１２月の 「プレミアムフライデー」 情報
2018年12月19日
プレミアムフライデー推進協議会
年の瀬も押し迫ってまいりましたが、今月のプレミアムフライデーは、28日（金）です。
今回は、プレミアムフライデー・トピックスとして、来年1月に開催される 「プレミアム ウィンター バザール」
と12月に開催される 「プレ金大学」についてお届けします。
また、今月のプレミアムフライデーは、年内最終営業日と重なり、仕事を早めに切り上げるのは困難だと
いう方々も多いのではないかと思います。実施日の設定については、職場や地域、個人の実情に応じた、
別日への振替も推奨しておりますので、柔軟に考えていただければと思います。12月21日（金）に実施さ
れる取組もいくつかありますので、本紙でご紹介します。
なお、プレミアムフライデー当日、各地において実施される「プレミアムフライデー」の取組事例のご紹介は
直前情報として12月27日頃に公開予定です。

【プレミアムフライデー・トピックス】
■ 百貨店 『プレミアム ウィンター バザール』 ■

１月のプレミアムフライデー
＜予告＞

日本百貨店協会では、当初より、プレミアムフライデーに業界を挙げて取り組んでおり、毎月末の金曜日（もし
くは金土日の3日間）には、全国の百貨店が集客イベントを実施しております。
特に本年7月のプレミアムフライデーには、夏物衣料のクリアランスセールをコア企画に、各種催事を併催する
『プレミアム サマー バザール』を展開し集客に一定の効果を得ることができました。
年明け1月のプレミアムフライデー（1月25日）には、『プレミアム ウィンター バザール』と銘打って、年始から始
まる冬物のクリアランスセールに続く第二弾のセールを実施いたします。
「バザール」という言葉には、「セール」という意味の他、「活気のある市場（いちば）」という意味も含まれること
から、夏の「バザール」と同様、冬の「バザール」においても、各百貨店が工夫を凝らした独自催事に取り組み「
バザール」としての賑わいを演出いたします。
（※）本企画は、日本百貨店協会からの呼び掛けに応じて、同協会加盟の各百貨店が実施するものです。セー
ル等の規模や期間は、各百貨店が主体的に設定いたします。また実施店舗等の詳細は、後日改めて発表い
たします。
『プレミアム ウィンター バザール』 ロゴマーク

◎ 本件に関するお問い合わせは、日本百貨店協会・広報担当までお願いします。 TEL 03-3272-1666

■ 12月の 「プレ金大学」！ ■
社会人の学び直し（リカレント教育）の機運を高める趣旨に賛同した大学が提供する講座・
イベントが、「プレ金大学」と銘打って、11月から順次スタートしています。
この取組は、2018年11月のプレミアムフライデー（11月30日）を契機に、月末金曜日のプ
レミアムフライデーを中心に大学が開催する社会人向け講座・イベントを「プレ金大学」と銘打
って進めていくものです。
12月21日（金）に、以下の2大学において開催されます。プレミアムフライデーの当日では
ありませんが、振替プレミアムフライデーとして参加してみませんか？
千葉商科大学 丸の内サテライトキャンパス

第7回CUC公開講座「エシカル消費教育の推進」
第7回CUC公開講座は、「エシカル消費教育の推進」と題してエシカル消費(倫理的消費)に
ついて議論します。エシカル消費は、有機農産物などの環境保護製品や不当労働が伴わな
いフェアトレード認証品購入など、環境・社会問題の解決に寄与する消費行動で近年我が国
でも注目されています。 本講座では、NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン事務局長 中
島香織氏、㈱パン・アキモト取締役 秋元信彦氏のご講演と、ご講演者と本学 原科幸彦学
長、滝澤淳浩准教授によるパネルディスカッションを行います。
■日時 ： 2018年12月21日（金） 14:30～16:30
■場所 ： 千葉商科大学丸の内サテライトキャンパスGalleria 商.Tokyo
※要事前申込 以下の大学HPからお申込みください
http://www.cuc.ac.jp/special_news/project_news/i8qio00000032wi3.html
九州大学 大橋キャンパス

eスポーツをビジネスと文化で考える
福岡アジア都市研究所調整係長であり、福岡ｅスポーツ協会会長を務める中島賢一氏をお
迎えし、eスポーツの成り立ち、eスポーツの今後、福岡におけるeスポーツについてお話しを伺
います。 世界におけるｅスポーツの競技人口は、１億３千万人を越え、日本においても、ｅス
ポーツの波及は目覚ましいものがあります。ｅスポーツに関心をお持ちの方はもちろん、ｅスポ
ーツのことをご存知ない方も、ｅスポーツへの理解を深める良いきっかけになればと思います。
■日時 ： 2018年12月21日（金） 19:00～21:00
■場所 ： 九州大学 大橋キャンパス デザインコモン２Fアクティブラーニングスペース
※要事前申込 以下のプレ金大学HPからお申込みください
https://premium-friday.com/prekindaigaku/

今後の「プレ金大学」講座・イベントの開催予定や、取組の最新情報については、「プレ金大学」ホームページ
で随時掲載していきます。
○プレ金大学 ホームページ

https://premium-friday.com/prekindaigaku/

本企画は、株式会社ラーニング・イニシアティブの協力により実施しています。

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

※「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

■ 12月21日（金） の プレミアムフライデー情報！ ■
今月のプレミアムフライデーは、年内最終営業日と重なり、仕事を早めに切り
上げるのは困難だという方々も多いのではないかと思います。実施日の設定に
ついては、職場や地域、個人の実情に応じた、別日への振替も推奨しておりま
すので、柔軟に考えていただければと思います。
ここでは、12月21日（金）に実施されるイベント・キャンペーン情報について、
いくつかご紹介します。

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5回目が、12月21日（金曜日）に開催されます。
毎月プレミアムフライデーに、毎回異なるテーマで開催されますこのイベント、今
月のテーマは「クリスマス」です。今回はプレミアムフライデーの1週間前の開催で
すのでご注意ください。ビールのほかにも、シャンパン、ホットワイン、日本酒など
が出展されます。
12月21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12月21日（金） 15:00～21:00
■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/24791.htm
http://craftbeer-yonago.com/

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21日（金） 開店～18:00
※本キャンペーンは、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/index.html?pScpremiumfriday

山形ファミリーボウル （山形県）
2018年12月度プレミアムフライデー開催
今月は12月21日(金)開催です

月末金曜はちょっと豊かに…

※ご注意下さい！！ 第3金曜日開催となります
※夜大会の為午後5時受付終了となります
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！
■日時 ： 2018年12月21日（金） 12:00から17:00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

太田市美術館・図書館 （群馬県）
12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
11月のテーマは「年末スペシャル～クリスマスの奇跡～」
※入場無料[入退場自由]
■日時 ： 2018年12月21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/post_event/2881.html

国立西洋美術館 （東京都）
東京都交響楽団メンバー（弦楽四重奏）によるナイト・ミニコンサート
2018年12月21日（金）に東京都交響楽団メンバー（弦楽四重奏）によるナイト・
ミニコンサートを行います。
ペーテル・パウル・ルーベンスといえば、フランドル出身の画家として知られていま
すが、1600年から断続的に8年間イタリアを拠点に活動していました。そこで今
回のコンサートでは、イタリアにちなんだ小品とクリスマスの名曲をお届けいたしま
す。ルーベンスの名画と素敵な音楽に包まれて、クリスマスのひと時をお過ごしく
ださい。
ご参加には「ルーベンス展—バロックの誕生」のチケット（半券も可）が必要です。
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年12月21日（金）
ステージ１ 17:30～18:00／ステージ２ 19:00～19:30 （開場は各回30分前）
■場所 ： 国立西洋美術館 講堂（企画展示館地下２階）
<URL> http://www.nmwa.go.jp/jp/information/pdf/20181207_concert.pdf

ライトダウン＆キャンドルナイト （静岡市プレミアムフライデー官民推進協議会） （静岡県）
12月21日（金）は青葉シンボルロードでキャンドルナイトを開催します！
世間はもうクリスマスムード一色ですね。
ということで、今月のプレミアムフライデーのテーマは「メリークリスマス！」
です。１年頑張った自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントに、街へ出
てプレゼント探しやお出掛けを楽しんでください♪
そして、21日（金）には、青葉シンボルロードにて「ライトダウン＆キャンドル
ナイト」を開催します！ 約1,000個のキャンドルを一斉に灯し、冬のおまち
を彩ります★
このイベントは、地球温暖化を防止することを目的に、静岡県地球温暖化
防止活動推進センターが主催しています。ロマンチックなキャンドルの火を
見つつ、エコ・省エネについて考えてみませんか？
静岡市プレミアムフライデー官民推進協議会もイベントにコラボして、エコ
キャンドル作りを実施します！
そのほか電気を使わないアコースティックライブも開催されますよ♪
詳細は以下のURLをご覧ください！
■日時 ： 2018年12月21日（金） 17:00～19:00 ※雨天中止
（エコキャンドル作り 14:00～17:00 先着順）
■場所 ： 青葉シンボルロード B1ブロック
<URL> http://shizumatch.jp/premium-friday/news/260/

静岡鉄道株式会社 （静岡県）
冬休み静鉄電車ワンデーパスを発売します！
静鉄電車では、１２月２１日（金）より冬休み期間に合わせ、「冬休み静
鉄電車ワンデーパス」を発売いたします。
「冬休み静鉄電車ワンデーパス」は、ご購入当日、静鉄電車が１日乗り放
題の大変お得な乗車券です！！
また、プレミアムフライデーの２０１８年１２月２１（金）と、お正月三が日
の２０１９年１月１日（火）～１月３日（木）には、大人（大学生以上）の方
にもワンデーパスを発売します！
大変お得な乗車券ですので、ぜひこの機会に「冬休み静鉄電車ワンデー
パス」をご利用ください。
■日時 ： 2018年12月21日（金） 正午～終電車まで
※お正月三が日にも終日販売／小・中・高校生については、1月6日まで終日販売
■場所 ： 静鉄電車各駅の自動券売機・有人駅窓口
<URL> http://train.shizutetsu.co.jp/2018-winter1daypass.html

南花台プレミアムフライデー （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12月21日（金）の開催です。
今月は、クリスマス前の開催ですよ！皆さまお間違えないように！！
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12月21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/post_25778

丸の内 行幸マルシェ 実行委員会 （東京都）
丸の内 行幸マルシェ 青空市場
「毎週金曜日」はマルシェの日！
東京駅直結の行幸地下通路で開催するマルシェでは、安心で
おいしい季節の食材や食品を生産者が直接販売。
会話を楽しみながら購入できるのも魅力です。
■日時 ： 2018年12月21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/

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 「12月21日（金）のプレミアムフライデー情報」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
マーク申請企業等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

■ 「平成飴」が販売されます ■
～平成29年の出来事には「プレミアムフライデーのロゴがキャンディの個包装に！～
2018年年末企画として、平成の出来事を個包装で振り返る「平成飴」という
キャンディがUHA味覚糖株式会社から販売されます。
平成29年の出来事には、「プレムアムフライデー」のロゴがキャンディの個包装
に！
平成最後の年末、「平成飴」を手に、ご家族、友人たちとの思い出話に花を咲
かせてみるのはいかがでしょうか？
※個包装は３０種類ございます。ランダムに入るので、プレミアムフライデーの
ロゴが入った個包装が入らない場合もございます。
■日時 ： 2018年12月22日（土） から順次
■場所 ： 全国のセブン-イレブン（お取扱いの無い店舗もございます）

■ 2019年のプレミアムフライデー 月別の推奨テーマ 決定！ ■
先日、季節に合わせた来年の月別の推奨テーマを決定し、プレミアムフライデーのHPにおいて発表
しましたのでご紹介します。
プレミアムフライデー推進協議会では、2019年も引き続き、月末金曜を基軸にしつつ、“振替プレミ
アムフライデー”などを含めた幅広い活用で「プレミアムフライデー」を推進してまいります。

■ 次回発行予定 ： プレミアムフライデー直前情報として12月27日頃の公開を予定しています

