３月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2019年3月28日
プレミアムフライデー推進協議会
明日29日（金）は、プレミアムフライデーです。 テーマは、“お花見”と“キャッシュレス”！
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。
さくら野百貨店弘前店（青森県） 西武秋田店（秋田県）

キャンペーン（小売）

うすい百貨店（福島県） 伊勢丹新宿店（東京都） 新宿タカシマヤ（東京都） 小田急新宿店（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）
西武池袋本店（東京都）

東武百貨店池袋店（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）

西武渋谷店（東京都）

横浜タカシマヤ（神奈川県） 水戸京成百貨店（茨城県） 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） 新潟伊勢丹（新潟県） 岐阜タカシマヤ（岐阜県）

伊勢丹浦和店（埼玉県）
松坂屋名古屋店（愛知県）

名古屋栄三越（愛知県）

ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県）

めいてつ・エムザ（石川県） 洛西タカシマヤ（京都府） 大阪タカシマヤ（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） 福屋八丁堀本店/広島駅前店（鹿児島県）
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）

イオンモール札幌発寒（北海道） イオンモール苫小牧（北海道） アプリーズ（青森県） ヒロロ（青森県）
イオンモール下田（青森県） 盛岡駅ビル フェザン（岩手県）
エスパル福島（福島県）

イオンモール盛岡（岩手県）
アティ郡山（福島県） アトレ目黒（東京都）

ウイング高輪/新橋/久里浜（東京都/神奈川県）
モザイクモール港北（神奈川県）

シーフォートスクエア（東京都）

マークイズみなとみらい（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） 東急プラザ戸塚（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） 藤沢オーパ（神奈川県）
ラスカ茅ヶ崎店（神奈川県） 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ（千葉県） イクスピアリ（千葉県）
ユアエルム成田店（千葉県） イオンモール成田（千葉県）

西武本川越ペペ（埼玉県）

西武入間ペペ（埼玉県） 西武飯能ペペ（埼玉県） ベルモール（栃木県） レイクウォーク岡谷（長野県）
軽井沢・プリンスショッピングプラザ（長野県）
アスティ静岡（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） オアシス２１ （愛知県） LACHIC （愛知県）

北大路ビブレ（京都府） イオンモール鶴見緑地（大阪府） アリオ鳳（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） イオンモール倉敷（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）

ウインザーラケットショップ（全国） LOFT（全国） 東急ハンズ（全国） 紀伊國屋書店（全国）

キャンペーン（小売）

（つづき）

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）

ワインショップ・エノテカ（全国）

WonderGOO（全国）

横浜ディスプレイミュージアム（全国） 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）

キャンペーン（飲食）
串カツ田中（全国） ココス（全国） 銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国） 不二家レストラン（全国）
JR東日本東北総合サービス（株） 仙台支店（宮城県/山形県/福島県）
フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県） 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）
ホテル横浜キャメロットジャパン （神奈川県） シーズダイニング ワンダー店／天白店 （愛知県）
ロックベイガーデン （滋賀県） 地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）
ロワジールホテル那覇 （沖縄県）

キャンペーン（サービス）
（公社）日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） （神奈川県）

ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国）

三井住友VISAカード ココイコ！（全国） オリコカード（全国） ＵＣカード（全国） ライフカード（全国）
ビューカード（全国） Origami Pay（全国） PayPay（全国） 楽天ペイ/楽天カード（全国）
ヒューマンアカデミー通信講座「たのまな」（全国）

セントラルスポーツ（全国）

よみうりカルチャー（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（オンライン） こみちの湯 ほのか（北海道）

山形ファミリーボウル（山形県） タイムジップス２４（東京都） 東京ドームシティ（東京都）
湘南ゴルフリゾート（神奈川県）

ホテルニューグランド（神奈川県）

天然温泉 黄金の里（千葉県）

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）
湯楽の里/喜楽里（埼玉県/千葉県/茨城県） 静鉄不動産（静岡県） 静岡鉄道（静岡県）
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）
ＲＳ ＴＡＩＣＨＩ （大阪府）

長命ずいかくの湯（滋賀県）

帝国ホテル大阪（大阪府）

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） 木城温泉館 湯らら（宮崎県）

その他

太田市美術館・図書館（群馬県）

丸の内 行幸マルシェ 実行委員会（東京都）
静岡市清水文化会館マリナート（静岡県）
静岡呉服町名店街（静岡県）

国立科学博物館（東京都）
新宿瑠璃光院（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）

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）

防府市地域公共交通活性化協議会 （山口県）
まつちかタウン（愛媛県）

大分県立美術館（大分県）

【プレミアムフライデー ３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）
プレミアムフライデー
月末の週末限定の、特別なごちそうやうれしいサービスのご案内です。
3月30日（土）・31日（日）は、さくら野セゾンカードでのクレジットお支
払いで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3月29日（金）～31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/3/1552705064_puremium201903.pdf

西武秋田店 （秋田県）
プレミアムフライデー
月末金曜は、あんなコト、こんなコト。
プレミアムフライデーの喫茶券サービス、ネイル特別サービス、レストラ
ン街のプレミアムフライデー 1,080円セットなど、内容の詳細は、以
下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 午後3時から（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.html/index.jsp

うすい百貨店 （福島県）
３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、スペインのワインをお楽しみいただき
ながら「スペインワインセミナー」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3月29日（金）
■場所 ： うすい百貨店 各階
＜URL＞ https://www.usui-dept.co.jp/event/45332/

キャンペーン（小売）
伊勢丹新宿店 （東京都）
ISETANプレミアムフライデー
毎月末の金曜日、伊勢丹新宿店が楽しくなる。
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 ： 2019年3月29日（金）～3月31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/event_calendar/premium_friday/201903.html

新宿タカシマヤ （東京都）
プレミアムフライデー
タカシマヤで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
食料品フロアのお買得商品・おすすめ商品、プレミアムフライデーのコスメ
スペシャルサービスなど、内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： 新宿店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium_friday/index.html

小田急新宿店 （東京都）
プレミアムフライデー
月末最後の金曜日はいつもと違う豊かさを楽しむ日、それがプレミア
ムフライデー。
毎月プレミアムフライデーにはプレミアムな週末を過ごしませんか？
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） ～ 3月31日（日）
■場所 ： 小田急新宿店 本館＝各売場
＜URL＞ http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/premium_friday.html

キャンペーン（小売）
日本橋三越本店 （東京都）
プレミアムフライデー
月末金曜から始まる、プレミアムな週末の３日間♪
今月のおすすめ、レストラン＆カフェ イートイン特集、
ショッピング＆サービス特集など、内容の詳細は、
以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■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

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！
本館地下１階、和洋菓子・銘菓百選では、“春の限定スウィー
ツ”を多数ご用意しております。
また、各階では、試す、学ぶ、触れるコトで、自分を磨く。
好奇心を満たしてくれる、楽しいイベントをお届けします。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■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

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♪
B3F みんなで食べよう29（肉）の日。
B3F 上品な果実味と香りがもたらす魅惑の味わい。
11F・１２F くじ引きで楽しくおいしい週末を。
ほか、内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 銀座三越 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza/event_calendar/premiumfri.html

キャンペーン（小売）
西武池袋本店 （東京都）
「うれしい」「たのしい」「おいしい」プレミアムフライデーからはじまる3日間
百貨店でプレミアムな週末を。プレミアムな特典をご紹介。
カウンセリング・体験会・セミナーなど、内容の詳細は、以下のURLをご
覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金） ～ 3月31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/1337220.html

東武百貨店池袋店 （東京都）
TOBUのプレミアムフライデー
3/29(金)～3/31(日)の3日間プレミアムなサービス
早めのディナーでお得をゲット! レストラン街スパイスのサービス
＆特別メニュー、特別限定品・割引情報やお得なサービスの詳細
は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 東武百貨店池袋店 各階
＜URL＞ http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/2029

西武渋谷店 （東京都）
３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3月29日（金）～30日（日）
※3月29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/190320premiumfriday.html

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
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。
タカシマヤで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 玉川店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/premium_friday/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。
特典の数量には限りがございますので、
なくなり次第終了とさせていただきます。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 立川店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/tachikawa/topics/detail.html?category=others&id=3422

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。
10階＝レストラン「ダイニングパーク横浜」対象店舗では、
ちょい飲み特別メニューをご用意いたしました。
■日時 ： 2019年3月29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 3月29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

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

■日時 ： 2019年3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： 横浜タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium_friday/index.html

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

■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日） ※一部3月28日（木）～
■場所 ： 水戸京成百貨店 各階
＜URL＞ http://www.mitokeisei.co.jp/topics/friday/index.html

柏髙島屋ステーションモール （千葉県）
ステモでプレミアムな週末を。／Sweet home Weekend ～週末家族時間～
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 ： 2019年3月29日（金）～31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/s/feature/?id=3302
柏タカシマヤ情報はこちら： https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/premium_friday/index.html

キャンペーン（小売）
伊勢丹浦和店 （埼玉県）
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」伊勢丹浦和店では、地下１階＝食品、7階
＝レストラン街・イートパラダイスにてお得な商品やメニューをご用意
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3月29日（金）
■場所 ： 伊勢丹浦和店 地下１階＝食品、7階＝レストラン街・イートパラダイス
＜URL＞ https://www.isetan.mistore.jp/urawa/shops/other/other_shopnews/shopnews011.html

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3月29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/premfri.html

新潟伊勢丹 （新潟県）
３月のプレミアムフライデー 特別メニューご紹介
今月の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。各レストランの趣向をこらした特
別メニューの数々をぜひこの機会にご賞味ください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 15:00～21:00 （ラストオーダーは 20:30）
■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/201903premiumfriday.html

キャンペーン（小売）
岐阜タカシマヤ （岐阜県）
3月プレミアムフライデーのご案内
地階食料品売場では、「月末の食卓は、ちょっと贅沢に」をテーマに各コーナー
から月末3日間限定の特別奉仕品をご用意いたします。
11階レストラン街では、《プレミアム特別メニュー》として、"家族で過ごす"を
テーマに、各店にて月末の金・土・日限定の特別価格メニュー、ドリンクサービス
をご用意いたします。
上記のほか、詳細は以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） ～3月31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/syousai.html?id=2941

松坂屋名古屋店 （愛知県）
百貨店でプレミアムな週末を。
月末金曜日は、わたしのプレミアムな時間。
百貨店コスメで自分磨きをしたり、話題のグルメスポットで
お食事を楽しんだり、気になっていたお店でゆっくりとショッピング。
松坂屋名古屋店で豊かな時間を楽しんでみませんか？
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） ※一部3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 松坂屋名古屋店 対象売場
＜URL＞ https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/premiumfriday/

名古屋栄三越 （愛知県）
名古屋栄三越のプレミアムフライデー
プレミアムフライデー限定のおトクな情報がいっぱいです。
お勤め帰りや休日にぜひ、お立ち寄りください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 名古屋栄三越 各階
＜URL＞ http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/premium/index.html

キャンペーン（小売）
ジェイアール名古屋タカシマヤ （愛知県）
プレミアムフライデー
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。
プレゼント＆イベントのご案内は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： ジェイアール名古屋タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.jr-takashimaya.co.jp/campaign/190325premium/

めいてつ・エムザ （石川県）
ビューティ アップ フライデー！
ちょっと特別なお手入れ、新しいメイク・ファッション体験で、
気分もプレミアム！
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： めいてつ・エムザ

２Ｆ ワコール

＜URL＞ http://www.meitetsumza.com/saiji/19_03_premium.html

洛西タカシマヤ （京都府）
３月のプレミアムフライデー
お父さんの株上げ手みやげスウィーツ特集
プレミアムフライデーならではのお買得品特集
３日間限定のサービスをお見逃しなく！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 洛西店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/rakusai/premium_friday/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 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 大阪店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/osaka/premium_friday/index.html

堺タカシマヤ （大阪府）
あなたはどう過ごす？ 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！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 堺店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/sakai/premium_friday/index.html

泉北タカシマヤ （大阪府）
あなたの過ごし方は？ 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！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： 泉北店 各階
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/senboku/premium_friday/index.html

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

■日時 ： 2019年3月29日（金）～31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/201903-premiumfriday.html

福屋八丁堀本店/広島駅前店 （広島県）
ご自宅でいつもより少し豊かな夕食を・・・
マツキン プレミアムフードフェア
ちょっぴり余裕のある月末金曜日のプレミアムな夕方…。
そんな時は、がんばったあなたのご褒美に、あるいはご家族の食卓に、
いつもとちょっぴり違う美味しいものを選んでゆっくり楽しみましょう。
福屋では、限定商品をたくさん取り揃え、みなさまにプレミアムな週末
をお届けいたします。内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 福屋八丁堀本店 地階／広島駅前店 地下1階 食料品売場「ララ・キッチン」
＜URL＞ https://www.fukuya-dept.co.jp/honten/special/?p=premiumFriday19

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。」
3月29日（金）は、山形屋でプレミアムな週末を。
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 山形屋(鹿児島) 各階
＜URL＞ https://www.yamakataya.co.jp/kagoshima/news/archives/9

キャンペーン（小売）
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。
各百貨店における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/

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、3月29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。
●ファッションからグルメまで、100ショップ以上で嬉しい特典をご用意。
●プレミアムフライデー当日は、JRタワーアプリチェックインバルーンが2倍！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： JRタワー（アピア・エスタ・パセオ・札幌ステラプレイス）・T38
＜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。
月末金曜は、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3月29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

キャンペーン（小売）
イオンモール札幌発寒 （北海道）
BIG FRIDAY
毎月、月末の週末はイオン ビッグフライデー
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： イオンモール札幌発寒 対象店舗
＜URL＞ http://www.aeon.jp/sc/sapporohassamu/info/bigfriday.html

イオンモール苫小牧 （北海道）
AEON BIG FRIDAY プレミアムフライデー特別イベント
ミニコンサート ユーフォチューバ アンサンブル
ユーフォニアムとチューバのみでお送りするアンサンブルです。
普段あまり目にすることのない組み合わせの音楽をぜひお楽しみください。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金） 19:00～
■場所 ： イオンモール苫小牧 １F セントラルコート
＜URL＞ http://www.aeon.jp/sc/tomakomai/event/event_e138747.html

アプリーズ （青森県）
月末金曜はアプリーズで プレミアムフライデー
今月のプレミアムフライデーは3/29☆彡
対象店舗ではこの日限りのお得な特典が盛りだくさん！
ぜひ月末金曜日はアプリーズでのお買い物をお楽しみくださいませ！o（^▽^）o
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3月29日（金）
■場所 ： アプリーズ 対象店舗
＜URL＞ https://www.jre-abc.com/wp/appliese/category/event/

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
3月のプレミアムフライデーは、29日（金）！
ヒロロでは、６ショップでスペシャルなサービスで
皆様のお越しを、お待ちしています。
3/29（金）は、ヒロロで素敵な金曜日をお過ごしください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： ヒロロ 対象店舗
＜URL＞ http://www.hiroro.co.jp/hnews_details.html?id=498

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。
また、毎月末金曜日（29日）はイオンモールウォーキングを開催しています。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： イオンモール下田 対象店舗
＜URL＞ https://shimoda-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday
イオンモールウォーキング： https://shimoda-aeonmall.com/news/event/1030

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 ： 2019年3月29日（金）～3月31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/ppc_jre.php

キャンペーン（小売）
イオンモール盛岡 （岩手県）
ビッグフライデー特別企画！ 専門店街限定 お買上げ先着プレゼント！！
イオンビッグフライデーの3日間
イオンモール盛岡専門店街でのお買上げ金額税込2,000円以上のレシート
をお持ちのお客さまに、先着でプレゼントをお渡しいたします。
プレゼント個数、注意事項など、詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）～3月31日（日） 9:00～21:00
■場所 ： イオンモール盛岡 ココフラン又はミスタードーナツ店頭
＜URL＞ https://morioka-aeonmall.com/special/lists/big_friday

エスパル福島 （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3月29日（金） ～ 3月31日（日）
■場所 ： エスパル福島
＜URL＞ https://www.s-pal.jp/fukushima/event/#event22469

□□■■■ 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）
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3月29日（金）
■場所 ： アティ郡山 4～8F専門店フロア対象
＜URL＞ https://www.ati-koriyama.net/campaign/archive/?id=1553328107

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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： アトレ目黒 対象店舗
＜URL＞ https://www.atre.co.jp/store/meguro/news/103247

ウイング高輪/ウイング新橋/ウイング久里浜 （東京都/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3月29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/#article934
（新橋） http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article952
（久里浜） http://www.wing-net.ne.jp/kurihama/eventnews/#article935

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」
桜の開花宣言がされましたね！ 春は出会いと別れの季節ですが、
職場の方やご友人と、ちょっとオトクなプランを利用して、
ゆっくり語らいませんか？
今月のプレミアムフライデーは3月29日です！
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3月29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

モザイクモール港北 （神奈川県）
3月29日（金）プレミアムフライデー開催
3月29日（金）～31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3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： モザイクモール港北 対象店舗
＜URL＞
https://www.mosaicmall.jp/mosaicmall/shopnews/fashion/00731322/?catCode=801001&subCode=802001

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月29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3月29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

キャンペーン（小売）
新横浜プリンスペペ （神奈川県）
３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
3/29 ☆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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： 新横浜プリンスペペ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/shinyokohama/event/detail.php?id=2092

青葉台東急スクエア （神奈川県）
プレミアムフライデー（3/29）

～月末金曜は、ちょっと豊かに～

2019年3月29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3月29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/pf3.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 ： 2019年3月29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

キャンペーン（小売）
川崎アゼリア （神奈川県）
【3/29】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URL内のPDFファイルをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 川崎アゼリア 対象店舗
＜URL＞ http://www.azalea.co.jp/topics/2504

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3月29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

藤沢オーパ （神奈川県）
毎月末3日間開催！ プレミアムフライデー☆
3/29（金）～3/31（日）の3日間、プレミアムフライデーを開催して
おります。
藤沢オーパでは毎月末の金・土・日の3日間各ショップおトクな特典
をご用意しております。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） ～31日（日）
■場所 ： 藤沢オーパ 対象店舗
＜URL＞ https://www.opa-club.com/fujisawa/special/318

キャンペーン（小売）
ラスカ茅ヶ崎 （神奈川県）
3/25(月)～3/31(日) 17時からchoi呑み！
3/25(月)～3/31(日)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29日は15時からの開催です!
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年3月25日（月） ～ 3月31日（日）
■場所 ： ラスカ茅ヶ崎 対象店舗
＜URL＞ http://www.lusca.co.jp/chigasaki/news/1060/

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3月29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=1538

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3/29（金）
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： イクスピアリ 対象店舗
＜URL＞ https://www.ikspiari.com/ent/event/1211633_23843251.html

キャンペーン（小売）
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3月29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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： イオンモール成田 対象店舗
＜URL＞ https://narita-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday06

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3月29日（金）
■場所 ： 西武本川越ぺぺ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/event/?id=2077

キャンペーン（小売）
西武入間ペペ （埼玉県）
毎月月末金曜日「プレミアムフライデー」
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” “ご来店ポイント3ポイントプレゼント”
※お一人さま1回限り
西武入間ぺぺではプレミアムフライデーに合わせたお買い得な商品を多数
取り揃えております♪
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 西武入間ペペ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/iruma/event/#2111

西武飯能ペペ （埼玉県）
特別な1日は、月末金曜日にやって来る！
毎月月末金曜日 プレミアムフライデー
全館プリンスポイント3倍!!! ご来店ポイント3ポイントプレゼント!!!
西武飯能ぺぺでは、お買い得な商品を取り揃えております★
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 西武飯能ぺぺ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/hannou/event/

□□■■■ 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）
ベルモール （栃木県）
ベルモールのプレミアムフライデー
早く帰れた日は『ベルモール』で少し優雅な時間を過ごしませんか？
次回の「プレミアムフライデー」は・・・3月29日です♪
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金） ※一部、3月31日（日） まで
■場所 ： ベルモール 対象店舗 （宇都宮市陽東6-2-1）
＜URL＞ http://www.bellmall.co.jp/news/0029

レイクウォーク岡谷 （長野県）
何が当たるかはお楽しみ♪ プレミアム抽選会
LINE@友だち会員様限定！ 先着250名様にプレゼント♪
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3月29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/20190227175022_uuaGF9.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！ ※なくなり次第終了となります。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 16:00～
■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/detail/74

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★
★プレミアムスタンプラリー★
月末金曜は、ちょっと豊かに。
月末の金曜日限定、プレミアムスタンプラリー開催。
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29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
プレミアムスタンプラリーはこちら http://www.baydream-shimizu.com/post5818.html

静岡東急スクエア （静岡県）
３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3月29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）
プレミアムフライデー
月末金曜は、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3月29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/2019/03/premium_friday_2019_03_hp.pdf

キャンペーン（小売）
セレオ甲府 （山梨県）
3月29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。
3月29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。
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金） ～ 3月31日（日）
■場所 ： セレオ甲府 対象店舗
＜URL＞ https://www.celeo.co.jp/news/detail.php?scd=5&nid=1196

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3月29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=20190329

LACHIC （愛知県）
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 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： ラシック 対象店舗
＜URL＞ https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/premiumfriday_5company/lachic/

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

■日時 ： 2019年3月29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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： イオンモール鶴見緑地 対象店舗
＜URL＞ https://tsurumiryokuchi-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday2019/73

アリオ鳳 （大阪府）
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3月29日（金）
■場所 ： アリオ鳳 対象店舗
＜URL＞ http://www.ario-otori.jp/web/value/premium-friday.html

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。
3月のプレミアムフライデーは、3月29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3月29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）
3月29日(金)はプレミアムフライデー！！
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3月29日（金）
■場所 ： HIRAKATA T-SITE 対象店舗
＜URL＞ http://real.tsite.jp/hirakata/news/2019/03/t-site-news222-1.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】平田中学校吹奏楽部
「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 https://izumo-aeonmall.com/news/event/1129
毎月、月末の週末 金曜からの3日間連続 「イオン ビッグフライデー」
詳しくはこちら https://izumo-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday
■日時 ： 2019年3月29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＞ https://izumo-aeonmall.com/news/event/1128

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。
・haremachi BIG FRIDAY
3日間はいつもと違うお食事やサービスをお楽しみください。
⇒詳しくはこちら https://aeonmall-okayama.com/sale/lists/haremachi_bigfriday
第19回ハレマチマルシェは、愛媛県全面協力の特別編のため
2019年3月21日（木・祝）～ 3月24日（日）に日程を変更して開催！
■日時 ： 2019年3月29日（金） ～ 3月31日（日）
■場所 ： イオンモール岡山 対象店舗
＜URL＞ https://aeonmall-okayama.com/news/event/1209

イオンモール倉敷 （岡山県）
イオンビッグフライデー★★★ イオンモール倉敷でごゆっくり。
「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、いつもの週末とは違うショッピングやイベントを
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3月29日（金） ～ 3月31日（日）
■場所 ： イオンモール倉敷 対象店舗
＜URL＞ https://kurashiki-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

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3月29日（金）
■場所 ： エールエール Ａ館専門店街
＜URL＞ http://www.yaleyale.jp/?cn=100397

キャンペーン（小売）
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 ： 2019年3月29日（金） ～ 3月31日（日）
■場所 ： イオンモール徳島 対象店舗
＜URL＞ https://tokushima-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

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
イオンモールウォーキングと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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： イオンモール高知 対象店舗
＜URL＞ https://kochi-aeonmall.com/sale/lists/big_friday
イオンモールウォーキングとプレミアムフライデーコンサートはこちら↓
https://kochi-aeonmall.com/news/eventcalendar/20190329

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3月29日（金）
■場所 ： エミフルMASAKI 対象店舗
＜URL＞ https://emifull.jp/other/premium-friday/

キャンペーン（小売）
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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： イオンモール新居浜 対象店舗
＜URL＞ https://niihama-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday_niihama

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3月29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3月29日（金）
※一部の店舗は3月29日（金）～31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/

キャンペーン（小売）
ウインザーラケットショップ （全国）
3/29(金)最終日！プレミアムフライデー！全品ポイント5倍！！
毎月末の金曜日に開催するプレミアムフライデー。
3/29(金)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。
詳細は以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： ウインザーラケットショップ
＜URL＞ http://www.windsorracket.co.jp/news/?no=1566&c=01

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 5% OFF
※詳しくは以下のURLをご確認ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）～31日（日）
■場所 ： LOFT 各店舗
＜URL＞ https://www.loft.co.jp/pages/premium3days/

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! 3/29(金)～31(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3/29（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3月29日（金）～31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

キャンペーン（小売）
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3月29日（金）
■場所 ： 紀伊國屋書店 対象店舗
＜URL＞ https://www.kinokuniya.co.jp/c/20190121100252.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3/29（金）～3/31（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》 3/28（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3月29日（金）～3月31日（日）
■場所 ： 全国のキャスティング店舗
＜URL＞ https://castingnet.jp/news/detail.php?no=75668

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3月29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）
ワインショップ・エノテカ （全国）
【3月29日（金）のプレミアムフライデー】
最高傑作との呼び声高い注目のヴィンテージ
ソライア2015年がグラスで飲める！
高評価を獲得したソライア2015年がグラスでお楽しみいただける
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） ※時間は店舗により異なります
■参加料金 ： 2,000円（2,160円税込）/お一人様1杯限り（50ml）
■開催店舗 ： 以下ウェブサイト内、開催店情報をご確認ください
＜URL＞ https://www.enoteca.co.jp/shop/topics_premium_friday

アーバンリサーチグループ 「UR CLUB」 （全国）
3月29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、3月29
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、3月28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3月29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.com/news/53461/

WonderGOO （全国）
プレミアムフライデーは文具を3点以上同時購入でポイント5倍、
5点以上同時購入でポイント10倍！
プレミアムフライデー！文具が超おトク！ ご来店お待ちしております。
【文具対象店舗】 旭店、足利店、石岡店、石下店、江戸川台店、大田原店、大穂店、鹿
島店、鹿沼店、川越店、北茨城店、古河店、境FiSS店、下館店、下野店、高崎店、館林店、
千葉NT店、千代田店、つくば店、富岡店、富里店、友部店、那珂店、成東店、常陸大宮店、
日立田尻店、日立中央店、ひたちなか店、藤岡店、本庄店、水戸笠原店、真岡店、茂原店、
守谷店、八街店、八千代店
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： WonderGOO 対象店舗
＜URL＞ https://www.wonder.co.jp/shop/detail/?id=582

キャンペーン（小売）
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Ｆで始まる アーティフィシャルフラワー
品番Ｇで始まる アーティフィシャルグリーン 上代20％ＯＦＦ
品番Ｄで始まる ドライ・プリ
品番Ｔで始まる バーバリウム関連資材など 上代10％ＯＦＦ
そこから更に会員価格に！
■日時 ： 2019年3月29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/12063.html

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3/29（金）15:00頃を予定しております。

■日時 ： 2019年3月29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 3月29日(金)限定！
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3月29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=campaignpage

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3月29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3月29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、3月29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、3月30
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3月29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（飲食）
串カツ田中 （全国）
2019年3月のプレミアムフライデーは串カツ全品108円
早上がりしてお花見に、串カツテイクアウトはいかがですか？
3月29日(金)のプレミアムフライデーは全店15時OPEN×串カツ全品108円
を実施致します。
～月末金曜、何しよう？ 串カツ田中で大阪きぶん♪～

■日時 ： 2019年3月29日（金） 15:00〜
■場所 ：全国の串カツ田中店舗（一部店舗を除く）
※対象外店舗の詳細は、WEBサイトでご確認ください
＜URL＞ https://kushi-tanaka.co.jp/news/entry/865

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3月29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/

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）
毎月最終金曜日のプレミアムフライデーは早い時間がお得！
全国の銀座ライオン・YEBISU BAR にて18時までヱビス生ビール各種半額！
全国の銀座ライオン・YEBISU BAR (一部店舗除く)で毎月最終金曜日のプレミアム
フライデーはヱビス生ビール各種を開店時間から18時まで半額でご提供します。
・グラス、ジョッキ含めすべてのサイズにおいて、通常価格の半額にて販売致します。
・瓶、缶ビールは半額の対象外です。 ・店舗により取扱商品は異なります。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 開店～18:00
■場所 ： 全国の銀座ライオン・YEBISU BAR 実施店舗
※実施店舗はこちら → https://www.ginzalion.jp/event/premiumfriday/shoplist.html?pSclion
＜URL＞ https://www.ginzalion.jp/event/premiumfriday/

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 3/29(金)は「プレミアムフライデー」！
不二家レストランでは、3/29（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】をおひとり様1杯無料でサービスいたします。
また、小学6年生までのお子様全員に嬉しいプレゼント！

■日時 ： 2019年3月29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内キャンペーンのページをご参照ください）
＜URL＞ http://www.fujiya-fs.com/campaign/

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/detail/249

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）
３月のシークレットボックスは29日！
プレミアムフライデー恒例の「シークレットボックス」！
3月は29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、整理券配布開始時間および販売開始時間が異なりますので、
以下ご確認ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※無くなり次第終了となりますのでご容赦ください。
※エキュート大宮店、仙台富沢店、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3月29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）
■場所 ： フルーツピークス 各店
＜URL＞ https://www.fruitspeaks.jp/news/#1383

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3月29日（金） ～ 3月31日（日） 15:00～18:00
■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）
ホテル横浜キャメロットジャパン （神奈川県）
ホテル横浜キャメロットジャパンのプレミアムフライデー
＜１Ｆ＞ カフェ＆バー ERCOLANO 15:00～20:00 L.O.
毎月最終金曜日 アルコール全品半額（ボトルワインなど一部除く）
＜２Ｆ＞ 地中海料理 STABIANA 17:00～20:00 L.O.
毎月最終金曜日 アルコール全品半額（ボトルワインなど一部除く）
＜２Ｆ＞ 中国料理 桃花苑 17:00～19:00 L.O.
毎週金曜日 アルコール全品半額、プレミアムコース 3,240円
＜６Ｆ＞ 日本料理 桂川 ご予約に限り16:00オープン
16:00～18:00までお飲み物全品半額
＜14Ｆ＞ ダイニング Grade A 最終金曜日 16:00～18:30入店 限定
プレミアムアーリータイムプラン 1,640円（ドリンクは別料金）

■日時 ： 2019年3月29日（金） ※時間は上記参照
■場所 ： ホテル横浜キャメロットジャパン内 上記店舗
＜URL＞ https://hpdsp.jp/camelotjapan/page1

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3月29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

ロックベイガーデン （滋賀県）
毎月第２金曜日とプレミアムフライデーはポイント２倍！！
ショップ・うどんやさん ご利用でポイントが２倍に・・・
まだお持ちでない方はレジにてお申し付けください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： ロックベイガーデン （草津市下物町1431）
＜URL＞ http://www.rockbaygarden.com/common/pdf/premium_friday.pdf

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8回目が開催されます。
今月は、テーマを 『「桜」と「地ビール」』として、3月29日に開催されます。
春らしく、桜ビールや桜色純米にごり酒などが出展されます。
新たな取組みとして、ホテル カクバン（米子市角盤町）、沖村ペンション（
西伯郡伯耆町）とコラボした、宿泊セットプランができました。（※注1）
また、地ビールフェスタホームページから前売券の予約ができるようになり
ました。 代金については、当日、会場でのお支払いとなります。（※注2）
現在運行中のヒマチの嬢王コラボタクシーは、3月のフェスタ当日、概ね
15時から20時の間、米子駅から角盤町までを無料で乗車できます。（角
盤町から米子駅までは有料です。）
（※注1）、（※注2）…くわしくは地ビールフェスタホームページ、フェイスブ
ックをご覧ください。
3月29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3月29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/25225.htm
http://craftbeer-yonago.com/

ロワジールホテル 那覇 オールデイダイニング フォンテーヌ （沖縄県）
月末金曜はロワジールでちょっと豊かに。=プレミアムフライデー=
フォンテーヌで毎月末の金曜日に開催中の【プレミアム★フライデー】
シェフおすすめのメニューとセットドリンクをお楽しみいただけます♪
プレミアムジャンボチキンレッグ＆1ドリンク （オリオン生ビール or ハイ
サワー or ハイボール） プレミアムフライデーセット 1,000円
■日時 ： 2019年3月29日（金） 17:30～19:30
■場所 ： ロワジールホテル 那覇 オールデイダイニング フォンティーヌ
＜URL＞ https://www.loisir-naha.com/restaurant/fair-detail.php?id=7649

キャンペーン（サービス）
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） （神奈川県）
【フライデーナイトＪリーグ】
3/29(金)はサッカー観戦＠日産に行こう！
3月のプレミアムフライデーは、ぜひ金曜夜の「フライデーナイトＪリーグ」でサッカー観戦を！
ご家族やお仕事帰りの同僚、ご友人、恋人同士で楽しめるイベントが盛りだくさんです。
２０１９明治安田生命Ｊリーグ 第5節 横浜Ｆ・マリノス vs サガン鳥栖
・開催日時：2019年3月29日（金）19:30キックオフ
・開催場所：日産スタジアム
【イベント情報】
その１：先着10,000名様に「金Ｊ限定ベースボールユニ」プレゼント！
＜配布対象者＞ 当日の観戦チケットをお持ちの方
＜配布場所＞ 各ゲートにおいて入場時に配布
＜注意事項＞
・無くなり次第、配布終了となります。
・ゲートは大変な混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってご来場ください。
その２：飲み放題付チケットを販売！
昨年大好評だった「飲み放題付チケット」を数量限定で販売！今年の「飲み放題付チケット」は、誘
えば誘うだけお得になる6名セット、12名セットをご用意。さらにビールに加え、お客様からのご要
望が多かったハイボールもご用意いたします。
＜飲み放題ドリンクの提供について＞
時間：17:30～21:00(後半30分)まで ※約3時間30分の飲み放題提供
場所：E22付近に専用の特設カウンターを設置いたします。
※飲み放題専用カウンターにてチケットをご提示いただき、
飲み放題の専用カップとリストバンドを受け取ってください。
※2杯目以降のお代わりは、リストバンド着用者が専用のドリンクカップを
お持ちいただいた場合のみ提供いたします。
＜販売期間＞ 2019年2月10日(日) 10:00～3月28日(木) 23:59
＜販売場所＞ オンラインチケット販売サイト「チケットF・マリノス」限定販売
https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/1904640/001
その３：サンボマスターによるハーフタイムショー
＜実施場所＞ 日産スタジアム HOMEゴール裏マラソンゲート付近
※実施場所は天候等により変更になる場合がございます。
＜実施時間＞ 20:15頃
＜注意事項＞
・イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
・ハーフタイムライブの観覧には、当日の試合観戦チケットが必要です
■日時 ： 2019年3月29日（金）19:30キックオフ
■場所 ： 日産スタジアム
<URL> https://www.jleague.jp/fnj/2019/match/yokohamafm-tosu.html

キャンペーン（サービス）
JR東日本 JRE POINT （全国）
３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、
① JRE POINT加盟店(カード提示で貯まる加盟店）(※1)にて期間中、
合計5,000円(税抜)以上お買上げの方に、JRE POINTを500ポイント
プレゼントいたします。
② さらに合計5,000円（税抜）以上の全額をJRE CARDで決済された方に、
300ポイントプレゼント！！
※1 JRE POINT加盟店のうち一部の加盟店でのご利用は、対象のお買い上げ金額に加算されません。
●ペリエ稲毛は、①及び②のキャンペーン対象外です。
ペリエ稲毛3/29(金)限定 ポイント10倍デイ！
詳しくはこちら https://www.perie.co.jp/inage/info/detail.php?ct=news&id=1008
●宇都宮パセオ・エスパル郡山・CoCoLo新潟は、②のキャンペーンのみ対象外となるため、5,000円(税抜
)の全額を「JRE CARD」で決済いただいた場合、500ポイントは付与されますが、300ポイントは加算され
ません。
●②のキャンペーンは、一部対象外のショップがございます
♪＊♪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3月29日（金） 0:00 ～ 3月31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/0060000178

春のお出かけはキャッシュレス！Ｓｕｉｃａでおトクに！ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ１０倍キャンペーン
2019年3月29日限定！ 春のおでかけはキャッシュレス！
JR東日本グループ内の「登録したSuicaのご利用でポイントが貯まる
JRE POINT加盟店」で通常の10倍ポイントが貯まるキャンペーンを
実施いたします。

■日時 ： 2019年3月29日（金） 限定
■場所 ： JR東日本の駅ナカにある「登録したSuicaでポイントが貯まる」JRE POINT加盟店 対象店舗
<URL> https://www.jrepoint.jp/campaign/C190329001

キャンペーン（サービス）
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/

オリコカード （全国）

PREMIUM FRIDAYキャンペーン

3月29日（金）は、プレミアムフライデーです。
プレミアムフライデーはいつもと違う豊かさを楽しむ日。
お買い物や旅行の際にはオリコカードをご利用頂き、
ちょっと素敵な週末をお過ごしください。
期間中にエントリーのうえ、カードショッピングを1万円以上（税込）ご利用いただくと
抽選でゴールデンウィークにつかえるプレミアムな賞品をプレゼント！
※詳細は以下のURLをご参照ください。

■エントリー期間 ： 2019年3月22日（金） ～ 2019年3月31日（日）
■カードご利用期間 ： 2019年3月29日（金） ～ 2019年3月31日（日）
<URL> https://www.orico.co.jp/campaign/1903220331_friday/

キャンペーン（サービス）
UCカード （全国）
“プレミアムフライデー”もキャッシュレス！
抽選で50名様に5,000円分のUCギフトカードをプレゼント！
期間中、UCカードで合計1,000円(税込)以上ご利用いただいた方
の中から、抽選で50名様にUCギフトカード5,000円分をプレゼント
いたします。
※詳細は以下のURLをご参照ください。
■期間 ： 2019年3月29日（金） ～ 2019年4月7日（日）
<URL> https://www2.uccard.co.jp/uc/campaign/cashlessF.html

ライフカード （全国）
キャッシュレス×プレミアムフライデーキャンペーン！
キャンペーン期間中にエントリーのうえ、カードショッピングを合計1万
円（税込）以上ご利用いただいた会員さまの中から抽選で12名さまに
人気のプレミアム家電をプレゼント！
1万円を1口として抽選するので、使えば使うほどチャンスアップ！
プレミアムフライデー（3月29日～31日）に合計１万円以上ご利用い
ただくと抽選口数がなんと10倍に！
※詳細は以下のURLをご参照ください。
■期間 ： 2019年3月18日（月） ～ 2019年3月31日（日）
<URL> http://www.lifecard.co.jp/card/campaign/premiumfriday/201903/

ビューカード （全国）
３月のプレミアムフライデーはビューカードでキャッシュレス！
キャンペーンにエントリーのうえ、期間中のご利用金額合計10,000円
（税込）を一口として、抽選で100名様に10,000円相当のJRE POINT
をプレゼント。
また、ビューゴールドプラスカード、JALカードSuica CLUB-Aゴールドカ
ードでご利用いただいた場合は、抽選口数5倍に！
※詳細は以下のURLをご参照ください。
■エントリー期間 ： 2019年3月22日（金） ～ 2019年3月31日（日）
■ご利用期間 ： 2019年3月29日（金） ～ 2019年3月31日（日）
<URL> https://www.jreast.co.jp/card/campaign/premium_friday_2019spring/

キャンペーン（サービス）
Origami Pay （全国）
〜Origami Payで、キャッシュレスをはじめよう〜
3月29日より5月6日までの期間中、「Origami Payで、キャッシュレスをはじめよう。」
と題し、下記の4つのキャンペーンを行います。
１．3月29日（金）は、「プレミアム“キャッシュレス”フライデー」として、Origami Payの
全てのユーザーに、お支払い時に10%OFF割引（コンビニも含め、当日限定で複
数回の利用が可能）が適用されます。
２．3月29日（金）「プレミアム“キャッシュレス”フライデー」当日15:00〜18:00の間
に決済を行なったOrigami Payの全てのユーザーに、後日100円OFFのクーポン
を発行いたします。
３．3月29日〜5月6日の期間中に、Origami Payを初めて利用される方がOrigami
加盟店で掲示されたポスターのQRコードを読み取ると、10%OFFのクーポンが取
得できます。
４．ゴールデンウィーク中は、Origamiアプリのなかで、レジャー施設や文化施設など
の地元のお店を再発見していただけるような特集をし、全国各地の加盟店の活
性化を推進します。
※詳細は以下のURLをご参照ください。
<URL> https://about.origami.com/press/2019/0326-02/

PayPay （全国）
3月29日はプレフラPayPay!キャンペーン
3月29日は「食べる」、「飲む」が、最大20％戻ってくる。
期間中にPayPay加盟店の飲食店で、PayPay決済をご利用
いただいた方に対し、支払額の最大20％のPayPayボーナス
を付与します。
（期間中の付与上限1万円相当）
※詳細は以下のURLをご参照ください。
■キャンペーン対象決済期間 ： 2019年3月29日（金）15:00～18:00まで
<URL> https://www.paypay-corp.co.jp/notice/20190326/03/

キャンペーン（サービス）
楽天ペイ・楽天カード （全国）
①３時間限定 329,000ポイント山分け！ キャンペーン
エントリーのうえ楽天カードを設定し、キャンペーン期間中に楽天ペイアプリで
500円（税込）以上お支払いすると、329,000ポイントを山分けプレゼント！
※2019年3月29日(金)時点で楽天ペイアプリのお支払い元のカードが楽天
カードであることが条件となります。
■エントリー期間 ： 2019年3月26日（火） 12:00 ～ 2019年3月29日（金） 17:59
■キャンペーン期間 ： 2019年3月29日（金） 15:00 ～ 17:59
＜URL＞ https://r10.to/hbusL4

②楽天カードを設定して楽天ペイで払うとポイント最大40倍（実質最大20％）還元！キャンペーン
エントリーの上、キャンペーン期間中に、「楽天ペイ」アプリに「楽天カード」を設
定してお支払いに利用いただくとポイント20倍、さらに500円（税込）以上の
お支払いが3回以上で+10倍、期間内に「楽天ペイ」アプリでのお支払いが初
めての場合+10倍で、最大40倍のポイントを付与します（還元率最大20％）。
■エントリー期間 ： 2019年3月18日(月)10:00～2019年4月8日(月)9:59
■キャンペーン期間 ： 2019年3月25日(月)10:00～2019年4月8日(月)9:59
＜URL＞ https://r10.to/hln7dv

ヒューマンアカデミー通信講座「たのまな」 （全国）
月末の金曜日はなりたい自分発見！
月末金曜日は、プレミアムフライデー。
いつもより早めに仕事を終えて、頑張る私にプラスの彩を♪
自分磨きで、なりたい自分を発見(^^)。
そんなステキな金曜日を過ごすためのプロジェクトです。
ヒューマンアカデミーの通信講座“たのまな”は、
自分磨きの時間を創り頑張る皆さんを応援します♪
受講料30,000円以上の通信講座がお得な価格で学べます。
30,000（税込）円以上～200,000円（税込）未満は3％OFF
200,000円（税込）以上は5％OFFで受講できます。
さらに、カード決済の方はキーワードを入力すると
最大5,000円分のQUOカードをプレゼントします。
※本キャンペーンのウェブサイトへの掲載は金曜日を予定しており、
以下URL内に掲載されます。
■キャンペーン期間 ： 2019年3月29日（金） ～ 3月31日（日）
<URL> https://www.tanomana.com/

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。
3月29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3月29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/2019/03/201903pfd.pdf
<URL> https://news.central.co.jp/notice/201903pfd

よみうりカルチャー （全国）
プレミアムフライデー 月末金曜は新しいことはじめよう
月末金曜は、ちょっと豊かに。
プレミアムフライデーに 新しいこと はじめませんか？
よみうりカルチャーは首都圏最大級のカルチャースクールです。
皆さんの「はじめたい」を応援します。はじめる"きっかけ"作りに体験レッスンはいかがですか？

<URL> https://www.ync.ne.jp/
プレミアムフライデーのページはこちら ↓
https://www.ync.ne.jp/contents/2019/03/post_226.php

キャンペーン（サービス）
ローズマリー （全国）
3/29(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3月29日（金）15:00～閉店時間まで
■場所 ： ローズマリー 各店
<URL> https://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）
３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！！
①3月29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、3月31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3月29日（金） ～ 31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_3.html

SPAT4プレミアムポイント （全国）
月末金曜日は南関競馬！
3/29(金)浦和第9レース以降(15時以降に発走を
予定しているレース)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3月29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【3月】』をご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29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3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3月29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。
今回は人気の高金利通貨の他、2019年3月25日より新たに取扱開始する中国人民元/円も含めた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
中国人民元/円 （CNH/JPY）
：1.8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） :1.7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
2019年3月29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_201903/
＞ 「LIGHT FX」プレミアムフライデー・ハッピーアワー
https://lightfx.jp/premiumfriday_201903/
スプレッドに関するリスクはこちら
https://min-fx.jp/premiumfriday_201903/#risk

カフェトーク （オンライン）
2019年3月29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3月29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3月29日（金） 15:00～21:00
<URL> https://cafetalk.com/campaign/2019/premium-friday/03/?lang=ja

キャンペーン（サービス）
こみちの湯 ほのか （北海道）
プレミアムフライデー
毎月最終金曜日は『プレミアムフライデー』
こみちの湯ほのかでは15時～18時受付で『プレミアムフライデー』なお得
な2種類の入浴セットをご用意してみました！
■日時 ： 2019年3月29日（金） 15:00～18:00 受付
■場所 ： こみちの湯 ほのか（札幌市中央区南3条西2丁目15-5（狸小路2丁目））
<URL> https://yudokoro-honoka.jp/komichi/event/

山形ファミリーボウル （山形県）
2019年3月度プレミアムフライデー開催
今月は3月29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3月29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

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3月29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

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3月29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/

湘南ゴルフリゾート （神奈川県）
３月プレミアムフライデー
3月29日16時～ 生ビール１杯300円
ゴルフプレー分をチケットバック
（９ホールプレーで９ホール無料チケットプレゼント）
毎月お楽しみに！！
■日時 ： 2019年3月29日（金） 16:00～
■場所 ： 湘南ゴルフリゾート （藤沢市片瀬海岸2-17-27）
<URL> http://shonangolfresort.com/topics.html#premium_friday

ホテルニューグランド （神奈川県）
【プレミアムフライデー限定】 ホテル利用券付ブライダルフェア
「月末金曜は、ちょっと豊かに。」
プレミアムフライデーという特別な一日に お二人の大切な一日のご相談を♪
おふたりのご希望を伺いながら 会場のご見学、お見積り、日程をご提案いたします
プレミアムフライデーだけの特別特典付き！

■日時 ： 2019年3月29日（金） ①15：00～16：30／②16：00～17：30／
③17：00～18：30／④18：00～19：30／⑤18：30～20：00
■場所 ： ホテルニューグランド 本館2階 ウェディングインフォメーション
<URL> https://www.hotel-newgrand.co.jp/wedplan/fair/detail/143/2019-03-29

キャンペーン（サービス）
天然温泉 黄金の里 （千葉県）
プレミアムフライデー特別企画
毎月月末金曜限定
プレミアムフライデー特別価格
お得な回数券（１０枚つづり） 通常価格6,500円 → 6,000円

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 天然温泉 黄金の里 （富里市七栄298-7）
<URL> http://tennenonsen-koganenosato.net/wp-content/uploads/2017/03/pf-campaign-17sp.pdf

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3月29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/

□□■■■ 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）
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3月29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/喜楽里 （埼玉県/千葉県/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。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、サワー類各種100円引き
（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/2019/03/20/1261/
■ 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/2019/03/15/1134/
■ 春日部温泉 湯楽の里 （春日部市小渕105-1）
先着30名様へ館内着無料レンタル！
https://www.yurakirari.com/kasukabe/2019/02/26/1197/
■ 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/2019/03/16/690/
■ 船橋温泉 湯楽の里 （船橋市山手3-4-1）
お食事処「えびす」にて ①ざるそば520円→450円 ②ビール（小） 100円販売！
https://www.yurakirari.com/funabashi/2019/02/23/1240/
■市原温泉 湯楽の里 （市原市古市場329-1）
17時～サワーご注文で「枝豆」、「冷奴」、「キムチ」、「たこわさび」のいずれか１品無料サービス
https://www.yurakirari.com/ichihara/2019/02/24/1046/
■酒々井温泉 湯楽の里 （千葉県印旛郡酒々井町飯積1-1-1）
17時からさぬきやにて生ビール（中）が390円！
https://www.yurakirari.com/shisui/2019/02/25/1037/
■つくば温泉 喜楽里 別邸 （つくば市西大橋614-1）
ごはん家 風玄にてスペシャルメニュー数量限定販売（プレミアムつくば1,380円） ほか
http://www.yurakirari.com/tsukuba/2019/03/24/405/

キャンペーン（サービス）
静鉄不動産 （静岡県）
プレミアムフライデー限定 ご成約プレゼント
今月は、3月29日（金）！
プレミアムフライデーにご成約いただきますと、特典をお付けいたします☆
この機会に是非、静鉄不動産にお立ち寄りください。
※他のキャンペーン企画の特典との併用は出来ませんのでご了承ください。
※詳しくは以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 静鉄不動産 各店舗・情報ライブラリー・販売センター
<URL> https://www.shizutetsu.net/news/201702premiumfriday

静岡鉄道 （静岡県）
春休み静鉄電車ワンデーパス発売！
静鉄電車では、春休み期間に合わせ、「春休み静鉄電車ワンデーパス」
を発売いたします。プレミアムフライデーの２０１９年３月２９（金）には、
大人（大学生以上）の方にも販売も行います！
大変お得な乗車券ですので、ぜひこの機会に「春休み静鉄電車ワンデー
パス」をご利用ください。
詳細は、以下URL中、「News & Topics」内をご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 正午～終電車まで
■場所 ： 静岡鉄道 全駅 自動券売機
<URL> http://train.shizutetsu.co.jp/

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！（１ドリンク付）
※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3月29日（金） 14:00～20:00
■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://www2.princehotels.co.jp/page.jsp?id=183917

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
て頂けるよう、「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3月29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/pf0307.pdf#view=FitV

アソビックスびさい （愛知県）
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3月29日（金） 15:00～
■場所 ： アソビックスびさい （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 ： 2019年3月29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）
長命ずいかくの湯 （滋賀県）
プレミアムフライデー
3月29日(金)はプレミアムフライデー。
16時以降にご入館のお客様、
得なお風呂と食事、ドリンクが待ってます。
お得なセットをお見逃しなく。
詳細は、以下のURL内お知らせのページをご参照ください。

■日時 ： 2019年3月29日（金） 16:00～
■場所 ： 長命ずいかくの湯 （滋賀県近江八幡市長命寺町65-1）
<URL> http://www.chomei-zuikaku.com/

ＲＳ ＴＡＩＣＨＩ （大阪府）
タイチでプレミアムフライデー
月末金曜午後3時よりヘルメットクリーニングサービスを実施
いたします。
このほか、お勧めケミカルの無料お試し、愛車無料点検など
を実施します。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 15:00～
■場所 ： ＲＳ ＴＡＩＣＨＩ 大阪本店
<URL> http://www.shop.rs-taichi.co.jp/news_detail.html?code=1111

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3月29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。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 15:00～
■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3月29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3月29日（金）
■場所 ： 江坂ゴルフセンター
<URL> https://golf.amenity-esaka.com/

木城温泉館 湯らら （宮崎県）
プレミアムフライデー
～毎月最終金曜日ちょっと特別な金曜日～
温泉入浴券＋木城町産食材等を使った食事セット＋ソフトドリンク 1,000円
※当日10時より販売（限定40枚）。午前午後各20食。
ラストオーダー20時30分
■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 木城温泉館 湯らら （児湯郡木城町大字高城1403-1）
<URL> http://service.kijo.jp/~yurara/event.html

その他
太田市美術館・図書館 （群馬県）
３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
３月のテーマ 「フランス名画選 PART3」
月末金曜は、ちょっと豊かに。「映画を見よう」
※入場無料[入退場自由]
■日時 ： 2019年3月29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/3217.html

国立科学博物館 （東京都）
３月の夜間開館関連イベントについて

3月29日（金）は、以下のイベントの開催を予定しています。
詳細は、以下のURLからご確認ください。
○18：00～（45分程度）

プレミアムトーク「アンモナイトの生物学」
大学で行なっている講義とほぼ同じ内容です。大学の講義をお楽しみください。
◆会場：地球館3階講義室
◆対象：どなたでもご参加いただけます（中学生以上に合わせた内容です。）
◆定員：50名程度（先着順）定員を超えた場合は立ち見となります。
◆その他：事前申込不要。直接会場にお越しください。

■日時 ： 2019年3月29日（金）
■場所 ： 国立科学博物館
<URL> http://www.kahaku.go.jp/news/2019/premium_03/

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3月29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
新宿瑠璃光院 （東京都）
「お寺で！プレミアムフライデー」
毎月末の金曜日に新宿瑠璃光院で実施している「お寺で！プレミアムフライデー」。
次回の開催日をお知らせいたします。
詳細は、以下のURL内、お知らせ欄にあります「3月のイベントのお知らせ」をご参照
ください。
※要予約。既に定員に達している可能性もございます。

■日 時 ： 2019年3月29日（金） 16:00から約１時間半
■内 容 ： マインドフルネス（呼吸法と瞑想）、薬膳粥
■対 象 ： 働く人、学生、その他一般の方々。 ※初心者大歓迎。先着20名
■参加費 ： ワンコインチャリティー500円（シルクロード文化遺産保存修復事業の懇志として）
■場 所 ：新宿瑠璃光院「空ノ間」
< U R L> ： https://www.byakurengedo.net/
※イベント予約サイトはこちら ： https://reserva.be/byakurengedo

静岡市清水文化会館マリナート （静岡県）
マリナートプレミアムフライデー 金管五重奏 新しい季節を謳う
静岡交響楽団スペシャルユニット
・モーツアルト/魔笛より序曲
・葉加瀬太郎/情熱大陸
・サウンドオブミュージックより 他
2/10～ 整理券配布開始
・マリナート 事務室 ・テルサ 事務室
・エスパルスドリームプラザ インフォメーション
・清水銀座・駅前銀座商店街 事務室
詳細は、以下のHP内にありますイベントページ（3月）をご参照ください。

■日 時 ： 2019年3月29日（金） 開場 18:00 開演 18:30
■場 所 ： 静岡市清水文化会館マリナート 小ホール
< U R L> ： https://www.marinart.jp/event/index.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]。
３月のテーマは『定時(までに)退社してプレ金を楽しもう！ 』です。
静岡市で行われるサービスやイベントをご案内します。
以下のＵＲＬから検索してください。
<URL> http://www.at-s.com/event/featured/premium/

静岡呉服町名店街 （静岡県）
静岡呉服町のプレミアムフライデー
3月のプレミアムフライデーは29日（金）（一部31日日曜まで）♪
今月もやって来るお得な月末週末！
呉服町名店街のプレミアムサービスで、ちょっとお得なひとときを。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） ※一部～31日（日）まで
■場所 ： 静岡呉服町名店街 対象店舗
<URL> http://www.gofukucho.or.jp/event.html

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

広報ふちゅう（平成30年8月1日第1239号）

プレミアムフライデーに合わせて、ぐるっとバス（右まわり）を試験的
に夕方以降も運行します。
日頃バスを利用する機会が少ない人も、自分にあったプレミアムフ
ライデーの使い方をしてみませんか。
この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3月29日（金）
※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3月29日（金）
■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。
・ご利用は現金のみとなります。（バスカードでの支払いはできません。）
・高齢者等バス・タクシー運賃助成券と併用できます。
・他のサービスとの併用はできません。
・市内での乗車もしくは降車する際に利用することができます。
・高速バス・ほうふ市内定期観光バスは利用できません。
■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3月29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3月29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3月29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=03&year_id=2019

大分県立美術館 （大分県）
プレミアムフライデー ギャラリートーク
学芸員による、コレクション展Ⅴ「日常へのまなざし」
のギャラリー・トークを行います。開始時刻までに、3階
コレクション展示室入り口前にお集まりください。
■日時 ： 2019年3月29日（金） 17:00～18:00
■場所 ： 大分県立美術館 3階 コレクション展示室
<URL> http://www.opam.jp/events/detail/618

■ 次回発行予定 ： 「４月のプレミアムフライデー情報」として４月中旬頃の公開を予定しています

