１０月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2018年10月25日
プレミアムフライデー推進協議会
明日26日（金）は、プレミアムフライデーです。
朝晩は少し寒く感じる季節になりましたが、体調を整えてプレミアムフライデーの週末を楽しみましょう！
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。

【プレミアムフライデー・トピックス】
■ 「プレミアムFUN+WALKフライデー」 10月のプレミアムフライデーには8000歩あるこう！
スポーツ庁では、ビジネスパーソンのスポーツ参画人口拡大を通じて国民の健康増進を図る官民連携プロジ
ェクト「FUN＋WALK PROJECT」を推進しています。この機運醸成を図る「強化月間」として、10月の1か月間
を「FUN＋WALK月間」として設定し様々な取組を推進しています。
この「FUN+WALK月間」の取組の一つとして、10月のプレミアムフライデーには、「プレミアムFUN+WALKフラ
イデー」と称し、8,000歩あるくことで、いつもより少し特別な豊かな時間を過ごすことを提案しています。プレ
ミアムフライデー当日に8,000歩あるいた方に、商品割引やノベルティなどいつもより少し特別なサービスを提
供するお店もございます。また、百貨店等の協力のもと「仕事」と「ファッション」を包含した「歩きやすい服装（
FUN+WALK STYLE）」を提案する「FUN+WALKフェア」も開催中です。
10月のプレミアムフライデーには、FUN+WALKアプリをダウンロードして、8000歩を目標に街あるきを楽しみ
ませんか？
＜関連リンク＞
・ FUN+WALK PROJECT https://funpluswalk.jp/
・ FUN+WALK月間
https://funpluswalk.jp/special/month/
・ FUN+WALKアプリ
https://funpluswalk.jp/special/app/
・ FUN+WALKフェア
https://funpluswalk.jp/special/month/#fair
・ プレミアムFUN+WALKフライデー https://funpluswalk.jp/special/month/#pf

【１０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）
伊勢丹新宿店（東京都）

新宿タカシマヤ東京都）

銀座三越（東京都） 日本橋三越本店（東京都）

東武百貨店池袋店（東京都）
そごう横浜店（神奈川県）

小田急百貨店新宿店（東京都）

柏髙島屋ステーションモール（千葉県）

横浜タカシマヤ（神奈川県）

ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県）

名古屋栄三越（愛知県）

松坂屋名古屋店（愛知県）

松菱（三重県）

日本百貨店協会（全国）

ル・トロワ（北海道）

西武高槻店（大阪府）

ＪＲタワー（北海道）

アプリーズ（青森県）

盛岡駅ビル フェザン（岩手県）

イオンモール盛岡（岩手県） ウイング新橋（東京都）／ウイング久里浜（神奈川県）
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）

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ（千葉県）

池袋パルコ（東京都）

青葉台東急スクエア（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）
横浜ベイクォーター（神奈川県）

本厚木ミロード（神奈川県）

川崎アゼリア（神奈川県）

新横浜プリンスペペ（神奈川県）

コクーンシティ（埼玉県）

ユアエルム成田店（千葉県）

ベイドリーム清水（静岡県） 静岡東急スクエア（静岡県） 軽井沢・プリンスショッピングプラザ（長野県）
レイクウォーク岡谷（長野県）
エミフルMASAKI（愛媛県）

北大路ビブレ（京都府） クリスタ長堀（大阪府）
リバーウォーク北九州（福岡県）

木の葉モール橋本（福岡県）

マルヤガーデンズ（鹿児島県）

キャスティング（全国）
ONWARD（全国）

横浜ディスプレイミュージアム（全国）

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）

東京西サトー製品販売（通販）

NEXCO中日本 （静岡県/愛知県/神奈川県/長野県/岐阜県/三重県）

ワインショップ エノテカ（全国）

オートバイ用品専門店 ２りんかん（全国）

西武池袋本店（東京都）

AOKI （全国）

パソコン工房（通販）

キャンペーン（飲食）
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）

不二家レストラン（全国）

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）

デニーズ（全国）

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）
フルーツピークス （福島県/宮城県）

（一社）塩尻市観光協会 （長野県）

アウトバックステーキハウス 名古屋栄店 （愛知県） シーズダイニング ワンダー店／天白店 （愛知県）
地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）

【１０月の取組事例】
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）
三井住友VISAカード ココイコ！（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）

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）

ローズマリー（全国）

カフェトーク（(株)スモールブリッジ）（オンライン）
いちの湯水戸店／古河店（茨城県）
タイムジップス２４（東京都）

ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国）

山形ファミリーボウル（山形県）

浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県）

東京ドームシティ（東京都） ネッツトヨタ東名古屋（愛知県）

（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）
エコレンタカー交野店（大阪府）

ロッテ葛西ゴルフ（東京都）

江坂ゴルフセンター（大阪府）

帝国ホテル大阪（大阪府）

ボートピア梅田（大阪府）

その他
太田市美術館・図書館（群馬県）

国立科学博物館（東京都）

丸の内 行幸マルシェ 実行委員会（東京都）
大阪市立中央図書館（大阪府）

アットエス「プレミアムフライデー特設サイト」（静岡県）

咲っく南花台.com（大阪府）

あいち航空ミュージアム（愛知県）

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 １０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10月26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）
毎月最終金土日はプレミアムフライデー
毎月最終金土日はオトクがいっぱいのプレミアムフライデー!!
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： さくら野百貨店 弘前店 対象店舗
＜URL＞ （飲食店） https://sakurano-dept.jp/hirosaki/news̲detail.html?post=1885
（ショップテナント） https://sakurano-dept.jp/hirosaki/news̲detail.html?post=1886

うすい百貨店 （福島県）
10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10月26日（金）
■場所 ： うすい百貨店 各階
＜URL＞ http://www.usui-dept.co.jp/event/43097/

キャンペーン（小売）
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10月26日（金）〜10月28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/201810.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10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： 新宿タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium̲friday/index.html

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10月26日（金）〜10月28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

キャンペーン（小売）
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10月26日（金）〜10月28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/1731

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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
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10月26日（金）〜10月28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。
10月のプレミアムフライデーは26日（金）〜28日（日）。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： 日本橋三越本店 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nihombashi/event̲calendar/premium̲friday.html

キャンペーン（小売）
そごう横浜店 （神奈川県）
そごう横浜店 プレミアムフライデー
百貨店でプレミアムな週末を。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： そごう横浜店＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/event-premiumfriday.html

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10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： 横浜タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium̲friday/index.html

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10月26日（金）〜10月28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=3271

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10月26日（金）〜10月28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/181023premium/

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10月26日（金）〜10月28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10月26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）
松菱 （三重県）
プレミアムフライデー
10.26（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10月26日（金）
■場所 ： 松菱 対象売場
＜URL＞ https://www.tsu-matsubishi.co.jp/topics/entry1.php

西武高槻店 （大阪府）
プレミアムフライデー
西武高槻店で、プレミアムな金曜日を。
おいしい！おトクなメニューやがんばったお肌をリフレッシュするリセットメニュー
をご用意しました♪

内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： 西武高槻店 各階＝対象売場
＜URL＞ http://hhinfo.jp/blog/takatsukinews/06/00686645/?catCode=161031&subCode=165016

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/

キャンペーン（小売）
ル・トロワ （北海道）
★ル・トロワのプレミアムフライデー3days★
ル・トロワでキレイ・ステキ・オイシイ
楽しい週末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10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： ル・トロワ 対象店舗
＜URL＞ http://www.le-trois.jp/news/2018/11159/

ＪＲタワー （北海道）
JRタワーのプレミアムフライデー
JRタワーでは、10月26日（金）のプレミアムフライデーを楽しんでいただけるよう、
うれしい特典をご用意しました！ ぜひ、月末金曜日をお楽しみください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： ＪＲタワー 対象店舗
＜URL＞ http://www.jr-tower.com/premiumfriday

アプリーズ （青森県）
10月のプレミアムフライデー！
今月のプレミアムフライデーは26日！
参加ショップではお得な割引やサービスをご用意しています。
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10月26日（金）
■場所 ： アプリーズ 対象店舗
＜URL＞ https://www.jre-abc.com/wp/appliese/index/

キャンペーン（小売）
盛岡駅ビル フェザン （岩手県）
フェザンのプレミアムフライデー
各階の各店にてプレミアムフライデー特別サービス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10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： 盛岡駅ビル フェザン 対象店舗
＜URL＞ http://www.fesan-jp.com/fesan/events/premiumfriday.php

イオンモール盛岡 （岩手県）
ビッグフライデー特別企画！ 専門店街限定 お買上げ先着プレゼント！！
イオンビッグフライデーの3日間
イオンモール盛岡専門店街でのお買上げ金額税込2,000円以上の
レシートをお持ちのお客さまに、先着でプレゼントをお渡しいたします。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）〜10月28日（日） 9:00〜19:00
■プレゼント商品 ：ココフラン エッグタルト1個
ミスタードーナツ エンゼルフレンチ1個
■引換場所 ： イオンモール盛岡 ココフラン・ミスタードーナツ店頭
＜URL＞ http://morioka-aeonmall.com/news/event/1618

ウイング新橋 （東京都）／ウイング久里浜 （神奈川県）
ウィング 『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楽しみませんか。
ウィング新橋／ウイング久里浜の各ショップにて，
プレミアムフライデー当日限定のサービスを実施いたします。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： ウイング新橋 対象店舗 ／ ウイング久里浜 対象店舗
＜URL＞ （新橋） http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article776
（久里浜） http://www.wing-net.ne.jp/kurihama/eventnews/#article768

キャンペーン（小売）
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、10月26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内、各店のイベントページをご覧ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： エスパル 仙台／福島／郡山／山形
＜URL＞ （仙台） https://www.s-pal.jp/sendai/event/
（福島） https://www.s-pal.jp/fukushima/event/#event20946
（郡山） https://www.s-pal.jp/koriyama/event/#event23618
（山形） https://www.s-pal.jp/yamagata/event/#event15135

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10月26日（金）
■場所 ： 池袋パルコ 対象店舗
＜URL＞ https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=338

キャンペーン（小売）
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10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： アトレ目黒 対象店舗
＜URL＞ https://www.atre.co.jp/store/meguro/news/92169

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ （千葉県）
プレミアムフライデー
参加店舗で17：00からオトクなメニューやサービスをご用意！
流山おおたかの森Ｓ・Ｃでプレミアムな週末を！

■日時 ： 2018年10月26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/event/?id=1417

青葉台東急スクエア （神奈川県）
プレミアムフライデー（10/26） 〜月末金曜は、ちょっと豊かに〜
2018年10月26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10月26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/cname̲20181013152702.pdf

キャンペーン（小売）
モザイクモール港北 （神奈川県）
10月26日（金）プレミアムフライデー開催
「モザイクモール港北」 10月26日（金）〜28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＞
https://www.mosaicmall.jp/mosaicmall/shopnews/fashion/00687128/?catCode=801001&subCode=802001

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月26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10月26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

横浜ベイクォーター （神奈川県）
10月のプレミアムフライデー
月末金曜をちょっとリッチに過ごす「プレミアムフライデー」。
横浜ベイクォーターでは以下のショップで嬉しい特典をご用意！
どうぞお見逃しなく！
詳しくは、以下のURL内のイベントページをご覧ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： 横浜ベイクォーター 対象店舗
＜URL＞ https://www.yokohama-bayquarter.com/

キャンペーン（小売）
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10月26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

川崎アゼリア （神奈川県）
プレミアムフライデーは川崎アゼリアで。
月末金曜日はちょっと豊かに。
10月26日（金）限りの特典をご用意してお待ちしております。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： 川崎アゼリア 対象店舗
＜URL＞ http://www.azalea.co.jp/pdfdata/213̲17449193515bcd6fb09ebce

新横浜プリンスペペ （神奈川県）
10月プレミアムフライデーのご案内
☆全館プリンスポイント3倍!!
【西武プリンスクラブ会員さま限定】※一部除外店舗有り
その他、内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： 新横浜プリンスペペ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/shinyokohama/event/#1574

キャンペーン（小売）
コクーンシティ （埼玉県）
コクーンシティ プレミアムフライデー
月末金曜日は、ちょっと豊かに。プレミアムフライデーはコクーンシティで楽しもう！
10月はハロウィンプレミアムフライデーとして、「足長クラウン」が登場！
館内を歩く足長クラウンを見つけよう！
「トリックオアトリート」の合言葉でお菓子がもらえるよ♪
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金） 17:00〜
■場所 ： コクーンシティ 対象店舗
＜URL＞ https://www.cocooncity.jp/event/detail/1230

ユアエルム成田店 （千葉県）
ユアエルム『プレミアムフライデー』
ユアエルム成田店では、『プレミアムフライデー』を応援します！
参加25店舗にてオトクなサービスをご用意しております。
月末金曜は、ちょっと豊かに。
皆様のご来店をお待ちいたしております。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： ユアエルム成田店 対象店舗
＜URL＞ http://www.yourelm.co.jp/narita/wp-content/uploads/2018/03/PF̲A1poster2018̲03-1.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10月26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）
静岡東急スクエア （静岡県）
10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10月26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

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10月26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

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10月26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/20181022152443̲mldjQY.pdf

キャンペーン（小売）
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10月26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

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、10月26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10月26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10月26日（金）
■場所 ： エミフルMASAKI 対象店舗
＜URL＞ https://emifull.jp/other/premium-friday/

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ＵＲＬ内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10月26日（金）
■場所 ： 木の葉モール橋本 対象店舗
＜URL＞ http://konohamall.com/sale/lists/premiumFriday201808̲201903

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10月26日（金）〜10月28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-1029/

マルヤガーデンズ （鹿児島県）
マルヤガーデンズのプレミアムフライデー
食品＆グルメ大抽選会-空クジなし！
【毎週金曜日】マルシェポイント5倍！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： マルヤガーデンズ 対象売場
＜URL＞ https://www.maruya-gardens.com/premium-friday/

キャンペーン（小売）
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10/26（金）〜10/28（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》 10/25（木） 『キャスティングアプリ』のプッシュ通知にて配信
★配信後のダウンロードでもプッシュ通知をご覧いただけます。

■日時 ： 2018年10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： 全国のキャスティング店舗
＜URL＞ https://castingnet.jp/news/detail.php?no=66548

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10月26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/

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 品番Ｃで始まるクリスマス商品、
品番Ｆで始まるアーティフィシャルフラワー（※品番ＦＡＭで始まる商品は対
象外となります。） 上代10％ＯＦＦ、そこから更に会員価格に！
■日時 ： 2018年10月26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/10568.html

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10月26日（金）〜10月28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/

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、10月26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10月26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

東京西サトー製品販売 （通販）
ちょっと喜んでくれたら、たくさん嬉しい！〜第７回プレ金、6時間限定プレゼント！〜
2018年10月26日（金）12:00〜18:00まで、該当するオンラインショップ
でのお買い上げ総額10,000円（手数料込）以上で、「ほんのきもちです」
500円分のQUOカードをプレゼントします！
■日時 ： 2018年10月26日（金） 12:00〜18:00
■対象店舗 ： 以下のオンラインショップ
【直販】ハンドラベラー格安ショップ http://www.nishisato.shop/
【楽天】バーコードプリンタサトー製品販売 https://www.rakuten.co.jp/nishisato/
【Yahoo!】サトーオンラインショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/nishisato/
＜URL＞ http://nishisatoblog.jp/blog-entry-161.html

キャンペーン（小売）
NEXCO中日本 （静岡県/愛知県/神奈川県/長野県/岐阜県/三重県）
「プレミアムフライデーnanacoポイント3倍キャンペーン」開催！
プレミアムフライデー（月末金曜）を初めとする3日間（金・土・日）、電子
マネー「nanaco」をNEXCO中日本管内のSA・PAで利用すると「nanaco
ポイント」が通常の3倍になります！！
ぜひ、「nanaco」を使っておトクにポイントを貯めよう！
■日時 ： 2018年10月26日（金）〜10月28日（日）
■場所 ： NEXCO中日本管内のSA・PA
＜URL＞ https://sapa.c-nexco.co.jp/special?id=1188
（対象店舗はこちら） https://sapa.c-nexco.co.jp/Content/storage/pdf/s̲201810240833581814.pdf

ワインショップ エノテカ （全国）
【10月のプレミアムフライデー】 バローロ飲み比べ！
王と讃えられる偉大なイタリアワイン、バローロが1杯800円でオトクに飲める
チャンス！ ワインショップ・エノテカでは、バローロをグラスでオトクに楽しめる
ティスティングイベントを開催いたします。
※店舗によって提供するワインが異なります。
※1杯 800円(税込864円) / お一人様 ※50ml提供
（クラブエノテカ プレミアム 割引特典可）
※各店、各グラス先着14名様限定 ※お一人様各グラス1杯まで
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： ワインショップ・エノテカ 各店
＜URL＞ https://www.enoteca.co.jp/shop/premium̲f̲10

オートバイ用品専門店 ２りんかん （全国）
プレミアムフライデーは２りんかんポイント最大5倍
毎月月末の金曜日は「プレミアムフライデー」。
２りんかんポイントが最大5倍！

■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： オートバイ用品専門店 ２りんかん 各店
＜URL＞ https://2rinkan.jp/sale̲campaign/premium-Friday/

キャンペーン（小売）
AOKI （全国）
AOKIのプレミアムフライデー特別企画
月末金曜日はAOKIでちょっとお得に。
クーポン公開は10/26（金）15:00頃を予定しております。

■日時 ： 2018年10月26日（金） 16:00〜
■場所 ： AOKI 各店
＜URL＞ https://www.aoki-style.com/static/premium̲friday/

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。プレミアムな特典をご紹介。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年10月26日（金）〜10月28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/1287050.html

パソコン工房 （通販）
週末はじっくりお買い物。プレミアムフライデー特集
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10月26日(金)12:00〜10月29日(月) 11:00まで
タイムセール開催予定 : 2018年10月26日(金)17:00〜23:59まで
＜URL＞
https://www.pc-koubou.jp/pc/premium̲friday.php?utm̲source=pr&utm̲medium=p181024̲2&utm̲campaign=p01

キャンペーン（飲食）
串カツ田中 （全国）
10月のプレミアムフライデーはFUN + WALK PROJECTとコラボ！
10月26日(金)プレ金は全店15時OPEN×終日串カツ全品108円×
FUN＋WALKアプリ利用者限定ご褒美セットを限定販売いたします。
同時開催：10月22日(月)〜25日(木)はプレミアムWEEK。
18時までの来店で串カツ全品108円。
皆さまのご来店をお待ちしております！
■日時 ： 2018年10月26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.co.jp/news/entry/717

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10月26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10月26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）
不二家レストラン （全国）
不二家レストラン店舗限定 10/26(金)は「プレミアムフライデー」！
不二家レストランでは、10/26（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10月26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/2018/100401.html

サーティワンアイスクリーム （全国）
プレミアムフライデーは、みんなで楽しめるバラエティパックがおすすめ！
毎月末の金・土・日は、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）をお買い上げのお客様に、レギュラーシングルコーン
プレゼント券を差し上げています。
10月は26日(金)、27日(土)、28日(日)の3日間で実施！
みんなの大好きなフレーバーを詰め込んで、おうちを笑顔いっぱいにしませんか。
■日時 ： 2018年10月26日（金） 〜10月28日（日）
■場所 ： 全国のサーティワンアイスクリーム
＜URL＞ https://www.31ice.co.jp/contents/topics/170520̲01.html

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）
開店から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にて
全国の銀座ライオン、YEBISU BAR（一部店舗除く）にてヱビス生ビール各種
を、開店時間から18時まで半額で提供します。
・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10月26日（金） 開店〜18:00
※本キャンペーンは、10月以降年内の毎週金曜日に実施中！
■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）
デニーズ （全国）
【10/26(金)15時〜】 プレミアムフライデー限定ク̶ポン配信！
更新済

10/26(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10月26日（金） 15:00〜24:00（閉店）
■場所 ： 全国のデニーズ
＜URL＞ https://denimoba.jp/mobile/news/566

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

キャンペーン（飲食）
フルーツピークス （福島県/宮城県）
10月のシークレットボックスは26日！
プレミアムフライデー恒例の「シークレットボックス」！
10月は26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。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※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。
※つくば店は、周年祭期間となりますので、今月の実施は致しません。
何卒ご了承下さい。
■日時 ： 2018年10月26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
■場所 ： フルーツピークス 各店
＜URL＞ https://www.fruitspeaks.jp/news/#775

（一社）塩尻市観光協会 （長野県）
プレミアムフライデー ワインバー開催
毎月のプレミアムフライデーに併せ塩尻駅前で16:00〜19：00に
ワインバーを開催しています。今月は10月26日（金）です。
時間は16：00〜19：00 場所は塩尻駅東口
ワイン１杯300円〜。ジュース1杯150円 で販売します！

■日時 ： 2018年10月26日（金） 16:00〜19:00
■場所 ： 塩尻駅東口
＜URL＞ https://tokimeguri.jp/event/1704.php

キャンペーン（飲食）
アウトバックステーキハウス 名古屋栄店 （愛知県）
10/26(金)限定！プレミアムフライデー特典実施
名古屋栄店では、10/26(金)は通常より1時間早くOPENして、16:00〜
17:00限定で下記のメニューが【通常の50％OFF】でお楽しみいただけます。
・リブアイ・ステーキ ¥3,400 (税込) → ¥1,700(税込)
・ガーリック・ステーキ ¥2,200 (税込) → ¥1,100(税込)
・ブラック・ペッパー・ステーキ ¥2,200 (税込) → ¥1,100(税込)
・オージー・チーズフライSmall ¥630 (税込) → ¥315(税込)
■日時 ： 2018年10月26日（金） 16:00〜17:00
■場所 ： アウトバックステーキハウス 名古屋栄店
＜URL＞ http://www.outbacksteakhouse.co.jp/topics/images/topic̲pic20181004̲l.jpg

シーズダイニング ワンダー店／天白店 （愛知県）
いつもの花金が、いつもよりもお得な花金に。
プレミアムフライデーには、お得な限定メニューや
セットメニューを提供します。
・限定メニュー ミックスフライ定食 500円
・ビールセット（瓶ビール（中瓶）＋枝豆） 550円
・山盛りポテトフライ 通常320円 → 100円
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： シーズダイニング ワンダー店／天白店
＜URL＞ http://www.p-castle.co.jp/dining/menu-friday.php

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。
プレミアムフライデーは地ビールフェスタ in 米子に行こう！
「地ビールフェスタ in 米子」の第3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「ハロウィン」をテーマに、10月26日に開催されます。
仮装コンテストあり、お子さんへのお菓子のプレゼントあり、出店者・スタッフは仮
装で接客と、「ハロウィンならでは」がいっぱいです。
10月26日は、ぜひ「地ビールフェスタ in 米子」でお楽しみくださいませ。
■日時 ： 2018年10月26日（金） 15:00〜21:00
※11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＞ https://www.city.yonago.lg.jp/item/30545.htm
http://craftbeer-yonago.com/

□□■■■ 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

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 10月26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。
『NGKプレミアムフライデーオールナイトライブ ハロウィン Music Night 〜歌ネタあり!ダンスあり!コスプレあ
り!今夜は朝まで音楽で騒ごう!〜（なんばグランド花月） 』など、この日だけ楽しめる公演もございます。
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
【宮城】 まつトミ・お野菜太郎・いいじまたくま 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／FM岩手「花金
ラジオ」内でのPR／ラジオ花巻「フラワーガーデン」にてPR
【山形】 ソラシド 「よしもとGYUGYUライブ」内にてPR／レギュラーラジオにて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
【茨城】 オスペンギン 水戸市内にて告知活動
【東京】 蓮華 ヨッシャ比留間 ストロベビー スカチャン 葛飾区産業フェア内PR 【神奈川】 レギュラー 社会福祉協議会イベント内PR
【静岡】 ヌマンズ 原いい日 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしょうすけ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ 西本 劇場公演「ヌマンズ原特別企画」を１ドリンク付で提供
【石川】 ぶんぶんボウル 金沢駅前でステッカー配布
【福井】 飯めしあがれこにお とんとんびょうし寄席イベントにて来場者に告知＆ステッカー配布
【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
【奈良】 十手リンジン 内膳町秋祭りにてプレミアムフライデーPR予定 ／ ならどっとFM レギュラー番組 での告知 【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／和歌山MIO館内放送にてPR
【山口】 どさけん、 ふく太郎ふく子 県内企業へお邪魔してPR
【島根】 奥村隼也 メグちゃん 出雲市でPR
【愛媛】 フジノミヤ あいスタライブにてプレミアムフライデー告知。ステッカー配布／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 マサル 新天町商店街でのプレミアムフライデーPR
【佐賀】 ひのひかり智 営業先でステッカー配布
【宮崎】 チキンナンゴー 繁華街でのステッカー配布／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
●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／ソレイユなおと 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!!」にてPR

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）
【秋田】
【福島】
【長野】
【栃木】
【群馬】
【茨城】
【千葉】
【埼玉】
【東京】
【山梨】
【富山】
【福井】
【三重】
【岐阜】
【大阪】
【京都】
【岡山】

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
ぺんぎんナッツ レギュラー放送「ヨジデス」にてPR、配信にて告知／三瓶 レギュラー放送「ｺﾞｼﾞてれ」にてPR
こてつ レギュラーラジオ「ともラジ」にてPR ／レギュラーラジオ「びんびんサタデー」にてPR
上原チョー・ベリー大坪 レギュラーラジオにてPR
アンカンミンカン FM群馬「ビジネタ！」内にてPR
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
もぐもぐピーナッツ プレミアムフライデー SHOWROOM特別配信
天狗 プレミアムフライデー SHOWROOM特別配信
キャベツ確認中 SHOWROOMプレミアム配信
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
フィッシュ＆チップス レギュラーラジオにて告知
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
カツラギ いなべFM「ｻﾀﾃﾞｰｲﾅﾍﾞｰｼｮﾝ」出演時にPR
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
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
モンブラン エフエムうじ「以心伝心」内コーナー「あなた出番ですよ」へゲスト出演し、プレミアムフライデーについてPR
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」にてPR
【鳥取】 ほのまる レギュラー番組 DARAZ FM「夕刊DARAZ＋」でPR
【香川】 風亀丸いわしてんぐ・まるがめくん FM高松レギュラーラジオ「Action!!815」内にてPR、ステッカー配布
【徳島】 ええでないか西浦 FM徳島レギュラーラジオ「夕日に向かってええでないか〜。」にてプレミアムフライデーPR、ステッカー配布
【高知】 淀家萬月 FM高知収録番組にてプレミアムフライデー告知
【福岡】 ぶんぶん丸 レギュラー番組「とりまラジオ」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
【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】
【大阪】
【大阪】
【大阪】
【大阪】
【大阪】
【大阪】
【大阪】
【大阪】

スキンケア大学 西淀川区イベント３会場で告知、ステッカー配布
ミルクボーイ 天王寺区イベント「筋力トレーニング教室」の会場で告知、ステッカー配布
村一番 東成区イベント「東成ソケット」の会場で告知、ステッカー配布
アンビシャス 2018東住吉区民フェスティバルにてＰＲ、ステッカー配布
美たんさん 鶴見区において、口頭ＰＲ、ステッカー配布
雷鳴 住之江区稼働案件において、口頭ＰＲ、ステッカー配布
月亭八織 福島区案件「福島区民まつり」にてＰＲ、ステッカー配布
田津原理音 生野区案件「生野まつり」にてＰＲ、ステッカー配布
ＺＵＭＡ 大正区稼働案件において、口頭ＰＲ、ステッカー配布

●TV・ラジオ番組等におけるPR
【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

キャンペーン（サービス）
JR東日本 JRE POINT （全国）
10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10月26日（金） 0:00 〜 10月28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/0060000163

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/

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/

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）
10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！！
①10月26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、10月28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10月26日（金） 〜 10月28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/premium̲friday̲10.html

松竹マルチプレックスシアターズ （全国）
10月26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10月26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。10月26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10月26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

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！
10/26(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10月26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【10月】』をご参照ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）
<URL> https://www.spat4pp.jp/spat4/pp

ローズマリー （全国）
10/26(金) 「プレミアム フライデー」 美容イベント開催！
《橋本店を除く全店》
「シェルクルール リプライローション」のハンドタッチを実施いたします。ロングセラー化
粧水の浸透力を、ぜひお手元でお試しください！
《橋本店》
「リルレシピ シェイクエマルジョン」のハンドタッチを実施いたします。「化粧水」・「保湿
オイル」・「天然花エッセンシャルオイル」の1本3役 オーガニック乳液のうるおいを、ぜ
ひお手元でお試しください！
※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10月26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

カフェトーク （(株)スモールブリッジ） （オンライン）
いつもの月末に世界のスパイスを カフェトーク
「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプを
使って、80カ国を超える日本・世界中の1,000人以上の講師からマンツーマンのオ
ンラインレッスンが予約及び受講できるサイトです。
ちょっと早く帰れる月末金曜日は、カフェトークのレッスンで世界と繋がってみませ
んか？
普段会えない時間帯の先生や取れないレッスンと巡り会えるかもしれません☆
是非お試しください♪
■日時 ： 2018年10月26日（金）
<URL> https://cafetalk.com/campaign/2018/premium-friday/10/?lang=ja

キャンペーン（サービス）
山形ファミリーボウル （山形県）
2018年10月度プレミアムフライデー開催
今月は10月26日(金)開催です 月末金曜はちょっと豊かに…
この日だけ特別です！ お昼12時から投げ放題開始しちゃいます＼(^o^)／
最大2時間で1000円 学生の皆さんは「学得カード」使えます
うれしいドリンクバー付いてます！
----------------------------来月は11月30日(金)開催予定です
■日時 ： 2018年10月26日（金） 12:00から19:00まで受付
■場所 ： 山形ファミリーボウル （山形市北町2丁目2-45）
<URL> https://yamagatafamilybowl.themedia.jp/posts/4617006?categoryIds=1363845

いちの湯水戸店/古河店 （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
いちの湯では、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10月26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）

いちの湯古河店
（茨城県古河市坂間185-1）

<URL> http://itinoyu.com/mito/premiumfriday.html http://www.itinoyu.com/koga/premiumfriday.html

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。
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10月26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/

キャンペーン（サービス）
タイムジップス24 （東京都）
Enjoy！ プレミアムフライデー
月末金曜はオトクにゴルフを楽しもう！
詳細は以下のURL中、プレミアムフライデーキャンペーン
をご覧ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： タイムジップス24 （西東京市芝久保町5-8-2）
<URL> http://www.west-tokyo.co.jp/timezips/campaign/

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10月26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/

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10月26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/pf1018.pdf#view=FitV

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10月26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、
『プレミアムフライデー』に合わせて骨格メンテナンス（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10月26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

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！サッポロプレミアムYEBISU350ml ６本パックをプレゼントい
たします。さらに、オリジナルグラスとLOTTEのトッポハロウィンバージョン
各１個もお付けします！
※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10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/premium-friday/index.html

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10月26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=1011

江坂ゴルフセンター （大阪府）
プレミアム女性優待デーは10月26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10月26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10月26日（金）
■場所 ： 帝国ホテル大阪
<URL> https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/restaurant/other̲plan/plan/premium̲friday.html

キャンペーン（サービス）
エコレンタカー交野店 （大阪府）
エコレンタカー流 プレミアムフライデーの過ごし方
毎月末金曜日はいつもより少し早めに仕事を終えて、家族や友人、大切な人と
いつもよりちょっと豊かな休日を過ごしませんか!?
エコレンタカーではワゴンRを始めとした軽ワゴンクラスや、フィット、ソリオなどの
コンパクトカー、大人数でお出かけの際はミニバンクラスを特別価格でご用意致
しました。
プレミアムフライデーにふさわしいプレミアムな料金で普段はいけないスポットや
旅行の計画を立ててみませんか？ 詳細は、以下のURLをご参照ください。
■場所 ： エコレンタカー交野店
<URL> https://ecoren.jp/premium̲friday/

ボートピア梅田 （大阪府）
10/26（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［11/1(木)〜10(土)］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10月26日（金） 15:00〜20:00
■場所 ： ボートピア梅田
<URL> http://www.boatrace-suminoe.jp/umeda/event/?storyid=533

□□■■■ 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

その他
太田市美術館・図書館 （群馬県）
１０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 映画上映会
10月のテーマは「歴史大スペクタクル」
月末金曜は、ちょっと豊かに。「映画を見よう」
■日時 ： 2018年10月26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/2612.html

国立科学博物館 （東京都）
１０月の夜間開館関連イベントについて
10月26日（金）は、以下のイベントの開催を予定しています。
詳細は、以下のURLからご確認ください。
○18：30〜 プレミアムトーク 特別展 明治150年記念「日本を変えた千の技術博」の見所
○18：00〜 企画展「標本づくりの技−職人たちが支える科博−」 プレミアムフライデー ギャラリートーク
○17：00より30分毎 全方向から恐竜を解説！「ＶｘＲダイナソー®」で見るティラノサウルス・トリケラトプス
○17:00以降に商品をご購入いただいた方に、オリジナル絵葉書をプレゼント
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： 国立科学博物館
<URL> https://www.kahaku.go.jp/news/2018/premium̲10/

丸の内 行幸マルシェ 実行委員会 （東京都）
プレミアムマルシェ
毎月最終金曜日は「プレミアム」の日！
毎週金曜日に開催している行幸マルシェも、この日だけの「プレ
ミアムマルシェ」に。
さらに、お買上げ金額税込1,000円毎にもらえるチケットを2枚
集めると、抽選で素敵な賞品をプレゼント！
■日時 ： 2018年10月26日（金） 11：30〜19：30
■場所 ： 行幸地下通路 （東京駅直結）
<URL> https://www.marunouchi.com/event/detail/13977/

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。
10月は『定時(までに)退社して健康・スポーツの秋を楽しもう！』
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/

大阪市立中央図書館 （大阪府）
ビジネススキルアップのための日経テレコン活用講座
一歩すすんだ企業研究、経済研究におすすめの商用データベース日経テレコン
の活用講座です。
ビジネスにおすすめのデータベース日経テレコンの活用について、日経テレコン
担当講師よりお話いただきます。講座終了後、体験用端末で操作可能です。
※商用データベース日経テレコンは「記事検索」「企業検索」「人事検索」「データ＆
ランキング」など日本経済新聞・日経専門紙の記事データベース、企業・人事情報
の検索ができるデータベースです。

皆様ぜひお越しください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）14:00〜15:30 （開場13:30）
■場所 ： 大阪市立中央図書館 ５階中会議室
■定員 ： 30名（当日先着順）
<URL> https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index.php?key=jo1gw24tz-510

咲っく南花台.com （大阪府）
「南花台のわ！」 南花台プレミアムフライデー
人とまちがつながるお買い物企画、偶数月の最終金曜日開催！
偶数月最終金曜日には、お買い得商品やお得な限定サービスが飛び出す
「南花台のわ！プレミアムフライデー」の日。
今月は10月26日（金）の開催です。
南花台のパン屋さん・病院・薬屋さん・美味しいレストラン。
様々なジャンルのお店がこの日限りの限定企画！まちをぐるっとまわりながら、
お得にお買い物しよう(^^)
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年10月26日（金）
■場所 ： 南花台プレミアムフライデー 参加店舗 （大阪府河内長野市）
<URL> http://nankadai.com/post̲25778

その他
あいち航空ミュージアム （愛知県）
大人のナイトミュージアム
10月26日（金）、27日（土）の２日間、あいち航空ミュージアムでは夜のミュージ
アムを開放する「大人のナイトミュージアム」を開催いたします。
展望デッキも開放し、「夜の空港解説（空港の灯火について）」や「YS-11機内公
開」、「フライングボックスの特別上映」、またカフェでは特別にアルコール販売（数
量限定）も行います。参加ご希望の方は、応募フォームよりお申込みください。
26日（金）はプレミアムフライデーです！！ みなさまぜひお越しください！

■日時 ： 2018年10月26日（金）、10月27日（土） 18:30〜21:00
■場所 ： あいち航空ミュージアム （愛知県西春日井郡豊山町（県営名古屋空港内））
■募集人数 ： 各日先着200名
<URL> https://aichi-mof.com/events/2018/10/night-museum.html

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10月26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/

