１２月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2018年12月27日
プレミアムフライデー推進協議会
明日28日（金）は、今年最後のプレミアムフライデーです。年越しの準備はもう万全でしょうか？
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。

【１２月の取組事例】
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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） 静岡東急スクエア（静岡県）
アスティ静岡（静岡県） イオンモール浜松志都呂（静岡県） オアシス２１ （愛知県）
北大路ビブレ（京都府）

クリスタ長堀（大阪府）

イオンモール出雲（島根県）

HIRAKATA T-SITE（大阪府）

イオンモール岡山（岡山県） エールエール Ａ館専門店街 （広島県）
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宮交シティ （宮崎県）

シュープラザ／東京靴流通センター（全国）

キャスティング（全国）

ウインザーラケットショップ（全国）

アーバンリサーチグループ 「UR CLUB」（全国）

Ane Mone ‒アネモネ- web SHOP（オンライン）

粧苑中央（山形県） ダブルデイ 大船ルミネウィング店（神奈川県）
LOFT（全国） コスメティクスアンドメディカル（東京都/神奈川県）
セレオ甲府（山梨県） イオンモール鶴見緑地（大阪府）

BOOKOFF（東京都/神奈川県）

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）

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）
シーズダイニング ワンダー店／天白店 （愛知県）

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）
ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国）
セントラルスポーツ（全国）

サントリービール（全国）

三井住友VISAカード ココイコ！（全国）

松竹マルチプレックスシアターズ（全国）

カフェトーク（(株)スモールブリッジ）（オンライン）
バンダイナムコアミューズメント（全国）

トレイダーズ証券（オンライン）

ローズマリー（全国）

雫石スキー場（岩手県）

東京ドームシティ（東京都）

タイムジップス２４（東京都） 浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県）

ネッツトヨタ東名古屋（愛知県）

アソビックスびさい（愛知県） ボディメンテナンスサロン「ユーラシィー」（滋賀県）
エコレンタカー交野店（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）
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）
防府市地域公共交通活性化協議会 （山口県）

山口市公共交通委員会 （山口県）

まつちかタウン（愛媛県）

□□■■■ 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 12月の事例】

キャンペーン（小売）

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12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： さくら野百貨店 弘前店 対象店舗
＜URL＞ https://sakurano-dept.jp/dnt2/̲hirosaki//access/files/8/1544859903̲puremium201812.pdf

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12月28日（金）〜12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/201812.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。
12月のプレミアムフライデーは28日（金）〜31日（月）。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月31日（月） ※最終日は午後6時まで
■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12月28日（金）
■場所 ： そごう横浜店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/event-premiumfriday.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12月28日（金）〜12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=3283

そごう川口店 （埼玉県）
プレミアムフライデー
毎月末の金曜日は早めに仕事を終わらせて、ちょっぴり贅沢で豊かな時間を。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： そごう川口店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/kawaguchi/topics/page/09remiumf.html

キャンペーン（小売）
新潟伊勢丹 （新潟県）
12月28日(金)プレミアムフライデー限定レストランメニュー
12月28日(金)プレミアムフライデーレストラン街特別メニューのご案内です。
ご紹介のメニューは当日３時〜夜9時までの限定メニューとなります。
皆さまのご来店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12月28日（金） 15:00〜21:00
■場所 ： 新潟伊勢丹７階＝レストラン街（イートパラダイス）
＜URL＞ https://i.isetan.co.jp/niigata/blog/2018/12/181228premiumfriday.html

岐阜タカシマヤ （岐阜県）
12月プレミアムフライデーのご案内
タカシマヤ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12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： 岐阜タカシマヤ 地階・1階食料品売場/11階レストラン街/2階/6階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/gifu/topics/other.html#os6061

西武大津店 （滋賀県）
月末金曜日は、ちょっと豊かに。プレミアムフライデー
月末金曜日、ちょっとおトクに。
対象売場では、ちょっとおトクな特典などご用意しております。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： 西武大津店 2階＝ウィズヘアデザイン、7階＝対象レストラン、開運館E＆E
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/otsu/topics/page/premiumfriday201812.html

キャンペーン（小売）
大阪タカシマヤ （大阪府）
プレミアムな週末 あなたの過ごし方は？
月末の金曜日は、早めに仕事を終えて豊かな週末を。
大阪タカシマヤが、プレミアムフライデーから始まる週末を応援！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： 大阪店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/osaka/premium̲friday/index.html

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12月28日（金）〜12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/201812-premiumfriday.html

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）
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、12月28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12月28日（金）
■場所 ： ＪＲタワー 対象店舗
＜URL＞ http://www.jr-tower.com/premiumfriday

サンピアザ・デュオ （北海道）
月末金曜は、ちょっと豊かに。
プレミアムフライデー
サンピアザ・デュオで 金曜日を楽しもう。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： サンピアザ・デュオ 対象店舗 （札幌市厚別区厚別中央2条5丁目）
＜URL＞ http://www.sunpi-duo.com/common/pdf/premium̲friday.pdf

アプリーズ （青森県）
月末金曜は「プレミアムフライデー」
年末ですが、月末金曜なので、、、やります！ 「プレミアムフライデー」
今月は、12月28日（金）。各ショップ限定プライスや、お得な特典を実施いたします。
ぜひ、月末金曜はアプリーズでお買い物をお楽しみくださいね！
詳しくは、以下のURL内イベント情報のページをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28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）
ヒロロ （青森県）
ヒロロ×プレミアムフライデー
１２月のプレミアムフライデーは、２８日（金）開催！
今年最後のプレミアムな日をヒロロで・・・。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： ヒロロ 対象店舗
＜URL＞ http://www.hiroro.co.jp/hnews̲details.html?id=479

イオンモール下田 （青森県）
イオンビッグフライデー

毎月最終金曜日から3日間はビッグフライデー
専門店にてお得なサービスをご用意しております。

■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： イオンモール下田 対象店舗
＜URL＞ http://shimoda-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

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
対象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12月28日（金）〜12月30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

キャンペーン（小売）
エスパル 福島／郡山／山形 （福島県／山形県）
月末の金曜日はエスパルへ
月末の金曜日は、お仕事をちょっぴり早めに切り上げて、
どうぞエスパルでのお買い物やお食事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12月28日（金）

※一部12/30（日）まで

■場所 ： エスパル 福島／郡山／山形
＜URL＞ （福島） https://www.s-pal.jp/fukushima/event/#event21505
（郡山） https://www.s-pal.jp/koriyama/event/#event24335
（山形） https://www.s-pal.jp/yamagata/event/#event15135

アティ郡山 （福島県）
アティのプレミアムフライデー
アティのプレミアムフライデーは、プレミアム駐車サービスと
プレミアムキャンペーンを実施!!
月末金曜は、気軽に来店！おトクに買物！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： アティ郡山 4〜8F専門店フロア対象
＜URL＞ http://ati-koriyama.net/campaign/archive/?id=1545505520

ウイング高輪 （東京都）/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。
ウィング高輪/ウイング新橋/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12月28日（金）
■場所 ： ウイング高輪/ウイング新橋/ウイング久里浜 対象店舗
＜URL＞ （高輪） http://www.wing-net.ne.jp/takanawa/eventnews/#article835
（新橋） http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article842
（久里浜） http://www.wing-net.ne.jp/kurihama/eventnews/#article825

キャンペーン（小売）
シーフォートスクエア （東京都）
「プレミアムフライデー×シーフォートスクエア」
今年最後のプレミアムフライデーは仕事納めの方も多い12月28日です！
ちょっとオトクなプランで今年最後をシーフォートスクエアで楽しく締めくくりましょう！
今月も各店サービス実施店舗でお待ちしています。
店頭のポスターが目印です！
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： シーフォートスクエア 対象店舗
＜URL＞ https://www.e-tennoz.com/blog/archives/7299

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月30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12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

横浜ベイクォーター （神奈川県）
12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対象店舗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SHOP NEWSページをご覧ください。
■日時 ： 2018年12月28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）
新横浜プリンスペペ （神奈川県）
12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
☆プレミアムフライデー特典対象店舗については、
以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28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/#1927

青葉台東急スクエア （神奈川県）
プレミアムフライデー（12/28） 〜月末金曜は、ちょっと豊かに〜
2018年12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12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/cname̲20181013153048.pdf

東急プラザ戸塚 （神奈川県）
毎月最終金曜日はプレミアムフライデー！
館内ショップのプレミアムなサービス！
一部対象店舗にてプライスOFFやノベルティプレゼント、特価品
ご用意などプレミアムフライデー限定のサービスを実施いたします。
毎月最後の金曜日は、東急プラザとプレミアムな休日を。
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： 東急プラザ戸塚 対象店舗
＜URL＞
https://totsuka.tokyu-plaza.com/sites/default/files/images/shisetsu̲event/27/PDF̲1010̲Shop̲PF̲B1.pdf

キャンペーン（小売）
川崎アゼリア （神奈川県）
【12/28】プレミアムフライデー
月末金曜日はちょっと豊かに。
今月も、川崎アゼリアにプレミアムフライデーが登場です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： 川崎アゼリア 対象店舗
＜URL＞ http://www.azalea.co.jp/pdfdata/227̲15455795355c217b14a7471

ラスカ茅ヶ崎店 （神奈川県）
choi呑み！ １セット500円（税込）
12/22(土)〜12/28(金)の期間、対象ショップでchoi呑みを開催致します。
みなさまぜひご利用下さいませ！
※プレミアムフライデーの28日は15時からの開催です！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： ラスカ茅ヶ崎店 対象ショップ
＜URL＞ http://www.lusca.co.jp/chigasaki/news/921/

アリオ橋本 （神奈川県）
プレミアムフライデー
12月28日（金）、対象店舗にてポイントアップやOFF企画を
実施します。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： アリオ橋本 対象店舗
＜URL＞ http://www.ario-hashimoto.jp/web/value/premium-friday.html

更新済

キャンペーン（小売）
本厚木ミロード （神奈川県）

更新済

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12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

イクスピアリ （千葉県）
イクスピアリのプレミアムフライデー
お得に食事やショッピングを楽しもう！
イクスピアリのプレミアムフライデー12/28（金）
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： イクスピアリ 対象店舗
＜URL＞ https://www.ikspiari.com/ent/event/1211633̲23843251.html

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12月28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

キャンペーン（小売）
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12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/event/?id=1469

西武本川越ペペ （埼玉県）
どうする？月末金曜日。
毎月末の金曜日は プレミアムフライデー!!
全館プリンスポイント3倍★
西武本川越ぺぺではお買い得な商品を取り揃えております♪
ぜひ、ご利用くださいませ。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： 西武本川越ぺぺ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/event/?id=1916

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12月28日（金） 16:00〜 ※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

キャンペーン（小売）
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12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/20181217200525̲sOvEKq.pdf

静岡東急スクエア （静岡県）
12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12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

アスティ静岡 （静岡県）
12月28日（金） プレミアムフライデー
月末金曜は、ちょっと豊かに。
アスティ静岡のお得なサービスは、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： アスティ静岡 対象店舗
＜URL＞
https://www.asty-shizuoka.co.jp/asty/core/wp-content/uploads/2018/12/premium̲friday̲2018̲12̲hp.pdf

キャンペーン（小売）
イオンモール浜松志都呂 （静岡県）
イオンビッグフライデー

今月のBIG FRIDAYは12月28日(金)〜30日(日)の3日間！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： イオンモール浜松志都呂 対象店舗
＜URL＞ http://hamamatsushitoro-aeonmall.com/special/lists/bigfriday201812

オアシス２１ （愛知県）
プレミアムフライデーは オアシス２１で
月末金曜は 早めに仕事を終えて ちょっと豊かな時間を オアシス２１で
過ごしませんか オアシス２１では ショップのおトクなサービスが満載!!
友だちや家族とお酒を楽しんだり ほしかったものを見つけにショッピング
を楽しんだり 自分磨きや お茶を飲んでゆっくりした時間を過ごすのもこの
日ならピッタリですね プレミアムフライデーは もっと♡オアシス２１で

■日時 ： 2018年12月28日（金） 15:00〜
■場所 ： オアシス２１ 対象店舗
＜URL＞ https://www.sakaepark.co.jp/event/premium.php?id=1048&day=20181228

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！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12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）
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、12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12月28日（金）
■場所 ： クリスタ長堀 対象店舗
＜URL＞ https://www.crystaweb.jp/event/pf/

HIRAKATA T-SITE （大阪府）
12月28日は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。
12月28日は枚方Tサイトで ちょっと豊かに過ごしませんか?
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： HIRAKATA T-SITE 対象店舗
＜URL＞ http://real.tsite.jp/hirakata/news/2018/12/t-site-news1228.html

イオンモール出雲 （島根県）
イオン ビックフライデー ”プレミアムライブ”
【出演】出雲吹奏楽団 「音楽の街・出雲」出雲市の北山をバックに吹奏楽をラ
イブ感覚でお客さまも一緒にお楽しみください。
3階 フードコート特設会場で開催いたします。是非ご鑑賞ください！
当日は「プレミアムライブ特典」もご用意！
詳しくはこちら http://izumo-aeonmall.com/news/event/1007
毎月、月末の週末 金曜からの3日間連続 「プレミアムフライデー 開催内容」
詳しくはこちら http://izumo-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday
■日時 ： 2018年12月28日（金） 18:30〜
■場所 ： イオンモール出雲 3階 フードコート特設会場
＜URL＞ http://izumo-aeonmall.com/news/event/1006

更新済

キャンペーン（小売）
イオンモール岡山 （岡山県）
ビッグフライデー！
毎月、月末の週末は「イオン ビッグフライデー」。
イオンモール岡山でごゆっくりお過ごしください。
「プレミアムフライデー」に合わせて、毎月最後の金曜日から「ビッグフライデー」
を開催！ ご家族や仲間と待ち合わせて、いつもの週末とはちょっと違う
ショッピングやイベントをお楽しみください♪
■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： イオンモール岡山 対象店舗
＜URL＞ http://aeonmall-okayama.com/news/event/1209

エールエール Ａ館専門店街 （広島県）
毎月プレミアムフライデーはエールエールポイント５倍！
月末金曜は、ちょっと豊かに。
毎月プレミアムフライデーはエールエールポイント５倍！
ポイントカードでお買い上げの会員様に通常の５倍のエールエールポイントを進呈。
また《セゾン》カードでのお支払いでもポイントを進呈。
※ミレニアムセゾン／＜ＰＡＲＣＯカード＞は除外
（詳しくは各ショップにお問い合わせ下さい。）
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： エールエール Ａ館専門店街
＜URL＞ http://www.yaleyale.jp/?cn=100612

イオンモール徳島 （徳島県）
毎月、月末の週末金曜からの３日間限定☆
イオンビッグフライデー開催!!
イオンモール徳島で、いつもの週末とはちょっと違うショッピングやイベントを
お楽しみください♪

■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： イオンモール徳島 対象店舗
＜URL＞ http://tokushima-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

キャンペーン（小売）
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？
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： エミフルMASAKI 対象店舗
＜URL＞ http://emifull.jp/other/premium-friday/

イオンモール新居浜 （愛媛県）
「AEON BIG FRIDAY」
毎月、月末の週末金曜からの3日間連続
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： イオンモール新居浜 対象店舗
＜URL＞ http://niihama-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday̲niihama

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12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

キャンペーン（小売）
宮交シティ （宮崎県）
月末金曜日はちょっと豊かに 『プレミアムフライデー』
月末金曜は、ちょっと豊かに。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12月28日（金）
※一部の店舗は12月28日（金）〜12月30日（日）までの3日間
■場所 ： 宮交シティ 対象店舗
＜URL＞ https://www.miyakocity.com/topics/1101/

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12/28（金）〜12/31（月） ４日間有効のクー
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》 12/27（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12月28日（金）〜12月31日（月）
■場所 ： 全国のキャスティング店舗
＜URL＞ https://castingnet.jp/news/detail.php?no=70597

シュープラザ／東京靴流通センター （全国）
『靴の下取り3倍キャンペーン』を開催中です！
履かなくなった不要な靴をお持ちいただくと、
通常は1足につき200円分の割引券のところ、
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。
新しい靴をおトクに手にいれましょう！
※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。
※割引券は1足2,000円（税抜）以上の商品について、
商品価格 2,000円（税抜）毎に割引券1枚をご利用いただけます。
（値下げ品にもご利用いただけます。）

■日時 ： 〜 2019年1月9日（水） まで
■場所 ： シュープラザ、東京靴流通センター ほか 各店 （※一部店舗では下取りを実施しておりません。）
＜URL＞ https://www.chiyodagrp.co.jp/shoeplaza/special/shitadori-3bai̲181129/

キャンペーン（小売）
ウインザーラケットショップ （全国）
【プレミアムフライデー】毎月末の金曜日はポイント5倍！！12/28(金)に開催！
プレミアムフライデーということで、ウインザーラケットショップでは『ポイント5倍』キャン
ペーンをウインザーラケットショップ店頭・オンラインショップで開催。
通常100円で1ポイント獲得のところ、5倍の「5ポイント」を獲得いただけます。
お得なキャンペーン、ウインザー「プレミアムフライデー」をぜひご利用ください！！
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： ウインザーラケットショップ全店、ウインザーオンラインショップ（一部店舗を除く）
＜URL＞ http://www.windsorracket.co.jp/news/?no=1566&c=01

アーバンリサーチグループ 「UR CLUB」 （全国）
12月28日(金)限定開催！プレミアムフライデー クーポンキャンペーン
アーバンリサーチグループの会員サービス「UR CLUB」の既存会員様限定で、
12月28日(金)にお使いいただける『プレミアムクーポン』をプレゼントいたします。
月末金曜日、ちょっとお得なお買い物をしませんか？
皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
クーポンをご利用いただくには会員サービス「UR CLUB」への入会が必要です。店舗
では、12月27日(木)までにご入会いただいている既存会員様のみクーポンをご利
用いただけます。キャンペーン当日にご入会いただいた場合、クーポンは発行されま
せんのでご注意ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： URBAN RESEARCH ONLINE STORE/URBAN RESEARCH グループ店舗 （※対象外店舗あり）
＜URL＞ http://www.urban-research.co.jp/news/campaign/2018/12/premiumfriday201812/

Ane Mone ‒アネモネ- web SHOP （オンライン）
プレミアムフライデー
12月28日（金）のプレミアムフライデー当日は、
税込5,000円以上のお買い上げで500円OFF！
クーポンは当日０時より獲得可能！

■日時 ： 2018年12月28日（金） 0:00〜23:59
■場所 ： Ane Mone ‒アネモネ- web SHOP
＜URL＞ http://www.sanpocreate.com/anemone/

キャンペーン（小売）
粧苑中央 （山形県）

更新済

毎月最終金曜はプレミアムフライデー
15時〜17時 ベネフィークエステ（1,200円＋税） ご利用の方に
ベネフィーク ビューティブースターをプレゼント！

■日時 ： 2018年12月28日（金） 15:00〜17:00
■場所 ： 粧苑中央 （山形県鶴岡市本町1-7-40）
＜URL＞ http://www.syouen.info/

ダブルデイ 大船ルミネウィング店 （神奈川県）

更新済

12月28日(金)はプレミアムフライデー！ポイント5倍♪
12/28(金)はプレミアムフライデー！
ダブルデイメンバーズカードのポイントを5倍進呈します♪
通常1,080円(税込)お買上げにつき10ポイント進呈のところ、
期間中は5倍の50ポイント進呈！
ダブルデイメンバーズカードは入会金・年会費無料で即日発行可能です。
この機会に、ぜひ大船ルミネウィング店へお越しくださいませ♪
■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： ダブルデイ 大船ルミネウィング店
＜URL＞ https://www.doubleday.jp/shopnews/1657

□□■■■ 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（小売）
LOFT （全国）
プレミアム3DAYS開催
ロフトが贈るプレミアムフライデーは、おトクにお買いものが楽しめる、
金曜日から始まるプレミアムな3日間。12月も開催いたします。
①ロフトアプリ スタンプ2倍キャンペーン
②ロフトカード10%OFF
※詳しくはアプリ「お知らせ」をご確認ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： LOFT 各店舗
＜URL＞ https://www.loft.co.jp/pages/premium3days/

コスメティクスアンドメディカル （東京都／神奈川県）
12/28と1/4はプレミアム歳末フライデーとプレミアム初売フライデー
ポイント還元３倍（６％）でお得です。
５倍、10倍還元の商品はそのままの倍率です。
ぜひお立ち寄りください。
※SK2の割引品は１倍ポイントとなります。

■日時 ： 2018年12月28日（金）／2019年1月4日（金）
■場所 ： コスメティクスアンドメディカル（オフィス街のドラッグストア） 各店舗
＜URL＞ https://cosmetics-medical.com/

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、12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12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）
セレオ甲府 （山梨県）
12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。
12月28日（金）は今年最後の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12月28日（金）
■場所 ： セレオ甲府 対象店舗
＜URL＞ https://www.celeo.co.jp/admin/news/pdf/tpp1181226132517.pdf

イオンモール鶴見緑地 （大阪府）
☆BIG FRIDAY☆
「プレミアムフライデー」に合わせて、イオンでは毎月最後の金曜日から
「ビッグフライデー」を開催！
ひと月がんばったココロとカラダをリフレッシュしたり。ご家族や仲間と待ち合わ
せて、いつもの週末とはちょっと違うショッピングやお食事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12月28日（金）〜12月30日（日）
■場所 ： イオンモール鶴見緑地 対象店舗
＜URL＞ http://tsurumiryokuchi-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday/63

キャンペーン（飲食）
串カツ田中 （全国）
本年最後のプレミアムフライデー！
12月28日(金)は全店15時OPEN×串カツ全品108円を実施いたします
〜月末金曜、何しよう？ 串カツ田中で大阪きぶん♪〜
2018年12月28日(金)プレミアムフライデー当日に、串カツ田中ほぼ全店を15時
オープンとし、串カツを全品終日108円で提供するキャンペーンを実施いたします。
「ソースの二度づけ禁止」や「手作りたこ焼き」を体験したり、「大阪発祥グルメ」を食
べて、串カツ田中で身近に手軽に大阪きぶんを味わおう！
■日時 ： 2018年12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/772

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12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12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）
不二家レストラン （全国）
不二家レストラン店舗限定 12/28(金)は「プレミアムフライデー」！
不二家レストランでは、12/28（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12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/2018/120701.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。
12月は28日(金)、29日(土)、30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12月28日（金） 〜12月30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12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/index.html?pScpremiumfriday

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！
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、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、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＞ https://www.livit.jregroup.ne.jp/company/news-release/article/premium-fridaysunday.html

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12月28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（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 （静岡県）
沼津ラクーンよしもと劇場
『ロビー交流会 プレミアムフライデーSP ちゅ〜りっぷのねぎらい忘年会』
＊ロビーで、忘年会をします！年末のプレミアムフライデーだけの特別イベントです！＊
１）当日券オフ!!
２）お客様には、ステッカープレゼント!!
■日 時 ： 2018年12月28日（金）

開場18:30 ／ 開演19:00

■場 所 ： 沼津ラクーンよしもと劇場
■公演名 ： 『ロビー交流会 プレミアムフライデーSP ちゅ〜りっぷのねぎらい忘年会』
■出演者 ： ちゅ〜りっぷ
■料 金 ： 前売ワンドリンク付き ￥1,500
当日ワンドリンク付き ￥1,800 → 当日券 割引料金 ￥1,500
<URL> http://www.yoshimoto.co.jp/numazu/schedule12.php#day28

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、ＤＶＤレンタル 新作・準新作・旧作 どれでも最大200円引き！

■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、
新作・準新作・旧作DVDが200円引き！
■対象製品 ： 「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド全商品
※週あたりお一人様1回（1枚）限りとなります。
※20歳以上の方限定のキャンペーンです。20歳未満の方は、ご利用いただけません。
※未開封のプレモルが対象です。開封済みの缶・瓶での特典はご利用いただけません。
<URL> https://www.suntory.co.jp/beer/premium/campaign/tsutaya/

キャンペーン（サービス）
JR東日本 JRE POINT （全国）
12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♪＊♪
※JRE POINT WEBサイトに登録したJRE POINTカードをお持ちの方のみが対象
です。
※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12月28日（金） 0:00 〜 12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/0060000171

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 ： 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）
セントラルスポーツ （全国）
「プレミアムフライデー」 ワンコイン体験を開催いたします！
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。
あなたも、ちょっと豊かな月末金曜を。
12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12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/2018/12/201812pfd.pdf
<URL> https://news.central.co.jp/notice/201812pfd

松竹マルチプレックスシアターズ （全国）
12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12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。12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12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

キャンペーン（サービス）
トレイダーズ証券 （オンライン）
スプレッド大幅縮小！ 「プレミアムフライデー・ハッピーアワー2018年12月」
「みんなのＦＸ」および「LIGHT FX」では、今月のプレミアムフライデーである12月28日（金）18：00〜22：00の
4時間限定で、FX口座において下記5通貨ペアのスプレッドを大幅に縮小する「プレミアムフライデー・ハッピー
アワー」を実施いたします。
いずれの通貨ペアのスプレッドもすでに業界最狭水準（※）で配信しておりますが、期間中はさらに縮小して低
コストでお取引いただけます。 （※）2018年12月13日自社調べ
お客様のご要望にお応えして、今回は高金利通貨を含む「みんなのＦＸ」および「LIGHT FX」の人気5通貨ペア
が対象となっておりますので、ぜひこの機会にお取引をご検討ください。
■対象通貨ペアおよび配信スプレッド
ポンド/円 （GBP/JPY） ：0.9銭→0.5銭
カナダドル/円 （CAD/JPY） ：1.6銭→0.5銭
南アフリカランド/円 （ZAR/JPY） ：1.8銭→0.5銭
トルコリラ/円 （TRY/JPY） :1.8銭→0.9銭
メキシコペソ/円 （MXN/JPY） ：1.8銭→0.3銭
いずれも原則固定（例外あり）で配信
■期間
2018年12月28日（金）18：00〜22：00
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
＞ 「みんなのＦＸ」プレミアムフライデー・ハッピーアワー
https://min-fx.jp/premiumfriday̲201812/
＞ 「LIGHT FX」プレミアムフライデー・ハッピーアワー
https://lightfx.jp/premiumfriday̲201812
スプレッドに関するリスクはこちら
https://min-fx.jp/premiumfriday̲201812/#risk

カフェトーク （(株)スモールブリッジ） （オンライン）
カフェトーク×プレミアムフライデー・ハッピーアワー
今月のプレミアムフライデーは12月28日！今月はハッピーアワーをご用意！
ページ掲載の対象レッスンを15〜21時の間に受講すると、後日30%ポイント
バック！
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12月28日（金） 15:00〜21:00
<URL> https://cafetalk.com/campaign/2018/premium-friday/12/?lang=ja

キャンペーン（サービス）
ローズマリー （全国）
12/28(金) 「プレミアム フライデー」 美容イベント開催！
店舗によって開催内容が異なります。サンプルのプレゼントをご用意している店舗も
ありますので、ぜひお立ち寄りくださいませ♪+ﾟ*
※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12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

バンダイナムコアミューズメント （全国）
12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！！
①12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、12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12月28日（金） 〜 12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/game̲center/premium̲friday12.html

雫石スキー場 （岩手県）
プレミアムフライデーナイター
今年もプレミアムフライデーナイターを開催いたします。
ナイターリフト券が3日間限定のプレミアムプライス!!
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月28日（金） 17:00〜19:00
■場所 ： 雫石スキー場 （岩手県岩手郡雫石町高倉温泉）
<URL> http://www2.princehotels.co.jp/page.jsp?id=226993

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12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/

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12月28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/#pf

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。
詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年12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/

キャンペーン（サービス）
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12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/18̲1228pf.pdf#view=FitV

アソビックスびさい （愛知県）
今年最後の金曜、みんなでボウリングしよう！
びさい店限定イベント。
15:00から営業終了まで、ボウリング２ゲーム＋貸し靴代込みで
お１人様 税込み500円。
※追加ゲームは １ゲーム220円にて追加する事ができます。
■日時 ： 2018年12月28日（金） 15:00〜
■場所 ： アソビックスびさい （愛知県一宮市篭屋3-9-1）
<URL> https://asobix-bisai.jp/event/1068

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12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

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/

江坂ゴルフセンター （大阪府）
プレミアム女性優待デーは12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12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12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

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]。
静岡市で行われるサービスやイベントをご案内します。
12月のテーマは『メリークリスマス！』。
以下のＵＲＬから検索してください。
なお、12月のシンボルイベントについては、21日（金）に青葉シンボル
ロードにおいて「ライトダウン＆キャンドルナイト」を開催いたしました。
<URL> http://www.at-s.com/event/featured/premium/

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。
この臨時便の運行にあわせて、府中市内１６の飲食店では、割引
やドリンク１杯サービスなどの特典が受けられます。
是非ぐるっとバスを利用して、府中市内の飲食店でおいしいお酒と
食事をお得にお楽しみください。
※リーフレットは府中商工会議所、府中市などで配布中です。
■臨時運航日 ： 2018年12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/

その他
山口市公共交通委員会 （山口県）
プレミアムフライデーは「山口市ノーマイカーデー」
「山口市ノーマイカーデー」の参加登録者を募集しています。参加者全員
に参加特典として市内発着のバスを半額で利用できる「バス半額手形」
と協賛店舗・施設でおトクなサービスが受けられる「特典サービス手形」
がついた『山口市ノーマイカーデーのるトクカード』をお渡ししています。
皆さまの積極的な参加をお待ちしています。
・山口市内での乗車もしくは降車に限ります
(高速バス、空港連絡バス、スーパーはぎ号を除く)
・市外発着であっても乗車区間全部の運賃が半額となります
・現金のみ利用可能です
・中学生以上(大人運賃)のみが対象です
・他の運賃割引(福祉優待バス乗車証、障がい者割引など)との併用は
できません。10円未満の端数は切り上げとなります
■対象者 ：山口市民及び市内の事業所・団体・学校に通勤・通学する方
■利用日 ： 2018年12月28日（金）
（2019年3月までの毎月月末金曜日（プレミアムフライデー））
■申込方法 ：所定の参加表明書を山口市公共交通委員会（事務局：山口市交通政策課）にメール、
ファックス、郵送等で御提出ください。
※取組の詳細や、最新の協賛店舗情報など、詳しくは以下のHPをご参照ください
<URL> http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/73/40203.html

防府市地域公共交通活性化協議会 （山口県）
プレミアムフライデーはバス半額手形でプレミアムな週末を
路線バスの利用促進として、毎月月末金曜日（プレミアムフライデー）に
路線バスを半額で利用できる「バス半額手形」の交付を開始します。ま
た、このバス半額手形を協賛店舗で提示するとお得なサービスが受けら
れます。
・乗降場所のいずれかが市内に限ります。
・支払いは現金のみ（バスカードは使えません）
・高齢者等バス・タクシー運賃助成券と併用できます。その他の割引制
度との併用はできません
・高速バス・観光バスには使えません
■対象者 ：市内在住の中学生以上（大人運賃）の方
（市内に通学、通勤されている方も含みます。）
■利用日 ： 2018年12月28日（金）
（2020年3月までの毎月月末金曜日（プレミアムフライデー））
■申込方法 ：申込書に必要事項を記入の上、各出張所または市総合政策課にお持ちください
※制度の詳細や、最新の協賛店舗情報、協賛店舗の登録など、詳しくは以下のHPをご参照ください
<URL> http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/3/bushangakutegata.html

その他
まつちかタウン （愛媛県）
お城下プレミアムフライデー
全国で実施されるプレミアムフライデー！
まつちかタウンでも開催します！
まつちかタウンの協力店舗で割引サービスや限定メニューなど、お得な
サービスをご提供！店舗によって特典内容が異なりますので、詳しくは
店舗詳細ページをチェック！（HPは随時更新します。）

■日時 ： 2018年12月28日（金）
■場所 ： まつちかタウン、大街道商店街、銀天街商店街
<URL> http://matsuchika-town.com/?mode=schedule̲list&month̲id=12&year̲id=2018

□□■■■ 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

