月28日(金)限定で、15時からワンコイン体験を開催します。
（体験料 1回500円：税込）
同僚、友達、家族をお誘い合わせのうえ、月末金曜の豊かな
自由時間をお楽しみください。
■日時 ： 2018年9月28日（金）15:00〜
■場所 ：全国のセントラルフィットネスクラブ／セントラルウェルネスクラブ ほか
（実施クラブ一覧）
https://news.central.co.jp/wp-content/uploads/2018/09/201809pfd.pdf
<URL> https://news.central.co.jp/notice/201809pfd

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

SPAT4プレミアムポイント （全国）
月末金曜日は南関競馬！
プレミアムフライデー当日は「15時以降のレース」がポイント3倍！
9/28(金) 浦和競馬 「15時以降のレース」がポイント3倍！
本キャンペーンはエントリーした方のみが対象です。
（エントリー期限：2018年9月28日23時59分まで）
詳細は、以下のHP内、お知らせ欄にあります
『プレミアムフライデーキャンペーン【9月】』をご参照ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金）
<URL> https://www.spat4pp.jp/spat4/pp

ローズマリー （全国）
9/28(金) 「プレミアム フライデー」 美容イベント開催！
《全店実施》※札幌パルコ店除く
今月は、肌にやさしい「リルレシピ」のハンドタッチを開催いたします！
《札幌パルコ店》
「アルビオン エクシアAL ジョイ フルール クレンジングオイル」のタッチアッ
プ＆サンプリングを実施いたします！
※詳しくは、各店のショップブログ・メルマガ・LINE＠等でご確認ください。
※プレゼントは無くなり次第終了となります。
■日時 ： 2018年9月28日（金）15:00〜閉店時間まで
■場所 ： ローズマリー 各店
<URL> http://www.rosemary-web.com/news/detail/?nid=96

ロッテ葛西ゴルフ （東京都）
プレミアムフライデー 〜月末金曜日は、Let's Enjoy Golf〜
下記期間中に、ICカードに20,000円をチャージしていただくともれなく
サントリー！プレミアムモルツ350ml６缶パックをプレゼントいたします。
さらに、神泡キットとオリジナルグラスもお付けいたします!!
※お一人様一回限りとさせていただきます。
数量限定のため、無くなり次第終了となります。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜19:00
■場所 ： ロッテ葛西ゴルフ
<URL> http://www.lottekasaigolf.com/event/detail/180921/index.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

東京ドームシティ （東京都）
東京ドームシティでプレミアムフライデー
月末の金曜日みなさんはどんな時間を過ごしますか？
東京ドームシティは抜群のアクセス！！
仕事を終えた後すぐにOFFタイムに入ることができます。
遊園地からボルダリング、宇宙ミュージアム、温泉に、
ショッピング、お食事まで・・・。特別な金曜日をちょっと豊かに。
■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 東京ドームシティ 対象施設・店舗
<URL> https://www.tokyo-dome.co.jp/feature/premiumfriday/

浦安ブライトンホテル東京ベイ （千葉県）
ブライトンのプレミアムフライデー
お得な特典いっぱいの プレミアムフライデーを
浦安ブライトンホテル東京ベイで 楽しみましょう。
9・10・11月は”毎週金曜日”プレ金開催！
※祝日は除く ※一部店舗・プランは除く
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 浦安ブライトンホテル東京ベイ
<URL> https://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/restaurant/topics/p-friday.html/

ボートピア梅田 （大阪府）
9/28（金）プレミアムフライデー
ちょっとお得なプレミアムフライデーキャンペーンを実施いたします。
お仕事帰りのサラリーマン、女性、カップルでお越しのお客様に『抽選券』を
お渡しします。(抽選券は数に限りがあります。)
抽選券を期間内［10/1(月)〜10(水)］に1階うめぼー広場にお持ち頂くと
スクラッチ抽選にご参加いただけます。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜20:00
■場所 ： ボートピア梅田
<URL> http://www.boatrace-suminoe.jp/umeda/event/

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

いちの湯水戸店 （茨城県）
いちの湯で過ごす、
ちょっとお得で、ちょっと豊かな月末金曜日
お風呂で癒したあとは、秋野菜の天丼を！
秋の飲食メニューのひとつとして秋野菜を使用した天丼を販売い
たします。
また、いちの湯水戸店では、働いている皆様に、お仕事が終わっ
たあと、お風呂で癒されながらプレミアムな金曜日を過ごしていた
だける２つの特典をご提供いたします。
特典①：15時以降にご来館いただいたお客様は、入浴スタンプ
カードのポイントを通常ポイントに加えて、さらに＋１個
押印させていただきます。
特典②：15時〜18時までの間に、お食事処『桃花』にて「生ビー
ル」または「サワー各種」をご注文のお客様に2杯目が無
料で飲める「無料券」をプレゼント！

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： いちの湯水戸店 （茨城県水戸市河和田3丁目2300-1）
<URL> http://itinoyu.com/mito/premiumfriday.html

ネッツトヨタ東名古屋 （愛知県）
月末金曜は、ネッツ東名古屋へ！
プレミアムフライデーで余暇を楽しんで頂くことに対し、弊社
は安全に運転していただけるよう、「事故防止・安全点検」を
実施致します。
13:00〜 プレミアムフライデー特別企画 事故防止・安全
点検 500円！！
上記点検サービスをお受けいただいた方に！！
当日限定 オススメメンテナンスを特別価格にてご提供！！

■日時 ： 2018年9月28日（金） 13:00〜
■場所 ： ネッツトヨタ東名古屋 各店
<URL> http://www.netz-toyota-hn.jp/lineup/flyer/pf0921.pdf#view=FitV

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

（公財）名古屋市教育スポーツ協会 富田北プール （愛知県）
プレミアムフライデーキャンペーンのお知らせ
毎月末金曜日（プレミアムフライデー）の午後３時から午後５時までに
大人の回数券をご購入いただいたお客様に「ちょっといいもの」をプレ
ゼントいたします。
詳細は、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜17:00
※11月までの各月のプレミアムフライデーに実施します
■場所 ： 名古屋市富田北プール １F事務所受付
<URL> http://www.nespa.or.jp/system/news̲data/17/201804251654038879.pdf

ボディメンテナンスサロン 「ユーラシィー」 （滋賀県）
『プレミアムフライデー』 キャンペーン
毎月恒例！月末金曜日のキャンペーンをご用意致しました♪
滋賀県東近江市のボディメンテナンスサロン「ユーラシィー」では、
骨格メンテナンス（整体）60分＆100分コースをお得に受けられる
キャンペーンをご用意しております。
＜骨格メンテナンス（整体）コース＞
60分：5,000円 → 2,500円 ／ 100分：7,700円 → 3,850円
↑上記のコースを月末金曜日は終日半額で施術可能！
※他キャンペーンとの併用は不可。 みなさんのご来店お待ちしております☆彡
■日時 ： 2018年9月28日（金） 10:00〜21:00
■場所 ： ボディメンテナンスサロン『ユーラシィー』（滋賀県東近江市五個荘竜田町538）
<URL> http://i-impression11894.wixsite.com/yu-ra-shi-seitai

阪神ゴルフセンター住之江店 （大阪府）
プレミアムフライデーのお知らせ
プレミアムフライデー‼
１５時〜１９時の間、ボール料金１０％ＯＦＦのサービスを実施致します。

■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜19:00
■場所 ： 阪神ゴルフセンター住之江店
<URL> http://www.hanshingolf.com/news/index.php?s=2018092801GR

【プレミアムフライデー ９月の事例】

キャンペーン（サービス）

ＲＳ ＴＡＩＣＨＩ （大阪府/京都府）
タイチでプレミアムフライデー
大阪本店、京都店にて月末金曜午後3時よりヘルメット
クリーニングサービスを実施いたします。
このほか、コーヒーサービス、お勧めケミカルの無料お試
し、愛車無料点検などを実施します。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金） 15:00〜
■場所 ： ＲＳ ＴＡＩＣＨＩ 大阪本店／京都店
<URL> http://www.shop.rs-taichi.co.jp/news̲detail.html?code=992

江坂ゴルフセンター （大阪府）
プレミアム女性優待デーは9月28日(金）です！
今月も実施しますプレミアムフライデーの月末金曜日は【女性ゴルファー優待デー】です！
・打席ご利用の女性のお客様には当日利用できるグリーン60分無料利用券をプレゼント！
・女性グループでゴルフスクールの体験レッスン「お試しレッスン」をお申込みいただくと、
60分の基礎クラスレッスンで通常お一人様3,240円のところ、女性3名様までお一人様分の
料金でご受講いただけます！（2人なら一人当たり1,620円、3人なら1,080円！）
是非ご利用くださいませ！
■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 江坂ゴルフセンター
<URL> https://golf.amenity-esaka.com/

帝国ホテル大阪 （大阪府）
帝国ホテル大阪のプレミアムフライデー！
いつもより少し早めにお仕事を終えた後は、レストランで少し優雅な
ひとときを過ごしたり、ゆったりホテルステイを満喫したり･･･
帝国ホテル大阪では、そんな時間にぴったりのプランをご用意しております。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 帝国ホテル大阪
<URL>
https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/restaurant/other̲plan/plan/premium̲friday.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】
アットエス 「プレミアムフライデー特設サイト」 （静岡県）
静岡市のプレミアムフライデー 月末金曜のイベント＆グルメ特集
月末の金曜日は、少し早めに仕事を終え、豊かな時間を
過ごすという新たな提案、[プレミアムフライデー]。
静岡市ではいち早くこのプロジェクトに取り組み、毎月市
内各所でさまざまな催しが開かれます。
９月は『定時(までに)退社して新たな発見を楽しもう！』
をテーマにイベントやサービスが実施されます。
以下のＵＲＬから検索してください。
<URL> http://www.at-s.com/event/featured/premium/

静岡市清水区役所 （静岡県）
健康発見フェスティバル−2018−
健康増進普及月間である9月のプレミアムフライデーに、
特定健康診査の受診率向上と自身の健康状態を把握し、
生活習慣の改善に役立ててもらうことを目的とした「健康
発見フェスティバル−2018−」を開催します。
イベントの詳細については、以下のURL（イベントちらし）
にてご確認ください。
■日時 ： 2018年9月28日（金）12:00〜19:00
■場所 ：静岡市清水区役所 1階フロア
<URL> http://www.city.shizuoka.jp/231̲000081.html

伊丹市と官民協働で作る地域ポータルサイト「いたみん」 （兵庫県）
伊丹のプレミアムフライデー 9月
2018年9月28日（金）も、伊丹市内の多くのお店で
“プレミアム”が用意されています！
伊丹でも後押しするお店の企画をまとめてみました。
詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年9月28日（金）
■場所 ： 伊丹市内 各店舗
<URL> http://itami-city.jp/mp/charinko/?sid=65105

その他

【プレミアムフライデー ９月の事例】

その他

スマート・ライフ・プロジェクト（厚生労働省） （東京都）
スマートライフフェスタ ナイトヨガ体験
プレミアムフライデーの夜、神宮球場の敷地を利用した、ナイトヨガ体験を開催します。
普段は入ることのできない、グラウンド内でのヨガ体験は都会にいながらも、
自然の中でヨガをしているような開放感を味わえます。
日ごろのストレス解消や運動不足解消をしたい方は是非足をお運びください！
■日時 ： 2018年9月28日（金）19：30〜20：30 （開場 19:00 予定）
■場所 ： 明治神宮野球場 グラウンド（東京都新宿区霞ヶ丘町3-1）
■受付場所 ： 明治神宮球場 13入口付近
■講師 ： ケン ハラクマ氏（ヨガインストラクター）
■参加者数 ： 2,000人規模を想定 ※定員を超える場合は、入場をお断りする場合があります
■参加費用 ： 無料
■参加資格 ： 18歳以上で健康な男女。経験不問
※当日受付にて同意書にサインをおねがいします。（予約不要）
■持ち物 ： ヨガマットやレジャーシート、バスタオル等の敷物
■注意事項 ： ・雨天・荒天の場合は中止となる場合がございます。
・18歳未満及びヨガ参加目的以外（見学等）の入場はご遠慮ください。
・ヒールなど人工芝を傷つける可能性のある靴の場合は、入場時に靴を脱いでください。
・更衣室はありませんので、動きやすい服装でお越しください。
・飲食はご遠慮ください。（グラウンドでの飲食は水のみ可）
・講師・イベント時間は、変更になる可能性があります。ご了承ください。
<URL> http://www.smartlife.go.jp/restorative

太田市美術館・図書館 （群馬県）
９月度 金曜名画座を開催します！
プレミアムフライデー企画 映画上映
今月のテーマは「アメリカ映画傑作選PART1」
月末金曜は、ちょっと豊かに。「映画を見よう」

■日時 ： 2018年9月28日（金）14:00〜
■場所 ： 太田市美術館・図書館 ３Ｆ視聴覚ホール
<URL> http://www.artmuseumlibraryota.jp/post̲event/2512.html

【プレミアムフライデー ９月の事例】

その他

大阪城公園ナイトラン実行委員会 （大阪府）
大阪城公園ナイトラン
平日の夜に実施する大阪城公園でのランイベントです。
今年度は、プレミアムフライデーに合わせて５月から９月までの月末金曜日に開催します。
この「大阪城公園ナイトラン」、８年目を迎えコースが大きく変わります。ライトアップされた大阪城の景観が楽し
めるほか、ペースメーカーの導入やクリニックを併催。仕事帰りの方も気楽に参加できます。
ベテランから初心者の方まで、会社の同僚、仲間たちとの親睦に。ライトアップされた大阪城公園で爽やかな汗
を流してください。
※今月の参加のお申し込みは既に締め切られております。
■ 日時 ：
第５回 ９月２８日（金） ー受付終了ー
受付は午後５時から各種目スタート１５分前まで
午後６時００分 １０キロ【一部】（制限時間６０分）
午後７時００分 ファンラン【約４キロ・約６キロ】（制限時間４０分）
午後７時４０分 １０キロ【二部】（制限時間８０分）
午後７時４０分 リレー１０キロ（制限時間８０分）
■ 場所 ：大阪城公園 太陽の広場（大会受付会場）
（アクセス）
ＪＲ大阪環状線 大阪城公園駅下車徒歩３分
ＪＲ・地下鉄・京阪 京橋駅下車徒歩１４分
ＪＲ・地下鉄 森ノ宮駅下車徒歩１５分
※前年の受付場所から変更になっておりますのでご注意ください。
＜URL＞ http://sponichi-marathon.com/osaka̲castle/

府中市地域公共交通活性化協議会/府中商工会議所 （広島県）
ぐるっとバスの夕方臨時運行

広報ふちゅう（平成30年8月1日第1239号）

プレミアムフライデーに合わせて、ぐるっとバス（右まわり）を試験的に
夕方以降も運行します。
日頃バスを利用する機会が少ない人も、自分にあったプレミアムフラ
イデーの使い方をしてみませんか。
この企画にあわせて、臨時運行日限定で、会計から5％割引や生ビ
ール一杯サービスなどのお得なサービス提供店がありますので、ぜひ
ご利用ください。
■臨時運航日 ： 2018年9月28日（金） ※来年3月までのプレミアムフライデー当日に運行
<URL> http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/material/files/group/1/1239-P16.pdf
http://www.fuchucci.or.jp/10510-2/

