１月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2019年1月24日
プレミアムフライデー推進協議会
明日25日（金）は、今年最初のプレミアムフライデー。プレミアムウィンターバザールも始まります！
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。

キャンペーン（小売）

大丸札幌店（北海道） 東急百貨店さっぽろ店（北海道）
さくら野百貨店青森本店（青森県） さくら野百貨店弘前店（青森県） さくら野百貨店北上店（岩手県）
うすい百貨店（福島県） 西武秋田店（秋田県） 小田急百貨店新宿店（東京都）
京王百貨店新宿店（東京都） 新宿タカシマヤ（東京都）

伊勢丹新宿店（東京都）

日本橋三越本店（東京都） 日本橋髙島屋S.C.本館（東京都）

銀座三越（東京都）

西武渋谷店（東京都）

西武池袋本店（東京都） 東武百貨店池袋店（東京都）

東急百貨店渋谷・本店/渋谷駅・東横店/吉祥寺店/たまプラーザ店（東京都/神奈川県）
京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店（東京都）

玉川タカシマヤ（東京都） 立川髙島屋S.C.（東京都）

そごう横浜店（神奈川県） 横浜タカシマヤ（神奈川県） 京急百貨店上大岡店（神奈川県）
水戸京成百貨店（茨城県） 東武宇都宮百貨店（栃木県）
東武百貨店船橋店（千葉県） 伊勢丹浦和店（埼玉県）

柏髙島屋ステーションモール（千葉県）
そごう川口店（埼玉県）

松坂屋上野店（東京都） さいか屋藤沢店（神奈川県）
丸広百貨店 飯能店/入間店/東松山店/上尾店/坂戸店/日高店（埼玉県）

遠鉄百貨店（静岡県）

髙島屋 港南台店/高崎店/岡山店（神奈川県/群馬県/岡山県）
岐阜タカシマヤ（岐阜県）

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） 京都タカシマヤ（京都府）

大宮タカシマヤ（埼玉県）

松坂屋名古屋店（愛知県）

洛西タカシマヤ（京都府）

大阪タカシマヤ（大阪府）

大丸心斎橋店（大阪府） 阪急うめだ本店（大阪府） 堺タカシマヤ（大阪府）
泉北タカシマヤ（大阪府） そごう広島店（広島県） いよてつ髙島屋（愛媛県） 新潟伊勢丹（新潟県）
西武高槻店（大阪府） 山形屋（鹿児島県） 日本百貨店協会（全国）
ＪＲタワー（北海道）

サンピアザ・デュオ（北海道）

イオンモール下田（青森県）

アプリーズ（青森県） ヒロロ（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（宮城県/福島県）

アティ郡山（福島県） アトレ目黒（東京都）

ウイング高輪（東京都）/ウインズ新橋（東京都）/ウイング久里浜（神奈川県）
シーフォートスクエア（東京都） 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） ワールドポーターズビブレ（神奈川県） 新横浜プリンスペペ（神奈川県）
青葉台東急スクエア（神奈川県） 川崎アゼリア（神奈川県） 本厚木ミロード（神奈川県）
アリオ橋本（神奈川県） イクスピアリ（千葉県）
イオンモール成田（千葉県）

ユアエルム成田店（千葉県）

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ（千葉県）

西武本川越ペペ（埼玉県）

キャンペーン（小売）

（つづき）

レイクウォーク岡谷（長野県）

コクーンシティ（埼玉県）

軽井沢・プリンスショッピングプラザ（長野県） しずてつストア（静岡県） 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） 名古屋パルコ（愛知県） オアシス２１ （愛知県）
イオンモール鈴鹿（三重県）

ファボーレ（富山県） 北大路ビブレ（京都府） イオンモール鶴見緑地（大阪府）

クリスタ長堀（大阪府） HIRAKATA T-SITE（大阪府） イオンモール出雲（島根県）
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） イオンモール徳島（徳島県）
イオンモール高知（高知県）

エミフルMASAKI（愛媛県） イオンモール新居浜（愛媛県）

木の葉モール橋本（福岡県）

宮交シティ （宮崎県） LOFT（全国） 東急ハンズ（全国）

キャスティング（全国） シュープラザ／東京靴流通センター（全国）
アーバンリサーチグループ 「UR CLUB」（全国）

ウインザーラケットショップ（全国）

オートバイ用品専門店 ２りんかん（全国）

紀伊國屋書店（全国） 横浜ディスプレイミュージアム（全国）

ワインショップ・エノテカ（全国）

パソコン工房（通販） AOKI （全国） 洋服の青山 （全国） 粧苑中央（山形県）
ロッテ免税店銀座（東京都） BOOKOFF（東京都/神奈川県） 東急プラザ戸塚（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）

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）
タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク（東京都）
シーズダイニング ワンダー店／天白店 （愛知県）

フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）

地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）

キャンペーン（サービス）
ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国） 三井住友VISAカード ココイコ！（全国） セントラルスポーツ（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） 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）

トレイダーズ証券（オンライン）
カフェトーク（(株)スモールブリッジ）（オンライン） 雫石スキー場（岩手県） 山形ファミリーボウル（山形県）
ロッテ葛西ゴルフ（東京都） 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） いちの湯水戸店／古河店（茨城県）
軽井沢プリンスホテルスキー場（長野県）

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）

その他

湯楽の里（埼玉県）

ボートピア梅田（大阪府） 帝国ホテル大阪（大阪府）

江坂ゴルフセンター（大阪府）

太田市美術館・図書館（群馬県）

Beauty LaLa 福岡天神本店/博多店（福岡県）

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） 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）

銚子市青少年文化会館（千葉県）

まつちかタウン（愛媛県）

【プレミアムフライデー 1月の事例】
大丸札幌店 （北海道）
プレミアムウィンターバザール
月末最後の金曜日1/25（金）からスタート！
（一部のブランドは23日(水)から1足早くスタート！）
各階でもジャストシーズンアイテムがプライスダウン！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～29日（火）
■場所 ： 大丸札幌店 各階
＜URL＞ https://www.daimaru.co.jp/sapporo/premiumwinter/

東急百貨店さっぽろ店 （北海道）
プレミアム ウィンター バザール 月末8DAYSスペシャル
冬物再値下げやメーカータイアップセール、「2BUY 10%OFF」、
地下1階[東急フードショー]のお買い得品など、各階におトクが
盛りだくさん！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月24日（木）～1月31日（木）
■場所 ： 東急百貨店さっぽろ店 各階売場
＜URL＞ https://www.tokyu-dept.co.jp/sapporo/news/detail.html?id=1496

さくら野百貨店青森本店 （青森県）
衝撃の寝具ウィンタービッグバーゲン開催！
1/25(金)～27(日)は「プレミアムウィンターバザール」 全館さくら野ポイント2倍
＆セゾン永久不滅ポイント2倍のお得な3日間となっております！
期間中6F寝具売場では、羽毛布団がついている価格より2～1割引、その他、冬
物有名ブランド寝具が2～1割引。
そして！羽毛布団ご購入特典といたしまして、えりカバー、もしくは掛け布団カバー
をプレゼントいたします！ 内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： さくら野百貨店青森本店 対象店舗
＜URL＞ https://sakurano-dept.jp/aomori/news_detail.html?post=863

キャンペーン（小売）

キャンペーン（小売）
さくら野百貨店弘前店 （青森県）
プレミアムウィンターバザール
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!!
全館さくら野ポイント＆セゾン永久不滅ポイントが２倍！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27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/3/1547960923_PF201901.pdf

さくら野百貨店北上店 （岩手県）
【月末金・土・日】プレミアムウィンターバザール
月末金・土・日曜は全館、 さくら野ポイント２倍
さくら野セゾンカード永久不滅ポイント２倍
気になっていたあのショップの商品も、雑貨も、暮らしの品も。
全館クリアランス＆ポイントがお得なこの機会がお買い時です！！
ぜひ、ごゆっくりとお買い物をお楽しみくださいませ。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日）
■場所 ： さくら野百貨店北上店 全館
＜URL＞ https://sakurano-dept.jp/kitakami/news_detail.html?post=1031

うすい百貨店 （福島県）
1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。
今月は、地下1階 リカーコーナーにて、2月のバレンタインにぴったりの、ショコラ
に合う「氷点下8度で生まれたカナダ産アイスワイン」をお楽しみいただきながら、
ワインセミナーを開催いたします。
その他、内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： うすい百貨店 各階
＜URL＞ http://www.usui-dept.co.jp/event/44380/

キャンペーン（小売）
西武秋田店 （秋田県）
プレミアムフライデー
百貨店でプレミアムな週末を。
月末金曜は、あんなコト、こんなコト。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金） 15:00～ （一部1日限り）
■場所 ： 西武秋田店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/akita/topics/page/premiumfriday_main_sub.html

小田急百貨店新宿店 （東京都）
プレミアムウィンターバザール
プレミアムなショコラが当たる！
“ショコラ×プレ金”プレゼントキャンペーン！
プレミアムな冬のお買い得商品も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 ： 2019年1月25日（金）～1月31日（木）
■場所 ： 小田急百貨店新宿店 本館・ハルク＝各売場
＜URL＞ http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/premium_winter.html

京王百貨店新宿店 （東京都）
プレミアムウィンターバザール
新宿店各階におトクが満載！
ファッションから日用品まで多彩なセール企画を開催！
1月24日（木）スタート。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月24日（木）～
■場所 ： 京王百貨店新宿店 各階
＜URL＞ https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/premium_winter_bazaar.html

キャンペーン（小売）
新宿タカシマヤ （東京都）
プレミアムフライデー
タカシマヤで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～1月29日（火）まで
■場所 ： 新宿店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium_bazaar/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。
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。
また、今月は「プレミアムウィンターバザール」を23日（水）～29日（火）まで開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※プレミアムウィンターバザールは、～29日（火）まで
■場所 ： 伊勢丹新宿店本館・メンズ館他＝各階
＜URL＞ https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/event_calendar/premium_friday/201901.html
プレミアムウィンターバザール：
https://cp.mistore.jp/common/event_calendar/premium_bazaar/shinjuku.html

日本橋三越本店 （東京都）
月末金曜から始まる、プレミアムな週末の３日間♪
1月のプレミアムフライデーは25日（金）～27日（日）。
また、今月は「プレミアムウィンターバザール」を23日（水）
～29日（火）まで開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※プレミアムウィンターバザールは、～29日（火）まで
■場所 ： 日本橋三越本店 本館・新館 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nihombashi/event_calendar/premium_friday.html
プレミアムウィンターバザール：
https://cp.mistore.jp/common/event_calendar/premium_bazaar/nihombashi.html

キャンペーン（小売）
日本橋髙島屋S.C.本館 （東京都）
タカシマヤでプレミアムな週末を。
ちょっとうれしいお得がいっぱい！
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～1月29日（火）まで
■場所 ： 日本橋髙島屋S.C.本館 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/premium_bazaar/index.html

銀座三越 （東京都）
月末金曜から始まる、プレミアムな週末の３日間♪
1月のプレミアムフライデーは25日（金）～27日（日）。
また、今月は「プレミアムウィンターバザール」を23日（水）
～29日（火）まで開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※プレミアムウィンターバザールは、～29日（火）まで
■場所 ： 銀座三越 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza/event_calendar/premiumfri.html
プレミアムウィンターバザール：
https://cp.mistore.jp/common/event_calendar/premium_bazaar/ginza.html

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 ： 2019年1月25日（金）～1月27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/1316749.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 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： 東武百貨店池袋店 各階売場
＜URL＞ http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/1915

西武渋谷店 （東京都）
1月のプレミアムフライデー
ひと月頑張った自分に贅沢なひと時を！
今月のプレミアムフライデーは3日間開催！
月末の金曜日、ちょっと上質な時間を西武渋谷店で過ごしてみませんか？
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日） ※1月25日（金）限定の企画もございます。
■場所 ： 西武渋谷店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/190118premiumfriday.html

東急百貨店 渋谷・本店/渋谷駅・東横店/吉祥寺店/たまプラーザ店（東京都/神奈川県）
プレミアム ウィンター バザール 月末8DAYS スペシャル
婦人服や紳士服、宝飾品や家庭用品までお買得品を多数取り揃えました。
食品は、生鮮品の日替りタイムサービスをはじめ、特別ご提供品もご用意！
※食品に限り、渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉、日吉東急アベニュー、
二子玉川 東急フードショー、青葉台 東急フードショーでも開催いたします。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月24日（木）～31日（木）
■場所 ： 東急百貨店 渋谷・本店、渋谷駅・東横店、吉祥寺店、たまプラーザ店
＜URL＞ https://www.tokyu-dept.co.jp/kimatsu_special/

キャンペーン（小売）
玉川タカシマヤ （東京都）
プレミアムフライデー
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。
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～1月29日（火）まで
■場所 ： 玉川店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/premium_bazaar/index.html

立川高島屋S.C. （東京都）
プレミアムフライデー
タカシマヤでプレミアムな週末を。
月末は、ちょっとうれしい髙島屋です。
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 立川店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/tachikawa/topics/detail.html?id=2041
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/tachikawa/premium_bazaar/index.html

京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 （東京都）
プレミアムウィンターバザール
今年の冬は、13日間
まるごとプレミアム。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～2月6日（水）
■場所 ： 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 各階
＜URL＞ https://www.keionet.com/info/seisekisakuragaoka/topics/018067.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 ： 2019年1月25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
プレミアムフライデー 1月25日（金）限定 「濱バル」ちょい飲み特別メニュー：
https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/event-premiumfriday-hamabal.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。
また、今月は29（火）まで「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も
開催します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～29（火）まで
■場所 ： 横浜タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium_bazaar/index.html

京急百貨店上大岡店 （神奈川県）
1/25(金)プレミアムフライデー／プレミアムウィンターバザール
月末金曜は、ちょっと豊かに。
1月24日(木)から31日(木)まで「プレミアムウィンターバザー
ル」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
※プレミアムウィンターバザールは、1月24日(木)～31日(木)
■場所 ： 京急百貨店上大岡店 対象売場
＜URL＞ https://update.keikyu-depart.com/kqdep/topics/keikyu/tmp01.html?p_id=66671
プレミアムウィンターバザール：
https://update.keikyu-depart.com/kqdep/topics/keikyu/tmp01.html?p_id=66685

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。
また、今月は「プレミアム ウィンター バザール」も開催します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： 水戸京成百貨店 各階
＜URL＞ http://www.mitokeisei.co.jp/topics/friday/index.html
プレミアムウィンターバザール： http://www.mitokeisei.co.jp/event/01zenkan/0125a.html

東武宇都宮百貨店 （栃木県）
プレミアムウィンターバザール
1月23日（水）から続々と
クリアランス第2弾がスタートします！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月23日（水）～2月6日（水）
■場所 ： 東武宇都宮百貨店 各階売場
＜URL＞ http://www.tobu-u-dept.jp/topics/page.php?id=1874

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。
また、柏タカシマヤでは、今月は29（火）まで「タカシマヤ プレミアムウィンター
バザール」も開催します。内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～29（火）まで
■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=3289
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/premium_bazaar/index.html

キャンペーン（小売）
東武百貨店船橋店 （千葉県）
プレミアム ウィンター バザール
プレミアムセール、プレミアム抽選会を開催します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月30日（水）
■場所 ： 東武百貨店船橋店 各階売場
＜URL＞ http://www.tobu-dept.jp/funabashi/event/detail/1911

伊勢丹浦和店 （埼玉県）
プレミアムフライデー
1月25日(金)はプレミアムフライデー。
月末金曜は、ちょっと豊かに。食品やレストランではプレミアムなメニュ
ーや食材をご用意いたしました。
また、今月は「プレミアムウィンターバザール」を23日（水）～29日（火）
まで開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
※プレミアムウィンターバザールは、～29（火）まで
■場所 ： 伊勢丹浦和店 各階
＜URL＞ https://www.isetan.mistore.jp/urawa/shops/other/other_shopnews/shopnews01.html
プレミアムウィンターバザール： https://my.ebook5.net/isetanmitsukoshi/urawa0123/#

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。
サービスによって承れる日時が異なります。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25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）
松坂屋上野店 （東京都）
プレミアム ウィンター バザール
この冬がさらにホットに、プレミアムな3日間。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： 松坂屋上野店 各階
＜URL＞ https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/20190122139666.html

さいか屋藤沢店 （神奈川県）
プレミアム ウィンター バザール
今年の冬は、まるごとプレミアム。
婦人ファッションアイテムや婦人服・紳士服にリビング用品まで
冬もの再値下げやご奉仕品などを豊富に用意！
内容の詳細は、以下のURL中、お買い物情報内をご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～2月5日（火）
■場所 ： さいか屋藤沢店 各階
＜URL＞ https://www.saikaya.co.jp/fujisawa

丸広百貨店 飯能店/入間店/東松山店/上尾店/坂戸店/日高店 （埼玉県）
プレミアム ウィンター バザール
1月25日（金）スタート！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～
■場所 ： 丸広百貨店 飯能店/入間店/東松山店/上尾店/坂戸店/日高店
＜URL＞ （飯能店）
（入間店）
（東松山店）
（上尾店）
（坂戸店）
（日高店）

https://www.maruhiro.co.jp/events/view/4246
https://www.maruhiro.co.jp/events/view/4248
https://www.maruhiro.co.jp/events/view/4247
https://www.maruhiro.co.jp/events/view/4249
https://www.maruhiro.co.jp/events/view/4250
https://www.maruhiro.co.jp/events/view/4251

キャンペーン（小売）
大宮タカシマヤ （埼玉県）
～大宮高島屋でプレミアムな週末を。プレミアムフライデー～
大宮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。
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 大宮店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/omiya/topics/syousai.html?id=18104
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/omiya/premium_bazaar/index.html

髙島屋港南台店/高崎店/岡山店 （神奈川県/群馬県/岡山県）
タカシマヤ プレミアム ウィンター バザール
この冬登場した最旬ファッションアイテムのセール・ブランド情報や、
再マークダウン、お値打ち企画をチェック！25日（金）から各店で開催！
各店の情報の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■港南台店

https://www.takashimaya.co.jp/konandai/premium_bazaar/index.html

■高崎店

https://www.takashimaya.co.jp/takasaki/premium_bazaar/index.html

■岡山店

https://www.takashimaya.co.jp/okayama/premium_bazaar/index.html

遠鉄百貨店 （静岡県）
プレミアムウィンターバザール
ラストチャンス！
見逃せない最終プライスでお気に入りをゲット！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～2月3日（日）
■場所 ： 遠鉄百貨店 各階
＜URL＞ https://www.endepa.com/news/post.html?nid=948

キャンペーン（小売）
岐阜タカシマヤ （岐阜県）
1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。
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 岐阜店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/gifu/topics/syousai.html?id=2941
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/gifu/premium_bazaar/index.html

ジェイアール名古屋タカシマヤ （愛知県）
プレミアムフライデー／タカシマヤ プレミアムウィンターバザール
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。
また、今月は29（火）まで「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」
も開催します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～29（火）まで
■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/190117premium/

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？
また、2月14日（木）まで「プレミアムウィンターバザール」も
開催します。内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金） ※一部1月25日（金）～27日（日）
※プレミアムウィンターバザールは、～2月14日（木）まで
■場所 ： 松坂屋名古屋店 対象売場
＜URL＞ https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/premiumfriday/
プレミアムウィンターバザール： https://gentamatsu.jp/promo/page/archives/11979

キャンペーン（小売）
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。
また、2月5日（火）まで「プレミアムウィンターバザール」も
開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 名古屋栄三越 各階
＜URL＞ http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/premium/index.html
プレミアムウィンターバザール： http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/2019pwb/index.html

京都タカシマヤ （京都府）
１月のプレミアムフライデー
バル感覚で、７階や各階をぐるぐるグルメめぐり！
３日間限定のお得なメニューを楽しんで！
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～1月29日（火）まで
■場所 ： 京都店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/premium_bazaar/index.html

洛西タカシマヤ （京都府）
１月のプレミアムフライデー
３日間限定のサービスをお見逃しなく！
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も
開催中です。内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 洛西店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/rakusai/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/rakusai/premium_bazaar/index.html

キャンペーン（小売）
大阪タカシマヤ （大阪府）
プレミアムフライデー
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！
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～1月29日（火）まで
■場所 ： 大阪店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/osaka/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/premium_bazaar/index.html

大丸心斎橋店 （大阪府）
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はちょっと特別。
各階でセール商品のさらなるお買い得チャンス！
冬を乗り切るアイテムが盛りだくさん！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 ： 2019年1月25日（金）～29日（火）
■場所 ： 大丸心斎橋店 対象売場
＜URL＞ https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/premium_bazaar/
食品お買得市（1/27（日）まで）はこちら： https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/gourmet/okaidoku.html

阪急うめだ本店 （大阪府）
チョコドリンクで乾杯しよう！
９階祝祭広場 バレンタインチョコレート博覧会の会場で、プレミア
ムフライデーならではのイベントを開催。ご来場のお客様に、チョコ
ドリンクをお召し上がりいただきます（数量限定）。さらに、チョコド
リンクの原料であるカカオ豆にまつわる興味深いトークや、DJパフ
ォーマンス、インターネットラジオの公開放送をご覧いただきます。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金） 第１部：13:30～、第２部：18:00～
■場所 ： 阪急うめだ本店 9F 祝祭広場
＜URL＞ http://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/premiumwinter/index.html

キャンペーン（小売）
堺タカシマヤ （大阪府）
プレミアムフライデー
月末の金曜日は、早めに仕事を終えて豊かな週末を。
堺タカシマヤがプレミアムフライデーを応援！
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 堺店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/sakai/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/sakai/premium_bazaar/index.html

泉北タカシマヤ （大阪府）
プレミアムフライデー
月末の金曜日は、早めに仕事を終えて豊かな週末を。
泉北タカシマヤがプレミアムフライデーを応援！
また、今月は「タカシマヤ プレミアムウィンターバザール」も開催中です。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
※タカシマヤ プレミアムウィンターバザールは、～2月5日（火）まで
■場所 ： 泉北店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/senboku/premium_friday/index.html
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール：
https://www.takashimaya.co.jp/senboku/premium_bazaar/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 ： 2019年1月25日（金）～1月27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/201901-premiumfriday.html

キャンペーン（小売）
いよてつ髙島屋 （愛媛県）
タカシマヤ プレミアムウィンターバザール
レディス＆メンズのファッションをはじめ、婦人アクセサリー・雑貨・
くつ・バッグから、暮らしの品まで、“今買って”お得！を各階にご
用意いたしました。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月23日（水）～2月5日（火）
■場所 ： いよてつ髙島屋 各階
＜URL＞ http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp/topics/img0122/others/11.pdf

新潟伊勢丹 （新潟県）
プレミアムフライデー 特別メニューご紹介
今週の金曜日はプレミアムフライデー。
レストラン街「イートパラダイス」では、特別メニューをご用意してお
ります。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 新潟伊勢丹7Fレストラン街 「イートパラダイス」
＜URL＞ https://www.isetan.mistore.jp/niigata/shops/restaurant/restaurant00/shopnews_list/shopnews01.html

西武高槻店 （大阪府）
プレミアム ウィンター バザール！
今年の冬は、7日間まるごとプレミアム♪
各階 お得なセール商品がもりだくさん！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～31日（木）
■場所 ： 西武高槻店 各階＝対象売場
＜URL＞ http://hhinfo.jp/blog/takatsukinews/06/00712039/?catCode=161031&subCode=165016

キャンペーン（小売）
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。」
1月25日（金）は、山形屋でプレミアムな週末を。
また、今月は 「冬デパ！ プレミアムウィンターバーゲン」も開催
します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 山形屋(鹿児島) 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。
また、全国の百貨店では、「プレミアム ウィンター バザール」を開催します！
特設サイト(下記URL)にある実施店リストを、ぜひご覧ください！
＜URL＞ http://www.departinfo.com/premium-friday/
プレミアム ウィンター バザール 特設サイト：
https://premium.hyperbiz.com/
↑ 開催店舗につきましては、こちらからご確認ください。

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、1月25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 ： 2019年1月25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 ： 2019年1月25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/premium_friday.pdf

アプリーズ （青森県）
月末金曜は「プレミアムフライデー」
今月のプレミアムフライデーは1/25！！
お得な特典や割引が盛りだくさんです♪
月末金曜日は、ぜひアプリーズへお越しくださいませ！
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 ： 2019年1月25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
１月のプレミアムフライデーは、25日（金）開催！
1月25日（金）は、プレミアムなサービスを・・・。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： ヒロロ 対象店舗
＜URL＞ http://www.hiroro.co.jp/hnews_details.html?id=489

イオンモール下田 （青森県）
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 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： イオンモール下田 対象店舗
＜URL＞ https://shimoda-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

イオンモール盛岡 （岩手県）
毎月、月末の金曜日は…プレミアムフライデー
月に一度の金曜日限定イベント「ビッグフライデー」
プレミアムな時間をイオンモール盛岡で♪お過ごしください☆彡
・ たぐさん と イガリン の にがおえコーナー
・ olive. マエガタ・ヨガ教室
・ Nail&Handmade fleur～フルール～ ネイル体験
・ にじいろ cafe 開運占い、メモリーオイルスプレー
・ 田舎labo 雑貨・アクセサリー ほか
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： イオンモール盛岡 専門店街２階
＜URL＞ https://morioka-aeonmall.com/special/lists/big_friday

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
1/25(金)・26(土)・27(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！
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～27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 （宮城県／福島県）
月末の金曜日はエスパルで過ごそう
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 ： 2019年1月25日（金）

※一部1/27（日）まで

■場所 ： エスパル 仙台／福島
＜URL＞ （仙台） https://www.s-pal.jp/sendai/event/#event44341
（福島） https://www.s-pal.jp/fukushima/event/#event21821

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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： アティ郡山 4～8F専門店フロア対象
＜URL＞ http://www.ati-koriyama.net/campaign/archive/?id=1548041262

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 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： アトレ目黒 対象店舗
＜URL＞ https://www.atre.co.jp/store/meguro/news/98432

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 ： 2019年1月25日（金） 15:00～
■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/#article866
（新橋） http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article867
（久里浜） http://www.wing-net.ne.jp/kurihama/eventnews/#article862

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」
新しい一年が始まりましたが、お仕事仲間やお友達と、新年会はいかがでしょうか？
今月のプレミアムフライデーは1月25日です！
ちょっとオトクなプランを利用して、楽しい一年をスタートしましょう！
今月も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 ： 2019年1月25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

キャンペーン（小売）
モザイクモール港北 （神奈川県）
1月25日（金）プレミアムフライデー開催
1月25日（金）～27日（日）まで、お得なプレミアムフライデー開催。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日）
■場所 ： モザイクモール港北 対象店舗
＜URL＞
http://www.mosaicmall.jp/mosaicmall/shopnews/fashion/00712793/?catCode=801001&subCode=802001

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月25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 ： 2019年1月25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）
1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 ： 2019年1月25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）
ワールドポーターズビブレ （神奈川県）
プレミアムフライデー
月末金曜は、ちょっと豊かに。
プレミアムフライデーをお楽しみいただくための特典をご用意しました。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日）
■場所 ： ワールドポーターズビブレ 対象店舗
＜URL＞ https://www.vivre-shop.jp/index.php/wp/special/593

新横浜プリンスペペ （神奈川県）
1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 ： 2019年1月25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/#1965

青葉台東急スクエア （神奈川県）
プレミアムフライデー（1/25）

～月末金曜は、ちょっと豊かに～

2019年1月25日（金）、青葉台東急スクエアの約30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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 青葉台東急スクエア 対象店舗
＜URL＞ http://www.aobadai-square.com/pdf/aobadai/store/storage/cname_20190117195406.pdf

キャンペーン（小売）
川崎アゼリア （神奈川県）
【1/25】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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 川崎アゼリア 対象店舗
＜URL＞ http://www.azalea.co.jp/pdfdata/239_20357733435c465da24e5b7

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 ： 2019年1月25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/premium_friday2018.pdf

アリオ橋本 （神奈川県）
プレミアムフライデー
1月25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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： アリオ橋本 対象店舗
＜URL＞ http://www.ario-hashimoto.jp/web/value/premium-friday.html

キャンペーン（小売）
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1/25（金）
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： イクスピアリ 対象店舗
＜URL＞ https://www.ikspiari.com/ent/event/1211633_23843251.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 ： 2019年1月25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/PF_A1poster2018_03-1.pdf

イオンモール成田 （千葉県）
BIG FRIDAY
毎月、月末の週末は「イオン ビッグフライデー」 イオンモールで、ごゆっくり。
イオンモール成田各専門店ではさまざまな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 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： イオンモール成田 対象店舗
＜URL＞ http://narita-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday06

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！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25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=1495

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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 西武本川越ぺぺ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/sale/?cd=000013

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！
各ショップではプレミアムフライデーにふさわしい体験イベントや、
この日限りのお得なサービスも実施します。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金） 17:00～
■場所 ： コクーンシティ 対象店舗
＜URL＞ https://www.cocooncity.jp/event/detail/1316

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 ： 2019年1月25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/20190118183056_kT9LG7.pdf

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 ： 2019年1月25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

しずてつストア （静岡県）
＜1/25(金)＞スペシャルプレミアムフライデー 20周年特別商品を一早くおためし
1月25日(金)のプレミアムフライデーは、翌26日(土)からのしずてつストア
20周年祭特別企画スペシャルプレミアムフライデーとして、いつも以上にプ
レミアムな商品をご用意！
26日(土)から販売が開始される20周年記念商品を一早くお楽しみいただ
けるおためし会を、しずてつストア全店で実施いたします！ご期待ください♪
※20周年記念商品の販売は1月26日(土)からとなります。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： しずてつストア 全店
＜URL＞ http://www.s-store.co.jp/20th/news/2019/01/20th_pf0125/

キャンペーン（小売）
ベイドリーム清水 （静岡県）
★プレミアムフライデー 各店セール情報★
月末金曜は、ちょっと豊かに。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25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

静岡東急スクエア （静岡県）
1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 ： 2019年1月25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）
1月25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。
1月25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 ： 2019年1月25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

キャンペーン（小売）
名古屋パルコ （愛知県）
プレミアムフライデー
1/25（金）・1/26（土）・1/27（日）プレミアムフライデー開催！
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日）
■場所 ： 名古屋パルコ 対象店舗
＜URL＞ https://nagoya.parco.jp/pnews/detail/?id=1049

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 ： 2019年1月25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=20190125

イオンモール鈴鹿 （三重県）
BIG FRIDAY
毎月、月末の週末、金曜からの３日間連続で開催！
BIG FRIDAYスペシャルライブは金曜日に実施します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： イオンモール鈴鹿 対象店舗
＜URL＞ http://suzuka-aeonmall.com/files/pdf/42/pdf.pdf
BIG FRIDAYスペシャルライブ https://suzuka-aeonmall.com/news/event/2492

キャンペーン（小売）
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
特別な一日のファボーレ専門店限定企画 １月25日（金）。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： ファボーレ専門店 対象店舗
＜URL＞ http://www.favore.jp/special/?id=25

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 ： 2019年1月25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

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 ： 2019年1月25日（金）～1月27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（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、1月25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 ： 2019年1月25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）
1月25日はプレミアムフライデー！！
2019年 初・プレミアムフライデー！
1月25日(金)は枚方 T-SITE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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： HIRAKATA T-SITE 対象店舗
＜URL＞ http://real.tsite.jp/hirakata/news/2019/01/t-site-news125.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】大社高校吹奏楽部
「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/1020
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 ： 2019年1月25日（金） 18:00～
■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/1019

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 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： イオンモール岡山 対象店舗
＜URL＞ https://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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： エールエール Ａ館専門店街
＜URL＞ http://www.yaleyale.jp/?cn=100397

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!!
今月は1/25（金）～27（日）の3日間!
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 ： 2019年1月25日（金）～1月27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）
イオンモール高知 （高知県）
BIG FRIDAY
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コンサートは金曜日に実施します。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： イオンモール高知 対象店舗
＜URL＞ http://kochi-aeonmall.com/sale/lists/big_friday
プレミアムフライデーコンサート https://kochi-aeonmall.com/news/event/1638

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 ： 2019年1月25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
WAON POINT10％ポイントバック 実施中。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： イオンモール新居浜 対象店舗
＜URL＞ http://niihama-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday_niihama

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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 木の葉モール橋本 対象店舗
＜URL＞ https://konohamall.com/sale/lists/premiumFriday201808_201903

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 ： 2019年1月25日（金）
※一部の店舗は1月25日（金）～1月27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/

LOFT （全国）
ロフトのプレミアム3DAYS
“1か月頑張ったご褒美に。” 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。
ロフトでのお買いものをどうぞお楽しみください。
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
※詳しくは以下のURLをご確認ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： LOFT 各店舗
＜URL＞ https://www.loft.co.jp/pages/premium3days/

キャンペーン（小売）
東急ハンズ （全国）
プレミアムフライデー の期間は、ハンズに行こう! 1/25(金)～1/27(日)
プレミアムフライデーをおトクに！ハンズクラブアプリ入会受付中！
アプリ会員限定！プレミアムフライデーを含む日曜日までの3日間お使い
いただけるプレミアムフライデー割引クーポンを1/25（金）に配信します。
詳細は以下のURLをご参照ください。
※ハンズカフェおよび期間限定店舗は対象外です。
※ネットストアは、アプリで配信するクーポンコードをカート内でご入力
いただくと割引適用となります。
■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日）
■場所 ： 東急ハンズ・ハンズ ビー・ハンズエキスポ
＜URL＞ https://www.tokyu-hands.co.jp/campaign/premium.html

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1/25（金）～1/27（日） 3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》 12/24（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 ： 2019年1月25日（金）～1月27日（日）
■場所 ： 全国のキャスティング店舗
＜URL＞ https://castingnet.jp/news/detail.php?no=72031

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 ： 2019年1月25日（金）
■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/shop-campaign/premium-friday/

キャンペーン（小売）
ウインザーラケットショップ （全国）
【プレミアムウィークエンド】 1/25(金)・26(土)・27(日)はポイント5倍＋シューズが更に10％OFF！！
今回はプレミアムウィークエンドとして3日間開催します！
1/25(金)、26(土)、27(日)の3日間は店内全品ポイント5倍！
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。
更に！ 1月は特別に、テニスシューズ・バドミントンシューズ10％OFFもさせて
いただきます！ 新製品から、セール品までこの3日間はお得に購入いただけます
のでぜひこの機会をお見逃しなく♪
■日時 ： 2019年1月25日（金）～27日（日）
■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）
1月25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、
1月25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、1月24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 ： 2019年1月25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/2019/01/premiumfriday201901/

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 ： 2019年1月25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/sale_campaign/premium-Friday/

キャンペーン（小売）
ワインショップ・エノテカ （全国）
１月のプレミアムフライデー ご来店限定キャンペーン
5大シャトー、ムートン・ロスチャイルドが手がける
バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドのワインが50分飲み放題！！
ウェルカムシャンパーニュ付き。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■参加料金 ： 1,500円（税抜）
■対象ワイン（飲み放題） ：
ムートン・カデ・ソーヴィニヨン・ブラン（白）、ムートン・カデ・レゼルヴ グラーヴ・ブラン（白）、
ムートン・カデ・ロゼ（ロゼ）、ムートン・カデ・ルージュ・クラシック（赤）、ムートン・カデ・レゼルヴ メドック（赤）
■開催店舗 ： 渋谷ヒカリエShinQs店、ANAインターコンチネンタルホテル東京店、たまプラーザ店、
大阪店、広島三越店、新潟店、札幌ステラプレイス店、札幌円山店
＜URL＞ https://www.enoteca.co.jp/shop/premium_friday

紀伊國屋書店 （全国）
【週末は洋書を読もう！】
プレミアムフライデー洋書・洋雑誌10％OFFセール開催！
紀伊國屋書店ではプレミアムフライデー洋書・洋雑誌10%OFFセールを開催
いたします。
小説、ビジネス書、美術書、料理本、ガイド、マンガ・・・など気になるあの本を、
お得なこの日にまとめ買い！！ オトクなこの機会にぜひご利用くださいませ！
対象店舗など詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 紀伊國屋書店 各店
＜URL＞ https://www.kinokuniya.co.jp/c/20190121100252.html

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。
品番Dで始まるドライ・プリ商品 上代10％ＯＦＦ
さらに「いずみ」、「かのんM」は 上代20％ＯＦＦ
そこから更に会員価格に！
■日時 ： 2019年1月25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/11303.html

キャンペーン（小売）
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 : 2019年1月25日(金)12:00～1月28日(月) 11:00まで
タイムセール開催予定 : 2019年1月25日(金)17:00～23:59まで
＜URL＞
https://www.pc-koubou.jp/pc/premium_friday.php?utm_source=pr&utm_medium=p190123_1&utm_campaign=p01

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1/25（金）15:00頃を予定しております。

■日時 ： 2019年1月25日（金） 16:00～閉店
■場所 ： AOKI 各店
＜URL＞ https://www.aoki-style.com/static/premium_friday/

洋服の青山 （全国）
月末金曜日は、お得にお買い物を楽しんでみませんか？
洋服の青山から始めよう！！
プレミアムフライデー 2019年1月25日(金)
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
事前にオンラインストアのメールマガジンへご登録いただくと、オンライン
ストア限定のプレミアムフライデーセール情報をお届けいたします。
■日時 ： 2019年1月25日（金） 16:00～閉店
■場所 ： 洋服の青山 各店
＜URL＞ https://www.y-aoyama.jp/campaign/premium-friday/?lc=topCp

キャンペーン（小売）
粧苑中央 （山形県）
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 ： 2019年1月25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/

ロッテ免税店銀座 （東京都）
ハッピープレミアムフライデー
プレミアムフライデーにご来店・商品を購入の方にロッテ免税店銀座からのプレゼント！
SPECIAL OFFER 1 月末金曜日にご来店の方に500円分ギフト券をプレゼント！
SPECIAL OFFER 2 月末金曜日にご購入された方はT-POINTが３倍貯まります！
注意事項を含む詳細は、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： ロッテ免税店銀座
■対象 ： 日本在住の方
＜URL＞ https://jpm.lottedfs.com/event/eventView/5740?q.branch=%2C145%2C&q.viewPageId=1

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、1月25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、1月26
日（土）から使える『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 ： 2019年1月25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/pf_20170224.html

キャンペーン（小売）
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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 東急プラザ戸塚 対象店舗
＜URL＞ https://totsuka.tokyu-plaza.com/event/detail_4052.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

キャンペーン（飲食）
串カツ田中 （全国）
2019年1月プレミアムフライデー
1月25日(金)は、
➀全店15：00～OPEN
②終日串カツ全品100円（税抜）
⇒ 「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 ： 2019年1月25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/794

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 ： 2019年1月25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 ： 2019年1月25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）
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。
1月は25日(金)、26日(土)、27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 ： 2019年1月25日（金） ～1月27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/170520_01.html

デニーズ （全国）
【1/25(金)15時～】 プレミアムフライデー限定ク—ポン配信！
更新済

1/25(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。
※八雲店ではご利用いただけません。
■日時 ： 2019年1月25日（金） 15:00～24:00（閉店）
■場所 ： 全国のデニーズ
＜URL＞ https://denimoba.jp/mobile/news/589

□□■■■ 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（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、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（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 ： 2019年3月までの最終金曜日（プレミアムフライデー）
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

タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク （東京都）
プレミアムフライデー ウィークエンドハッピーアワー
毎月・月末の金土日の3日間、3：00PM-6：00PMは
「ウィークエンドハッピアワー」！
2019年もプレミアムフライデー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 ： 2019年1月25日（金） ～1月27日（日）
■場所 ： タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク （本館12～14F）
＜URL＞ https://www.restaurants-park.jp/feature/?id=404

キャンペーン（飲食）
フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）
1月のシークレットボックスは25日！
プレミアムフライデー恒例の「シークレットボックス」！
先月はお休みを頂きましたが、1月は25日の販売となります。
月に一度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。
尚、今回実施分より、全店整理券の配布を行うこととなりました。
整理券配布時間も各店異なりますので合わせてご確認頂きます様、
お願い申し上げます。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、フルーツショップ青木 東武池袋店では
販売致しませんので予めご了承下さい。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
15：00～ 本店、ザ・モール郡山店、中合福島店、福島南バイパス店、イオンモール名取店、
うすい店、いわき泉店、いわき鹿島店、会津店 （※14:45～整理券配布）
15：00～ つくば店 （※14:30～整理券配布）
17：00～ 郡山コスモス通り店 （※16:30～整理券配布）
17：00～ エスパル郡山店 （※16:45～整理券配布）
18：00～ 仙台PARCO2店 （※17:30～整理券配布）
■場所 ： フルーツピークス 各店
＜URL＞ https://www.fruitspeaks.jp/news/#1100

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 ： 2019年1月25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6回目が開催されます。
今月は、テーマを 『「日本酒」と「地ビール」』として、1月25日に開催されます。
日本酒は米子市の「稲田本店」をメインに出展されます。また、「47都道府県
日本酒飲み比べ」として、その名のとおり全国各地のお酒が集結します。
こちらは少量多品種の販売で、売り切れ御免とのことですので、お早めにお求
めくださいませ。
前回に引き続き、「ヒマチの嬢王」単行本とセットになったドリンク当日券1枚を
1,000円で販売します。
1月25日のプレミアムフライデーは、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 ： 2019年1月25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/24851.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）
JR東日本 JRE POINT （全国）
1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 ： 2019年1月25日（金） 0:00 ～ 1月27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/0060000172

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/event_sp/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。
1月25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 ： 2019年1月25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/2019/01/201901pfd.pdf
<URL> https://news.central.co.jp/notice/201901pfd

松竹マルチプレックスシアターズ （全国）
1月25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。
2019年1月25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。1月25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 ： 2019年1月25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）
ローズマリー （全国）
1/25(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 ： 2019年1月25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）
1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！！
①1月25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、1月27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 ： 2019年1月25日（金） ～ 1月27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/game_center/premium_friday_1.html

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！
1/25(金) 大井競馬 「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：2019年1月25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【1月】』をご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
<URL> https://www.spat4pp.jp/spat4/pp

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2019年1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2019年1月25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。本キャンペーンの期間中はさらにスプレッドを縮小して低コストでお取引
いただけます。
お客様のご要望にお応えして、今回も高金利通貨を含む「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
米ドル/円 （USD/JPY） ：0.3銭→0.2銭
ポンド/円 （GBP/JPY）
：0.9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） ：1.5銭→0.3銭
いずれも原則固定（例外あり）で配信
■期間
2019年1月25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/premiumfriday_201901/
＞ 「LIGHT FX」プレミアムフライデー・ハッピーアワー
https://lightfx.jp/premiumfriday_201901/
スプレッドに関するリスクはこちら
https://min-fx.jp/premiumfriday_201901/#risk

カフェトーク （(株)スモールブリッジ） （オンライン）
2019年1月25日は…“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1月25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☆
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年1月25日（金） 15:00～21:00
<URL> https://cafetalk.com/campaign/2019/premium-friday/01/?lang=ja

キャンペーン（サービス）
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 ： 2019年1月25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

山形ファミリーボウル （山形県）
2019年1月度プレミアムフライデー開催
今月は1月25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！

■日時 ： 2019年1月25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

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～
期間中、ICカードに20,000円をチャージしていただくと
サントリー！プレミアムモルツ初仕込350ml６缶パックをプレゼント
いたします。さらに、神泡キットやオリジナルグラスお付けします！
※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 ： 2019年1月25日（金） 15:00～19:00
■場所 ： ロッテ葛西ゴルフ
<URL> https://www.lottekasaigolf.com/event/detail/premium-friday/index.html

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 ： 2019年1月25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 ： 2019年1月25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 ： 2019年1月25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）
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 ： 2019年1月25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

湯楽の里 （埼玉県）
プレミアムフライデー応援イベント

月末金曜はちょっと豊かに。
1月25日（金）、以下の各店にてプレミアムフライデー応援イベントを実施いたします。
詳細は、以下の各URLをご参照ください。

■ 熊谷温泉 湯楽の里 （熊谷市月見町2-1-65）
入館料の割引
（大人・一般770円／大人・会員670円→500円、子供・一般410円／子供・会員360円→100円）
https://www.yurakirari.com/kumagaya/2019/01/15/1183/

■ 所沢温泉 湯楽の里 （所沢市大字下富604）
入館回数券（10枚つづり）通常価格6100円のところ、5500円。（会員様限定販売）
https://www.yurakirari.com/tokorozawa/2019/01/11/1095/

■ 北本温泉 湯楽の里 （北本市二ツ家3-162-1）
入館回数券（10枚つづり）通常価格5900円のところ、5500円。（会員様限定販売） ほか
https://www.yurakirari.com/kitamoto/2019/01/15/647/

キャンペーン（サービス）
軽井沢プリンスホテルスキー場 （長野県）
プレミアムフライデー500円ナイター！
ナイターリフト券、通常価格おとな1,800円、中高生・シニア1,300円が500円に！
※ナイター営業時間 4：00P.M.～8：00P.M.
※小学生以下のお子さまはリフト券無料
是非、この機会にスキー場は久しぶりという方も
出かけてみてはいかがでしょうか？
■日時 ： 2019年1月25日（金） 16:00～20:00
■場所 ： 軽井沢プリンスホテルスキー場 （長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢）
<URL> http://m.princehotels.co.jp/page.jsp?id=183917

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 ： 2019年1月25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/pf0118.pdf#view=FitV

アソビックスびさい （愛知県）
2019年も開催です！ 月末金曜、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23:00までの受付、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 ： 2019年1月25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

キャンペーン（サービス）
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 ： 2019年1月25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

ボートピア梅田 （大阪府）
1/25(金) プレミアムフライデー
『田中圭クリアファイル』＆『うめボート券』がＧＥＴできる 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。
1/25(金) 15時から20時まで、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2/1(金)～11(月祝)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。なんと ハズレなし です！
さらに、2/1(金)～1７(日)に7階有料席をご利用の際に抽選券を提示していただく
と、うめボート券1000円分 をもれなくプレゼント♪
詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年1月25日（金） 15:00～20:00
■場所 ： ボートピア梅田
<URL> http://www.boatrace-suminoe.jp/umeda/event/?storyid=568

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 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 帝国ホテル大阪
<URL> https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/restaurant/other_plan/plan/premium_friday.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/premium_friday/

江坂ゴルフセンター （大阪府）
プレミアム女性優待デーは1月25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！）
・今月は当日のスクールお試しレッスンをご受講いただいた方全員に（男性もOK）
ゴルフグローブ（片手用）1枚プレゼント致します！
是非ご利用くださいませ！
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 江坂ゴルフセンター
<URL> https://golf.amenity-esaka.com/

Ｂｅａｕｔｙ ＬａＬａ 福岡天神本店/ 博多店 （福岡県）
プレミアム女性優待デーは1月25日(金）です！
当店でもプレミアムフライデーを実施しています。会員限定となりますが、
当日に脱毛・フェイシャルのご契約や商品のご購入で8％OFFとなります！！
バースデー割引との併用もできるので、かなりお得です。
まだご存知でないお客様も、この機会に是非お立ち寄り下さい。
今月は、1/25がプレミアムフライデーとなります。
多くのお客様のご来店をお待ちしております。
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： ☆Ｂｅａｕｔｙ ＬａＬａ 福岡天神本店／☆Ｂｅａｕｔｙ ＬａＬａ 博多店
<URL> https://beauty-lala.net/blog/3543/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000356276/coupon/

その他
太田市美術館・図書館 （群馬県）
1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
1月のテーマは「真冬のヒッチコック特集 PART2」
※入場無料[入退場自由]
■日時 ： 2019年1月25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/3010.html

国立科学博物館 （東京都）
1月の夜間開館関連イベントについて
1月25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。
○17：00～（45分程度） プレミアムトーク 「特別展「千の技術博」の見所」
○18：00～18：30 企画展「砂丘に眠る弥生人－山口県土井ヶ浜遺跡の半世紀－」
プレミアムフライデー ギャラリートーク
○18：00～19：30 大人のコンパス
○18：30～19：00 特別展 明治150年記念「日本を変えた千の技術博」ギャラリートーク
○17：00以降 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
■日時 ： 2019年1月25日（金）
■場所 ： 国立科学博物館
<URL> http://www.kahaku.go.jp/news/2019/premium_01/

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 ： 2019年1月25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]。
静岡市で行われるサービスやイベントをご案内します。
1月のテーマは『定時(までに)退社して新しいコトを始めよう！』
以下のＵＲＬから検索してください。
なお、1月のシンボルイベントについては、11日（金）に
「プレミアムフライデー×SDGs PREMIUM Cafeプレミアムカフェ」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 ： 2019年1月25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 ： 2019年1月25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 ： 2019年1月25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
銚子市青少年文化会館 （千葉県）
プレミアムフライデー・プラネタリウム投影のお知らせ
たまにはゆっくり星でもみませんか？
毎月最終金曜日に開催中♪
天気が良ければ鑑賞後、天体観察も行います！！
観覧料金１人100円。

■日時 ： 2019年1月25日（金） 19:00～20:00 （受付：18:30～）
■場所 ： 銚子市青少年文化会館 プラネタリウム室
<URL> http://www.city.choshi.chiba.jp/edu/sg-guide/seibun/sb_planet.html

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 ： 2019年1月25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=schedule_list&month_id=01&year_id=2019

□□■■■ 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・トピックス】
■ 1月の 「プレ金大学」！ （追加あり！） ■
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。
今月のプレミアムフライデー（1月25日（金））には、以下の大学において開催されます。
お近くの方はプレミアムフライデーを活用した自分のための学びの時間にいかがですか？
※ 最新の情報は、下に記載した「プレ金大学」のホームページを参照してください。

青山学院 アスタジオ

NEW !

「お買い物イノベーション」ペイメントシフトとお買い物行動の変容
様々な企業が新しいペイメントサービスをスタートし始めた2018年。ニュースでは毎日のよう
に各社によるサービスやプロモーションが取り上げられています。日常の生活がどのように変
わるのか。この度は「都市経済」「ペイメント」「ライフスタイル」「小売」のステイクホルダーたち
が生活の中の「お買い物」に焦点をあて、「お買い物イノベーション」をテーマに協議する公開
型クロストークを実施いたします。（申込不要・参加自由）
■日時 ： 2019年1月25日（金） 17:50〜19:30
■場所 ： 青山学院 アスタジオ （青山学院大学青山キャンパスから徒歩2分）
http://www.aogaku-astudio.com/

弘前大学 文京キャンパス

※再掲

平成30年第2回市民ボランティア講座
「災害ボランティア活動～わたしたちにできること～」
被災時のボランティア活動の実情と重要性をテーマに、H３０年９月に発生した北海道胆振
東部地震により被災した北海道厚真町にて、ボランティア活動を行なってきた本センター学
生事務局ＯＢで、現北海道小樽市役所職員である南部真人氏を講師として迎え、現地での
経験や現在までの個人でのボランティア活動の経験が、有事にどのように活かされたかにつ
いてご講演いただきます。避難所設営ゲームや救急救命講習も開催予定。
■日時 ： 2019年1月25日（金） 18:00～20:30
■場所 ： 弘前大学 文京キャンパス 大学会館3階 大集会室 （青森県弘前市文京町１）
※受講料は無料で，申込は不要です。
※詳細は、以下の弘前大学ボランティアセンターHP内をご確認ください。
http://huvc.net/

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。来週以降に開催予定の情報も順次アップしておりますので、ご確認ください。

○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。

■ 次回発行予定 ： 「２月のプレミアムフライデー情報」として2月中旬頃の公開を予定しています

