４月の 「プレミアムフライデー」 情報
2019年4月19日
プレミアムフライデー推進協議会
平成最後となる今月のプレミアムフライデーは、26日（金）です。
ゴールデンウィークを控え、翌日から10連休という方々も多いのではないかと思います。
月別推奨テーマは「プレミアム ゴールデンウィーク」。皆さんはどのように過ごす予定でしょうか？
今回は過ごし方のご提案として、気軽に行ける日帰り観光スポットを中心にご紹介します。
なお、プレミアムフライデー当日となる4月26日とその後の10連休を「キャッシュレスウィーク」と位置づけ、決済事業
者や小売事業者等が、先月に引き続き、キャッシュレスのイベントやキャンペーンを実施する予定です。この「キャッシ
ュレスウィーク」に関する情報は、キャッシュレス推進協議会のHPにおいて近日中に公表予定です。また、各地におい
て実施される「プレミアムフライデー」の取組事例のご紹介は、直前情報として4月25日頃に公開予定です。

【４月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
プレミアムフライデーを含むＧＷにおすすめする

■ 日帰り観光スポットのご紹介 ■
今回はプレミアムフライデーやゴールデンウィーク期間中に気軽にふらっとお出かけできる日帰り観光スポットを
「春の訪れを感じられる場所」という観点からピックアップしてご紹介します。
まだ予定が決まっていないという方々も、この機会にお出かけしてみませんか？
松前公園 （北海道松前郡）
さくらの名所100選に選定されている松前公園は、約250種1万本の桜
が早・中・遅咲きと開花リレーを繰り広げ、約1ヶ月の間お花見を楽しむ
ことができます。4月27日（土）から5月15日（水）までの期間、「第72回
松前さくらまつり」が開催されます。
●場所 ： 北海道松前郡松前町松城
●交通 ： 🚃・🚌 JR木古内駅から路線バスで約１時間30分、JR函館駅前から路線バスで約３時間
「松城バス停」下車、徒歩7分
※4/27（土）から5/6（月・祝）までの期間、特急バス 松前さくら号が運行されます
（函館市内～木古内駅～松前 1日２往復 ／ 3日前完全予約制）
🚙
木古内駅～松前 約1時間 函館駅～松前 約2時間 函館空港～松前 約2時間30分
●ウェブサイト ： 松前町役場（観光・アクセス） http://www.town.matsumae.hokkaido.jp/hotnews/category/125.html

弘前公園 （青森県弘前市）
弘前公園は、弘前市の中心部に位置し、藩政時代に弘前藩10万石を治
めた津軽家代々の居城であった、弘前城が基になっています。
4月20日（土）から5月6日（月）までの期間、「2019年 弘前さくらまつり」
が開催されます。弘前公園で桜を満喫してみませんか？
提供：弘前公園総合情報サイト

●場所 ： 青森県弘前市下白銀町1
●交通 ： 🚃・🚌 JR弘前駅下車 弘前市内循環100円バス 市役所前下車 徒歩4分
🚙
東北自動車道 大鰐ICより国道7号線経由約25分
●ウェブサイト ： 弘前公園総合情報サイト https://www.hirosakipark.jp/
次のページに続きます

角館の桜 （秋田県仙北市）
4月20日(土)～5月5日(祝・日)までの期間、「角館の桜まつり 2019」が
開催されます。はかなげに揺れて曲線を描く武家屋敷通りのシダレザクラと
桧木内川堤に２キロにも渡って咲き誇るソメイヨシノの並木道が角館の春
を華やかに演出します！

提供：（一社）田沢湖・角館観光協会

●場所 ： 秋田県仙北市角館町
●交通 ： 🚃
角館駅前から武家屋敷入口まで、徒歩で約20分
🚙
仙台方面から 秋田自動車道 大曲ICから国道105号経由で約40分
青森、盛岡方面から 東北自動車道 盛岡ICから国道46号経由で約1時間15分
●ウェブサイト ： 田沢湖・角館観光協会 https://tazawako-kakunodate.com/

北上展勝地 （岩手県北上市）
東北有数の桜の名所として知られ、「さくらの名所100選」、「みちのく三
大桜名所」に数えられており、5月6日（月・祝）までの期間、「北上展勝地
さくらまつり」を開催中です。期間中は、北上川上空を鮮やかな鯉のぼり
が泳ぎ、遊覧船が運航されるほか、満開の桜並木をノスタルジックな雰囲
気たっぷりの観光馬車が走ります。
●場所 ： 岩手県北上市立花10地割
●交通 ： 🚃
JR北上駅から徒歩約20分
🚙
東北自動車道 北上江釣子IC または 北上金ヶ崎ICから約15分
●ウェブサイト ： 北上展勝地さくらまつり http://sakura.kitakami-kanko.jp/

国営ひたち海浜公園 （茨城県ひたちなか市）
開園面積約215ha（総面積350ha）の広大な敷地に自然の中で楽しめる
レジャースポットが盛りだくさん！彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。
現在、「Flowering 2019」の期間中であり、園内各所で美しい花景色に出
会えます。みはらしの丘一面を青一色に染めるネモフィラは必見です。
●場所 ： 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4
●交通 ： 🚃・🚌 JR常磐線勝田駅下車 東口2番乗り場から茨城交通バスで海浜公園西口まで約15分、海浜公園
南口まで20分／東京駅から高速バスで約2時間
🚙
東京方面から 北関東自動車道～常陸那珂有料道路 ひたち海浜公園IC すぐ
いわき方面から 常磐自動車道 日立南太田ICより約15km／東海スマートICより約13km
●ウェブサイト ： 国営ひたち海浜公園 https://hitachikaihin.jp/

あしかがフラワーパーク （栃木県足利市）
5月19日（日）までの期間、「ふじのはな物語～大藤まつり2019～」を
開催中です。樹齢150年におよぶ600畳敷きの藤棚を持つ大藤や、長
さ80ｍもの白藤のトンネル、きばな藤のトンネルなど350本以上の藤が
咲き誇ります。
提供：あしかがフラワーパーク

●場所 ： 栃木県足利市迫間町607
●交通 ： 🚃
JR両毛線あしかがフラワーパーク駅から徒歩３分
🚙
東北自動車道 佐野藤岡ICから国道50号経由で約20分
北関東自動車道 足利ICから国道293号、県道67号経由で約15分
●ウェブサイト ： ふじのはな物語～大藤まつり2019～ https://www.ashikaga.co.jp/fujinohana_special2019/jp/
次のページに続きます

2019 富士芝桜まつり （山梨県南都留郡）
5月26日（日）までの期間、富士本栖湖リゾートにおいて関東最大級80万株
の芝桜の祭典 「2019 富士芝桜まつり」を開催中です。残雪の美しい世界
遺産・富士山と広大な園内いっぱいに咲き誇る芝桜の競演が楽しめる、富
士山麓の春の訪れを感じられるイベントです。また、今年は空から80万株の
芝桜と富士山を一望できる 「気球搭乗体験イベント」や芝桜を使ったフォトス
ポットが新登場します。
●場所 ： 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212
●交通 ： 🚃・🚌 富士急行河口湖駅下車、富士芝桜まつり会場行きバス「芝桜ライナー」で約40分
🚙
中央自動車道 河口湖ICから国道139号経由で約25分
東名高速道路 富士IC または 新東名高速道路 新富士ICから国道139経由で約50分
●ウェブサイト ： 2019 富士芝桜まつり http://www.shibazakura.jp/

2019 天空のチューリップ祭り （静岡県裾野市）
4月20日（土）～5月26日（日）までの期間、遊園地ぐりんぱにおいて
「2019 天空のチューリップ祭り」が開催されます。世界遺産・富士山
をバックに色鮮やかな20万本のチューリップが咲き誇る花祭典です。

●場所 ： 静岡県裾野市須山字藤原２４２７
●交通 ： 🚃・🚌 御殿場駅から富士急行バスで約50分／三島駅から富士急シティバス（裾野駅経由）で約75分
富士駅から富士急静岡バス（吉原中央駅経由）で約80分
🚙
東名高速道路 御殿場ICから富士山スカイラインまたは南外周道（大野原）経由で約30分
東名高速道路 裾野ICから南外周道（大野原）経由で約20分
●ウェブサイト ： 2019 天空のチューリップ祭り http://www.tenku-hanabatake.com/tulip/

あわじ花さじき （兵庫県淡路市）
淡路島北部丘陵地域の頂上部、標高298～235mの海に向かってなだ
らかに広がる斜面に一面の花畑が広がります。(面積約15ha)
4月下旬から5月上旬には、ムラサキハナナ、リナリア、ポピーが見頃を迎
えます。
※あわじ花さじきは、2020年3月まで一部リニューアル工事中です。

ⓒあわじ花さじき

●場所 ： 兵庫県淡路市楠本2865-4
●交通 ： 🚙
神戸淡路鳴門自動車道 淡路ICから県道157号線経由で約12分
●ウェブサイト ： あわじ花さじき http://www.hyogo-park.or.jp/hanasajiki/

とっとり花回廊 （鳥取県西伯郡）
標高1,709mの秀峰・大山を間近に望む絶好の景観や自然を生かした日本最
大級のフラワーパークです。5月6日（月・祝）までの期間、「チューリップまつり」、
「夢の花回廊遊園地」、「10万輪の花トンネル」を開催中です。
●場所 ： 鳥取県西伯郡南部町鶴田110
●交通 ： 🚃・🚌 米子駅前バスターミナル５番乗り場から無料シャトルバスで約25分
🚙
米子自動車道 溝口ICから約10分、米子ICから約20分
●ウェブサイト ： とっとり花回廊 http://www.tottorihanakairou.or.jp/
次のページに続きます

世羅高原農場 2019 チューリップ祭 （広島県世羅郡）
5月12日（日）までの期間、「チューリップ祭」を開催中。
15,000㎡に20万本のチューリップを使った日本最大！
『チューリップの花絵』 今年のテーマは【40周年を祝う花火】
記念すべき年をチューリップが盛大に彩ります。
●場所 ： 広島県世羅郡世羅町別迫1124-11
●交通 ： 🚙
山陽自動車道 河内ICから約50分／尾道・松江線 世羅ICから約15分
●ウェブサイト ： 世羅高原農場2019 チューリップ祭 https://sera.ne.jp/tulip/

国営讃岐まんのう公園 （香川県仲多度郡）
5月12日（日）までの期間、「春らんまんフェスタ2019」を開催中です。
ネモフィラ（30万本）やルピナス（4千本）などの花々を観賞しながら、広々
とした芝生広場、大型遊具やサイクリングコースなどでアクティビティを楽
しもう！
●場所 ： 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12
●交通 ： 🚃・🚌 JR琴平駅前、ことでん琴平駅前から無料送迎バス ※運行日：5月12日（日）までの土日祝
🚙
瀬戸中央自動車道 坂出ICから約35分／高松自動車道 善通寺ICから約25分
●ウェブサイト ： 国営讃岐まんのう公園 https://sanukimannoupark.jp/

八女黒木大藤まつり （福岡県八女市）
1395年、後征西将軍良成親王のお手植えと伝えられる国指定天然記
念物・黒木のフジは、これまでの歴史の中で幾多の戦いと大火をくぐり抜
けこれまで樹齢約620年を保ってきました。5月6日（月・祝）までの期間、
素盞嗚(すさのお)神社周辺にて、「八女黒木大藤まつり」を開催中です。
●場所 ： 福岡県八女市黒木町黒木5-2
●交通 ： 🚙
九州自動車道 八女ICから約25分
●ウェブサイト ： 八女黒木大藤まつり http://townkurogi.saloon.jp/

九州ビアフェスティバル 福岡城会場（福岡県福岡市）／大分会場 （大分県大分市）
九州最大級のクラフトビールの祭典、九州ビアフェスティバルが今年も開催！
ビール職人達が自慢の品々を提供するこのイベント！
選りすぐりの日本の地ビールとフードをみんなで楽しもう！
＜福岡城会場＞
●期間 ： 4/26（金）〜5/6（月・祝）まで
26日（15時〜21時）、27日〜5月5日（11時〜21時）、5月6日（11時〜19時）
●場所 ： 福岡市中央区城内2（舞鶴公園西広場 特設会場）
●交通 ： 🚃
福岡市営地下鉄大濠公園駅下車
●ウェブサイト ： 九州ビアフェスティバル 福岡城会場 https://www.kyushubeerfestival.com/fukuokajyou.html
＜大分会場＞
●期間 ： 4/27（土）〜5/6（月・祝）まで 11:00～21:00
●場所 ： 大分市要町1番1号 （JR大分駅府内中央口広場）
●交通 ： 🚃
JR大分駅下車
●ウェブサイト ： 九州ビアフェスティバル 大分会場 https://www.kyushubeerfestival.com/oita.html

【プレミアムフライデー・トピックス ①】
■ プレミアム“キャッシュレス”フライデー を開催しました ■
3月のプレミアムフライデー当日となる3月29日（金）、（一社）キャッシュレス
推進協議会とプレミアムフライデー推進協議会は、一層のキャッシュレス決
済の普及促進に向けて、経済産業省や決済事業者・小売事業者と連携し、
メディア向けのプロモーションとして「キャッシュレスキャンペーン」 キックオフ
イベントを経済産業省内で開催しました。
当日は、主催者による「キャッシュレスキャンペーン」の狙いや意義の説明に
続き、本キャンペーン参画企業の代表10社の経営層の方々にご登壇頂き、
各社が実施する「プレミアム“キャッシュレス”フライデー」に関する具体的な
取組を中心に紹介しました。
本イベントには、世耕経済産業大臣にもご参加いただき、ご挨拶を頂戴しま
した。世耕大臣からは、以下のようなメッセージを頂きました。
 このキックオフイベントは、「キャッシュレス化」と「プレミアムフライデー」を
一体的に推進する初めての取組。この２つの取組には３つの共通点があ
る。
 １つは、消費者の「生活体験」を「変える」ものであること。プレミアムフラ
イデーは月末金曜の過ごし方を、キャッシュレスは日常的な決済の方法を
変えることで、消費者に豊かで便利な生活をもたらす。
 次に、「消費喚起」を通じて、事業者の売上拡大につながること。
 最後に、どちらも「食わず嫌い」になりがちなこと。「働き方なんて変えられ
るわけがない」「キャッシュレス化なんて複雑で危険」と、心理的ハードル
が高い方が多いが、一度やってみると便利で豊か、その魅力が伝わり、
続けたくなるもの。プレミアムフライデーもキャッシュレスも、体験してみる
ことが重要であり、今後とも、より多くの消費者がこうした体験の機会を
得られるよう、官民が協力して普及促進に取り組んで行きたい。

世耕経済産業大臣

フォトセッションの模様

また、会場では本キャンペーン参画企業30社による、キャッシュレス体験のできるブース展示も実施しました。
こちらは多くの取材メディアの方々に加え、経済産業省の職員や近隣の官公庁職員で賑わいました。
プレミアムフライデーは、消費者の働き方改革とも連動して、「月末金曜は、ちょっと豊かに」過ごす生活スタイル
の浸透により、消費を喚起し、事業者の販売促進の機会を創出することを目的としています。
他方、キャッシュレスは、消費者に現金引き出しや小銭を数える手間削減や、消費履歴のデータ化による家計管
理など多様なメリットをもたらすとともに、事業者にとっても、現金取扱いに係るコスト削減による生産性向上、
消費拡大の大きなチャンスとなるものです。
消費者・事業者双方に効果的な「プレミアムフライデー」と「キャッシュレス化」を一体的に推し進めるべく、プレミ
アムフライデー推進協議会としても、各社が実施するキャンペーン情報を収集し発信していくなど、その推進に
向け、引き続き、キャッシュレス推進協議会と連携して取り組んでまいります。

事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、
ぜひお寄せください。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp

※「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー・トピックス ②】
■ ４月の 「プレ金大学」！ ■

参加者募集中

月末金曜日のプレミアムフライデーを中心に、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や教育機関等が提供する講座・イベントが、「プレ金大学」 とし
て各地で開催されています。
今月は以下の大学等において開催されます。
平日の夜、大学に、ちょっと寄り道してみませんか？

早稲田大学WASEDA NEO（日本橋）

第２回 お江戸日本橋学・カジュアルナイト！
お江戸日本橋の街づくりの特色や独自性を、産業、地域発展の歴史や経緯から探っていきます。 第二回は日本橋
の地で400年余り続いてきた団扇と扇子の老舗、伊場仙の吉田誠男社長にお話を頂きます。話題に事欠かない日
本橋の、知っているようで知られていない産業と歴史の背景を、ドリンク付き２時間の講座でカジュアルに学びます。
■日 時 ： 2019年4月24日（水） 18:30～20:30
■場 所 ： COREDO日本橋5階 WASEDA NEO
■ U R L ： https://wasedaneo.jp/waseda/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=154278
※事前申込制です。上記のURL内にあります＜お申し込みの流れ＞をご参照のうえ、お申込みください。

株式会社オカムラ

ラクワク（楽WORK）思考×映画 映画の舞台には、
どのような「はたらく」のヒントが隠されているだろうか？
映画を題材に、ストーリーや特定のシーンにおいて労働問題がどのように反映されているかを
読み取りながら見直すことで、労働の世界の理解を深めることを目指します。１回あたり約３時
間で１つの映画を取り上げます。まず参加者それぞれが映画を見直し、次に講師による解説を
聞き、最後に参加者が意見を交換したり問題を議論したりします。労働経済の理論や統計の
知識を身につけて、映画の新しい楽しみ方を知ることもできます。
■日
■場

時 ： 2019年4月26日（金） 18:30～22:00 （開場18:00）
所 ： Open Innovation Biotope “bee”
大阪市北区大深町４－２０ グランフロント大阪タワーＡ２１階
■URL：
http://workmill.jp/bee/event/ou_beecinema01.html?fbclid=IwAR3RPl7yYYMOUkrOAHA
GsRYJlqOEzBS35WXh3NYwyp_JMUIzaFjbBcmJaVg
※事前申込制です。上記のURL内にあります「お申し込みはこちら」 からお申込みください。

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

○プレ金大学 ホームページ

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

本企画は、株式会社ラーニング・イニシアティブの協力により実施しています。

【プレミアムフライデー・トピックス ③】
■ プレミアムフライデーは 『グラブル』 で「エビフライ」と戦おう！ ■
(株)Cygamesでは、スマートフォン、PC向けソーシャルゲーム 『グランブルーファンタジー（グラブル）』 を配信しています。
『グラブル』では、毎月プレミアムフライデーだけのイベントを開催中！
■ 4月のプレミアムフライデークエスト
エビフライ…すなわち「エリート・ビジョン of ファンタスティック・ライフ」と戦い、「エビフライ・レプリカ」を
手に入れよう！
「エビフライ・レプリカ」は毎月1個ずつ手に入るが、
1個で「宝晶石300個」、2個で「銀天の輝き」といった豪華報酬と交換可能！
毎月最終金曜日は『グラブル』で「エビフライ」と戦おう！

■ グラブルプレミアムフライデーのキャラクター
キャラクター名「フライデー」
『グランブルーファンタジー』 の世界において暦上毎月の末に一夜だけ訪れる、特定の星が強く輝く日
を「プレミアムフライデー」と名付け、その風習を広めんとする女性。
世を良くしたいという熱い思いを抱いているが、それ故に少々過激な方法に打って出ることも。
ちなみにこの新たな風習の名称は、発案者である自身の名「フライデー」にちなんでいる。

■ 開催期間 ： 毎月最終金曜日 15:00 ～ 日曜 23:59 まで

■ URL ： https://granbluefantasy.jp/
※ 「グラブル」 で遊ぶには、上記ウェブサイト内、「ゲームを始める！」 からアクセスできます。

■ 次回発行予定 ： プレミアムフライデー直前情報として4月25日頃の公開を予定しています

