７月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2019年７月２５日
プレミアムフライデー推進協議会
明日２６日（金）は、プレミアムフライデーです。
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。
また、7月26日（金）をプレミアム”キャッシュレス”フライデーとして、一部の決済事業者が当
日限定のキャンペーンを実施します。（詳細は、最終頁をご参照ください。）
【プレミアムフライデー ７月の事例】
キャンペーン（小売）
大丸札幌店（北海道） さくら野百貨店（青森本店、八戸店、弘前店、北上店）（青森県、岩手県）
水戸京成百貨店（茨城県）

S-PAL仙台、福島、郡山、山形（、宮城県、福島県、山形県）
アプリーズ（青森県） うすい百貨店（福島県）

東武百貨店（池袋、船橋）（東京都、千葉県）

小田急新宿店（東京都）

高島屋（日本橋店ほか１５店舗）（９都府県）

三越伊勢丹（東京都）

東急百貨店（東京都、神奈川県）

名古屋栄三越（愛知県）

ＪＲタワー（北海道）

めいてつ・エムザ（石川県）

西武池袋本店（東京都）

ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県）

サンピアザ・デュオ（北海道）

イオンモール札幌発寒（北海道）

イオンモール下田（青森県）

盛岡駅ビル フェザン（岩手県）

ウイング新橋

セレオ甲府（山梨県）

横浜ベイクォーター（神奈川県）

イオンモール出雲（島根県）

エミフルMASAKI（愛媛県）

イクスピアリ（千葉県）
イオンモール成田（千葉県）

キャスティング（全国） 西武入間ペペ（埼玉県）

松本パルコ（長野県）

ベイドリーム清水（静岡県）

CoCoLo長岡（新潟県）

イオンモール木曽川（愛知県） オアシス２１ （愛知県）
イオンモール岡山（岡山県）

北大路ビブレ（京都府） HIRAKATA T-SITE（大阪府）
イオンモール倉敷（岡山県）

西武本川越ペペ（埼玉県）

マークイズみなとみらい（神奈川県）

ユアエルム成田店（千葉県）

ラザウォーク甲斐双葉（山梨県）
静岡東急スクエア（静岡県）

イオンモール三川（山形県）

つくばクレオスクエア（茨城県）

イオンモール木更津（千葉県）

ヒロロ（青森県）

シーフォートスクエア（東京都）

アティ郡山（福島県）

日本百貨店協会（全国）

山形屋（鹿児島県）

大丸松坂屋友の会（全国）

東急プラザ戸塚（神奈川県）

大丸（東京都、北海道）

エールエール Ａ館専門店街 （広島県）
イオンモール新居浜（愛媛県）
粧苑中央（山形県）

下関大丸（山口県） イオンモール鶴見緑地（大阪府）

木の葉モール橋本（福岡県）

LOFT（全国） 横浜ディスプレイミュージアム（全国）

紀伊國屋書店（全国） ワインショップ・エノテカ（全国）
AOKI （全国） 東急ハンズ（全国）

イオンモール高知（高知県）

ロッテ免税店銀座（東京都）

クリスタ長堀（大阪府）

キャンペーン（飲食）
不二家レストラン（全国） ココス（全国） 銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）
フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）
CIZA Restaurant Isehara （神奈川県）
BAY QUARTER YOKOHAMA （神奈川県）

サントリー（全国）

ホテル一畑 （島根県）

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）
NAGAREYAMA おおたかの森S・C（千葉県）

マークイズみなとみらい（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） 千人代官 本店/酒居 （兵庫県） るるぶトラベル（全国）
HOT PEPPERグルメ（リクルート）（全国）

ロワジールホテル那覇 （沖縄県）

帝国ホテル（東京）

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） トレイダーズ証券（全国）
カフェトーク（全国） 日本旅行（全国） こみちの湯ほのか（北海道）
帝国ホテル東京（東京都） 東京ドームシティ（東京都）
浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県）
湯楽の里（埼玉県）

豊島園 庭の湯（東京都）

天然温泉 黄金の里（千葉県）

イオンスタイル仙台卸町（宮城県）

セントラルスポーツ（全国）

タイムジップス２４（東京都） ロッテ葛西ゴルフ（東京都）
糸魚川カントリークラブ（新潟県）
藤枝ゴルフクラブ（静岡県）

蔵前温泉 さらさの湯（大阪府）

木城温泉館 湯らら（宮崎県）

江坂ゴルフセンター（大阪府）

いちの湯（茨城県）

ホテルニューグランド（神奈川県）

静鉄不動産（静岡県） 平尾温泉 見晴らしの湯（長野県）
エコレンタカー交野店（大阪府）

ふただ歯科クリニック（秋田県）

ボートピア梅田（大阪府）

山形ファミリーボウル（山形県）
佐野クラシックゴルフ倶楽部（栃木県）

静岡市ふれあい健康増進館ゆらら（静岡県）

アソビックスびさい（愛知県）

新宿瑠璃光院（東京都）

ヒューマンアカデミー通信講座「たのまな」（全国）

静岡市のプレミアムフライデー（静岡県）

プレミアムフライデーわかやま （和歌山県）

COME ON いな人飲み屋さん♪（長野県）

第３回ゆうぞら駅市 （富山県）

山口市公共交通委員会 （山口県）

防府市地域公共交通活性化協議会 （山口県）

ビールマルシェ（横芝光町商工会）（千葉県）
まつちかタウン（愛媛県）

地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）

丸の内 行幸マルシェ 実行委員会（東京都）

キャンペーン（小売）
大丸札幌店 （北海道）
プレミアムサマーバザール
ご褒美の時間を使って、家族で少しリッチな時間をレストラン街で過ごしたり、
優雅に音楽を聴きながらお友達と一緒にお気に入りのブランドでお買い物。
大丸札幌店で豊かな時間を楽しんでください。
プレミアムなスイーツをご紹介♪
生鮮品・保存品売場からプレミアムなご紹介♪
プレミアムなお惣菜をご用意♪
婦人服、こども服売場からプレミアムなご紹介♪
紳士服売場、ゴルフウェア売場からプレミアムなご紹介♪
■日時 ： 2019年７月24日（水）～
■場所 ： 大丸札幌店 各階（各階で開催期間が異なります。）
＜URL＞ https://www.daimaru.co.jp/sapporo/premiumfriday/

さくら野百貨店 （青森）
７月のプレミアムフライデー
【青森本店】
・サマーファイナル 全館ポイント2倍
・食品恒例の金曜ポイント5倍＆土日朝市10％ＯＦＦ
・土日 クレジット支払い永久不滅ポイント2倍
【八戸店】
・サマーファイナルセール 全館ポイント2倍
・土日 セゾンクレジット支払い永久不滅ポイント２倍
【弘前店】
・化粧品売場 さくら野ポイント２倍
・＜食器・家庭用品売場＞ さくら野ポイント有料頒布会
・＜畜産コーナー＞味京Dining 炙り香るスペアリブ
・＜鮮魚コーナー＞旬のお刺身盛合せ
【北上店】
・末金（マツキン）お取り寄せ
・化粧品ポイント２倍
・キャメロット（婦人靴）ポイント２倍
その他、内容の詳細は、各店舗のＵＲＬをご参照ください。
■場所 ： さくら野百貨店 青森本店、八戸店、弘前店、北上店
青森本店
八戸店
弘前店
北上店

＜URL＞
＜URL＞
＜URL＞
＜URL＞

https://sakurano-dept.jp/aomori/
https://sakurano-dept.jp/hachinohe/
https://sakurano-dept.jp/hirosaki/
https://sakurano-dept.jp/kitakami/

キャンペーン（小売）
S-PAL （山形県、宮城県、福島県）
プレミアムポイントキャンペーン
5000円のお買い物で、５００ｐｔもらえる！
■日時：2019年7月26日（金）～28日（日）
■実施店舗：S-PAL仙台、S-PAL福島、
S-PAL郡山、S-PAL山形
参加店舗の情報は、以下のURLをご覧下さい。
S-PAL仙台 ＜URL＞ https://www.s-pal.jp/sendai/
S-PAL福島 ＜URL＞ https://www.s-pal.jp/fukushima/
S-PAL郡山 ＜URL＞ https://www.s-pal.jp/koriyama/
S-PAL山形 ＜URL＞ https://www.s-pal.jp/koriyama/

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7月26日（金） ～ 7月28日（日）
■場所 ： 水戸京成百貨店
＜URL＞ http://www.mitokeisei.co.jp/topics/friday/index.html
【予告】全館夏もの売りつく市 第2弾！の情報は、以下URLをご参照ください。
＜URL＞ http://www.mitokeisei.co.jp/event/01zenkan/index.html

アプリーズ （青森県）
7/26はプレミアムフライデー！！ー
月末金曜日はプレミアムフライデー！
アプリーズではお得な割引やノベルティのプレゼントなど、様々な特典を
ご用意いたします♪
ぜひ7/26はアプリーズへお越しくださいませ！！
詳細は以下のＵＲＬ内イベント情報をご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金）
■場所 ： 西武秋田店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.jre-abc.com/wp/appliese/

キャンペーン（小売）
うすい百貨店 （福島県）
プレミアム サマー バザール
期間限定プレミアムサマーバザールを開催いたします。
7月24日(水)〜8月4日(日)の期間中、セール商品を2点以上
お買上げでセール価格からさらに10％OFFいたします。
ぜひ、この機会にご来店くださいませ。
その他、内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■2019年6月28日（金）午後５時から
■会場：3階 アマカ／エヴェックス／トランスワーク 4階 マッキ
ントッシュ ロンドン 5階 マッキントッシュ ロンドン／ザ・スコッチ
ハウス
＜URL＞ https://www.usui-dept.co.jp/event/46818/

東武百貨店 （東京都、千葉県）
プレミアムサマーセール スペシャル3Days
「食品フロア」、「各階セール品」限定
東武カード５倍ポイントフェア
■場所：池袋店全館
■期間：2019年7月26日（金）～28日（日）
その他、詳細については、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞ http://www.tobudept.jp/ikebukuro/event/detail/2281/

プレミアム サマー セール」
セール商品は東武カード３倍ポイント
TOBU×ビックカメラ プレミアム抽選会
期間中、東武百貨店船橋店またはビックカメラ船橋店各
店(船橋東武店・船橋駅FACE店)のお買上げレシート合
計10,000円以上(税込)ごとに1回の抽選チャンス!(最大5
回まで)さらに、両店舗のお買上げレシートご持参でもう1
回の抽選チャンス！
■場所：船橋店
■期間：2019年7月25日（木）～31日（水）
＜URL＞ http://www.tobudept.jp/funabashi/event/detail/2295

キャンペーン（小売）
小田急新宿店 （東京都）
ODAKYU プレミアム サマー バザール
夏物売り尽くしのスペシャルセールやこの時期だけの
限定品・サービスが充実。
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年7月24日（水） ～ 8月6日（火）
■場所 ： 小田急新宿店 本館・ハルク＝各売場
＜URL＞ http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/premium_friday/index.html

高島屋 （東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、岐阜、京都、大阪、岡山）
タカシマヤ プレミアム サマーバザール
この夏登場の最旬のアイテムが早くも
プライスダウン！
更にうれしい！
再マークダウンやお値打ち企画。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月２６日（金）～
■店舗 ：
日本橋店 https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/premium_bazaar/index.html
新宿店 https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium_bazaar/index.html
玉川店 https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/premium_bazaar/index.html
立川店 https://www.takashimaya.co.jp/tachikawa/premium_bazaar/index.html
横浜店 https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium_bazaar/index.html
港南台店 https://www.takashimaya.co.jp/konandai/premium_bazaar/index.html
大宮店 https://www.takashimaya.co.jp/omiya/premium_bazaar/index.html
柏店 https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/premium_bazaar/index.html
高崎店 https://www.takashimaya.co.jp/takasaki/premium_bazaar/index.html
大阪店 https://www.takashimaya.co.jp/osaka/premium_bazaar/index.html
堺店 https://www.takashimaya.co.jp/sakai/premium_bazaar/index.html
泉北店 https://www.takashimaya.co.jp/senboku/premium_bazaar/index.html
京都店 https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/premium_bazaar/index.html
岐阜店 https://www.takashimaya.co.jp/gifu/premium_bazaar/index.html
岡山店 https://www.takashimaya.co.jp/okayama/premium_bazaar/index.html
洛西店 https://www.takashimaya.co.jp/rakusai/premium_friday/index.html

キャンペーン（小売）
大丸 （東京都、北海道）
大丸東京店
夏がさらにアツくなるプレミアムな7日間
■期間：2019年7月24日（金）～30日（火）
詳細は、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞
https://www.daimaru.co.jp/tokyo/topics/sale.html

大丸札幌店
ご褒美の時間を使って、家族で少しリッチな時間をレストラ
ン街で過ごしたり、優雅に音楽を聴きながらお友達と一緒に
お気に入りのブランドでお買い物。
大丸札幌店で豊かな時間を楽しんでください。
2019年7月24日(水)から ※各階で開催期間が異なります。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞
https://www.daimaru.co.jp/sapporo/premiumfriday/

三越伊勢丹（東京）
三越伊勢丹プレミアムサマーバザール
【銀座三越】
今年の夏は、7日間まるごとプレミアム。銀座三越プレ
ミアムサマーバザール
期間：2019年7月24日（水）〜30日（火）
場所：銀座三越 各階
詳細は、以下のURLをご参照ください。

＜URL＞
https://cp.mistore.jp/common/event_calend
ar/premium_bazaar/ginza.html
【日本橋三越本店】
詳細は、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞ https://cp.mistore.jp/common/event_calendar/premium_bazaar/nihombashi.html
【伊勢丹新宿店】
詳細は、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞ https://cp.mistore.jp/common/event_calendar/premium_bazaar/shinjuku.html

キャンペーン（小売）
東急百貨店（東京都）
月末4daysスペシャル
渋谷・本店、渋谷駅・東横店、吉祥寺店、たまプラーザ店
にて開催
婦人服や紳士服、宝飾品や家庭用品までお買い得品を多
数取り揃えました。
■開催期間：7月25日（木）～31日（水）
各店舗の情報は、以下のURLをご参照ください。
 渋谷本店
https://cms.mechao.tv/tokyu_depart/viewer?id=5955969&eid=b395d4abeecedb0142a0ea7
bcfe32fc1&sid=578
 渋谷駅・東横店
https://cms.mechao.tv/tokyu_depart/viewer?id=5955969&eid=b395d4abeecedb0142a0ea7
bcfe32fc1&sid=579
 吉祥寺店
https://cms.mechao.tv/tokyu_depart/viewer?id=5955969&eid=b395d4abeecedb0142a0ea7
bcfe32fc1&sid=580
 たまプラ-ザ店
https://cms.mechao.tv/tokyu_depart/viewer?id=5955969&eid=b395d4abeecedb0142a0ea7
bcfe32fc1&sid=581

西武池袋本店 （東京都）
夏本番に向けてファッションアイテムをお買い得
にプレミアムサマーバザール開催
【盛夏物を大量投入】
夏本番に向けて手に入れたいワンピースやTシャツ、こども
用の甚平などを多数ご用意し、まとめ買いでお得になる２BUY
セールや均一価格セール、盛夏アイテムセールといった企画
を展開し、これから活躍するアイテムをお得にご提供いたしま
す。
【家族で楽しめる夏ならではのイベント】
ファミリー層の来店のきっかけづくりとして、数々のイベント
をご用意。夏休みの宿題や、思い出づくりに繋がる「夏ならで
は」のイベントをお楽しみいただけます。
■会期：７月２４日(水)～８月８日（木）
詳細については、下記URLをご参照ください。
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.co.jp/pdf/20190723_01.pdf

キャンペーン（小売）
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７月２６日（金）
※一部７月２６日（金）～７月２８日（日）
■場所 ： 松坂屋名古屋店 対象売場
＜URL＞ https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/premiumfriday/

今年の夏は、21日間まるごとプレミアム！
ぜひ、この機会にご来店ください。
参加ブランドを今すぐチェック！！
7月24日(水)→ 8月13日(火)
全館 ※一部参加しない売場、ブランドがございます。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞
https://gentamatsu.jp/promo/page/archives/148
76?_ga=2.173517543.532099137.15639678421768041226.1563967842

ＪＲタワー （北海道）
JRタワーのプレミアムフライデー
Rタワーでは、7月26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７月２６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

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７月２６日（金） ～ ７月２８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/digital_catalog/2019_07/premium/#4

めいてつ・エムザ （石川県）
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！
2階「ワコール」ランジェリー選びのアドバイス
肌に直接着用する下着は、選び方で着用感が大きく変わります。
ワコールの専門ビューティーアドバイザーが、快適な下着・ラン
ジェリー選びのコツをご紹介いたします。
内容の詳細は、以下のURLをご覧ください。
＜URL＞ http://www.meitetsumza.com/saiji/19_07_premium.html

大丸松坂屋友の会 （全国）
お買い上げで先着プレゼント！ クールタオル＆アクティブボトル
期間中（7月26日（金）～28（日））、友の会会員証カー
ドをご利用のうえ（一部利用も可）、当日お買い上げレシ
ート（税込10,000円以上（合算可））をご持参の方、各
日全店合計先着３００名様、期間合計９００名様にプレゼ
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７月２６日（金） ～２８日（日）
■開催店舗 ： 【大丸】 心斎橋店、梅田店、京都店、神戸店、須磨店、東京店、札幌店
【松坂屋】 名古屋店、豊田店、静岡店、高槻店
＜URL＞ http://www.dmtomonokai.co.jp/core_sys/images/others/premium_friday.html

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。」
７月２６日（金）は、山形屋でプレミアムな
週末を。
詳細は以下のＵＲＬ内イベント情報をご参
照ください。
■日時 ： 2019年７月2６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＞ https://www.departinfo.com/premium-friday.php

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7月26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7月26日（金）～7月28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

ヒロロ （青森県）
ヒロロ × プレミアムフライデー 7月
ヒロロのプレミアムフライデー、今月は26日！
月末金曜は、ヒロロ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7月26日（金）
■場所 ： ヒロロ 対象店舗
＜URL＞ http://www.hiroro.co.jp/hnews_details.html?id=540

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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） ～ 7月28日（日）
■場所 ： イオンモール下田 対象店舗
＜URL＞ https://shimoda-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

キャンペーン（小売）
盛岡駅ビル フェザン （岩手県）
フェザマルシェ
プレミアムな週末。デリカごちそう市。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2019年７月２６日（金） ～ ７月２８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/fesamarche.php

イオンモール三川 （山形県）
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。
専門店街限定企画
毎月、月末の週末 金曜からの３日間連続
ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴつかって、おトク
１０％ポイントバック！！
■日時 ： 2019年7月26日（金）～28日（日）
■場所 ： イオンモール三川
＜URL＞ https://www.aeon.jp/sc/lp/bigfriday/

□□■■■ 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！
【プレミアム駐車サービス】
4～8Fの1店舗500円(税込)以上お買上げで、ティーワン
駐車場1時間サービス!!（通常時は3,000円（税込）以上お
買上げで1時間サービス）
この機会にお気軽にご来店ください。
■日時 ： 2019年7月26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=1563637256

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7月26日（金）
■場所 ： ウイング高輪/ウイング新橋/ウイング久里浜 対象店舗
＜URL＞ （新橋） http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article1009

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」
もうすぐ梅雨が明けて、本格的な夏のスタートですね！
暑い夏に、オトクなプランを利用して、ちょっと一息しませんか？
今月のプレミアムフライデーは7月26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7月26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）
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7月26日（金）
■場所 ： 西武本川越ぺぺ 対象店舗
＜URL＞ http://www.seibu-shop.jp/honkawagoe/event/?id=2322

セレオ甲府 （山梨県）
７月２６日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♪
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： セレオ甲府 対象店舗
＜URL＞
https://www.celeo.co.jp/news/detail.php?scd=3&nid=1751

つくばクレオスクエア （茨城県）
プレミアムフライデー
毎月最終金曜日の午後３時～夜１２時まではポイント３倍
プレミアムフライデー
カードのご利用ポイントが通常の３倍付与されます。
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） 15:00～
■場所 ： つくばクレオスクエア 対象店舗 （つくばエクスプレス「つくば駅」 A5出口直結）
＜URL＞ http://www.creo-sq.com/service_info/card_big4/index.html

キャンペーン（小売）
横浜ベイクォーター （神奈川県）
７月のプレミアムフライデー
プレミアムフライデー参加各店舗
【3F】 ■ISLAND VINTAGE COFFEE
■カルディコーヒーファーム
■ヴェレダ
■北海道ファインダイニングカムイ
■Picard
【4F】 ■DADWAY LIFE DISCOVERY
【5F】 ■日本橋 粋 -SUI-

■日時 ： 2019年7月２６日（金）
■場所 ： 横浜ベイクォーター 対象店舗
＜URL＞ https://www.yokohamabayquarter.com/shop/7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%
82%a2%e3%83%a0%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%87%e3%83%bc/

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月26日(金)！
「月末金曜は、ちょっと豊かに。」
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！
6/28(金)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７月２６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

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7月26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）
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7/26（金）
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年7月28日（金）
■場所 ： イクスピアリ 対象店舗
＜URL＞ https://www.ikspiari.com/ent/event/1211633_23843251.html

イオンモール木更津 （千葉県）
毎月、月末の週末は、イオン ビッグ フライデー！
プレミアムフライデーに合せて、イオンでは毎月最後の金曜日
「ビックフライデー」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。
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） ～ 7月28日（日）
■場所 ： イオンモール木更津 対象店舗
＜URL＞ https://kisarazu-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

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7月26日（金）
■場所 ： ユアエルム成田店 対象店舗
＜URL＞ https://www.yourelm.co.jp/narita/wp-content/uploads/2019/03/PF_A1poster2019-03.pdf

キャンペーン（小売）
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7月26日（金） ～ 7月28日（日）
■場所 ： イオンモール成田 対象店舗
＜URL＞ https://narita-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday07

イオンモール出雲（島根）
イオン ビックフライデー”プレミアムライブ”
「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。
【出演】出雲商業高校 吹奏楽部
当日は「プレミアムライブ特典」もご用意！
■日時：2019年7月26日（金）18:00～
■場所：3階 フードコート特設会場
その他、詳細は以下のURLをご覧下さい。
＜ＵＲＬ＞ https://izumo-aeonmall.com/news/event/1313

キャスティング（全国）
７月のキャスティング〈プレミアムフライデー〉
今月のプレミアムフライデーは…！！
7/26（金）～7/28（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
《クーポン有効期限》 7/26（金）～7/28（日）
《クーポン配信日》 2019/7/25（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。
詳細は、URL https://castingnet.jp/news/detail.php?no=83476

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７月26（金）
■場所 ： 西武入間ペペ 対象店舗
＜URL＞
http://www.seibu-shop.jp/iruma/pdf/iruma/store/storage/cname_20190621084821.pdf

松本パルコ （長野県）
ご好評につき延長決定！「お買上げ無しでも駐車場1時間無料」サービスのご案内
松本パルコでは、ショッピングの下見やお取り置きなど、お買い上げのないお
客様へ向けた新駐車サービスを実施いたします。
プレミアムフライデー限定
<PARCOカード>をお持ちの方に限らずどなたでも、お買上げがなくても
松本パルコ駐車場を入庫から1時間無料でご利用いただけます！
■日時 ： 2019年7月26日（金）
■引換場所 ： 松本パルコ ５階・特設会場
＜URL＞ https://matsumoto.parco.jp/pnews/detail/?id=234

ラザウォーク甲斐双葉 （山梨県）
月末金曜は、ちょっと豊かに。プレミアムフライデー
月末の金曜日はプレミアムフライデー
15時からの専門店がちょっとお得に!
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） 15:00～
■場所 ： ラザウォーク甲斐双葉 （山梨県甲斐市志田字柿木645-1番地）
＜URL＞ http://www.lazawalk.com/tokuten/list04.html

キャンペーン（小売）
CoCoLo長岡 （新潟県）
特別な金曜日 CoCoLoの日（CoCoLo Special Friday）
毎月最終金曜日はプレミアムなサービスがいっぱい！
さらに！抽選で１００名様に期間限定のJRE POINT 556(ココロ)
ポイントをプレゼント！
■日時 ： 2019年7月26日（金）
■場所 ： CoCoLo長岡 対象店舗
＜URL＞ http://www.cocolo-station.jp/uploads/event/487/pdf_url/CoCoLo__.pdf

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。
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7月26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）
７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。
各店舗のお得情報やプレミアムなイベントについては、以下のURLを
ご覧ください。
■日時 ： 2019年7月26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

キャンペーン（小売）
イオンモール木曽川 （愛知県）
ビッグフライデー 毎月、月末の週末金曜からの3日間連続！！
専門店街ではビッグフライデーだけのお得な特典がいっぱい♪
17時からはディナーもおトク！！プレミアムな週末をお過ごしく
ださい！
対象カードでのお支払い・ご利用で特典があります。
詳細は以下URLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月２６日（金） ～ ７月２８日（日）
■場所 ： イオンモール木曽川 対象店舗
＜URL＞ https://kisogawa-aeonmall.com/news/event/2262

オアシス２１ （愛知県）
月末金曜は オアシス２１でちょっと豊かに「プレミアムフライデー」
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7月26日（金） 15:00～
■場所 ： オアシス２１

対象店舗

＜URL＞ https://www.sakaepark.co.jp/events/1377/

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！
是非、ご利用下さい。
毎月、月末の週末金曜からの３日間連続！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金）
■場所 ： 北大路ビブレ 対象店舗
＜URL＞ https://www.vivre-shop.jp/kitaoji/news-event/contents/394

キャンペーン（小売）
HIRAKATA T-SITE （大阪府）
【T-SITE NEWS】7月26日はプレミアムフライ
デー！！
7/26(金)はプレミアムフライデー！
枚方T-SITEでちょっとお得に過ごしませんか？

■日時 ： 2019年7月26日（金）
■場所 ： HIRAKATA T-SITE 対象店舗
＜URL＞ https://store.tsite.jp/hirakata/news/t-site/8323-1715030717.html

イオンモール岡山 （岡山県）
毎月、月末の週末が変わります。
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♪
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） ～ 7月28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）
毎月、月末の週末は・・・☆★ AEON BIGFRIDAY★☆
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♪
■日時 ： 2019年7月26日（金）～7月28日（日）
■場所 ： イオンモール倉敷 対象店舗
＜URL＞ https://kurashiki-aeonmall.com/sale/lists/bigfriday

キャンペーン（小売）
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7月26日（金）
■場所 ： エールエール Ａ館専門店街
＜URL＞ http://www.yaleyale.jp/?cn=100397

イオンモール高知 （高知県）
AEON BIG FRIDAY
毎月、月末の週末、金曜からの３日間連続
＜BIG FRIDAY 専門店限定企画 10％ポイントバック！！＞も開催！！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月26日（金）～7月28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

エミフルMASAKI （愛媛県）
ちょっと豊かな月末金曜（マツキン）を過ごす。

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7月26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
たまっている「WAON POINT」をWAON POINT加盟店で
ご利用いただくと、後日ご利用WAON POINT数の10％を還元いたします。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） ～ 7月28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7月26日（金）
■場所 ： 木の葉モール橋本 対象店舗
＜URL＞ https://konohamall.com/sale/lists/premiunfriday201904/shop_genre_id:9

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７月26日（金）
■場所 ： 紀伊國屋書店 対象店舗
＜URL＞ https://www.kinokuniya.co.jp/c/20190121100252.html

キャンペーン（小売）
ワインショップ・エノテカ （全国）
ローヌを代表する3生産者飲み比べ！
７月のプレミアムフライデーは、ローヌを代表する
3生産者が誇る上級キュヴェの飲み比べをご用意
いたしました。ローヌのトップ生産者が造るプレミ
アムワインをお楽しみください。
その他、詳細は以下のURLをご参照ください。
■開催日 7月26日（金）
■参加料金 2,000円（2,160円税込）グラス3杯セッ
ト各50ml（14名様限定、ご予約優先）
＜URL＞ https://www.enoteca.co.jp/shop/topics_premium_friday

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７月26日（金） ～ ７月28日（日）
■場所 ： LOFT 各店舗
＜URL＞ https://www.loft.co.jp/pages/premium3days/

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。
アーティフィシャルフラワー
アーティフィシャルグリーン
上代20％ＯＦＦ
※それぞれＦ，Ｇで始まる商品が対象となります。
そこからさらに会員価格に！
※Ａから始まる商品は対象外となります。ご注意ください。
■日時 ： 2019年７月２６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/13302.html

キャンペーン（小売）
AOKI （全国）
AOKIのプレミアムフライデー月末金曜日
特別企画
月末金曜日はAOKIでちょっとお得に。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
HP限定クーポンの利用で、半額や３０％off
クーポンの公開は７/２６（金）15:00頃を予定して
おります。
■日時 ： 2019年７月２６日（金） 16:00～閉店
■場所 ： AOKI 各店
＜URL＞ https://www.aoki-style.com/static/premium_friday/

東急ハンズ （全国）
プレミアムフライデーは、ハンズに行こう!７／２６(金)～７／２８(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7/26(金)に配信
します。
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（木） ～ 7月28日（日）
■場所 ： 東急ハンズ・ハンズ ビー・ハンズエキスポ 各店
＜URL＞ https://www.tokyu-hands.co.jp/campaign/premium.html

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７月26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/

キャンペーン（小売）
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７月２６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

下関大丸 （山口県）
全館区営アランスセール開催中！
26日（金）からは、クリアランスもパワーアップ！
詳細は、以下のURLををご覧ください。

■日時 ： 2019年７月26日（金） ～30日（火）
■場所 ： 全館
＜URL＞ https://shimonoseki.daimaru.co.jp/

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７月28日（金） ～７月30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

キャンペーン（小売）
クリスタ長堀 （大阪府）
7月のプレミアムフライデー
プレミアムフライデーとは、「毎月末の金曜は早めに仕事を切り上
げて、ちょっと豊かにお食事やお買い物を楽しもう♪」というもの。
クリスタ長堀のプレミアムフライデーは、一日限りのプレミアムな
バ ー ス ポ ッ ト 『PREMIUM BAR』 、 新 鮮 野 菜 が い っ ぱ い の
『PREMIUM MARCHE』、その他、各店の限定メニューやサービ
スも！
7月のプレミアムフライデーは、26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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月28日（金）
■場所 ： クリスタ長堀 対象店舗
＜URL＞ https://www.crystaweb.jp/event/pf/

□□■■■ 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）
不二家レストラン （全国）
プレミアムフライデー
７月２６（金）15時～21時、おひとり様 １杯 生ビール 無料！
さらに、ご来店のお子様全員に嬉しいプレゼント！
※ご希望によりノンアルコールビール１本に変更できます。
※一部の店舗では「瓶ビール(中瓶)」1本での提供となります。
※お一人様1回のサービスとさせていただきます。
※「プチコロ１回」または「ミルキー(７粒入り)１箱」のプレゼントは
小学6年生までのお子様に限らせていただきます。
※お食事をご注文のお客様に限らせていただきます。
■日時 ： 2019年7月26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
（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＞ https://www.fujiyafs.com/campaign/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%83%95%e3%83
%a9%e3%82%a4%e3%83%87%e3%83%bc/

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7月26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7月26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）
サントリー （全国）
プレミアムフライデーにおすすめ情報
◇プレミアムフライデーは「プレモル」を♪
美味しいプレモルが飲めるプレミアム達人店をご紹介
◇サントリービールで乾杯！四万温泉の宿をご紹介♪
◇北陸随一の温泉「和倉温泉」で至福のひとときを

◇東北の紅葉スポットをご紹介！期間限定の
「金麦（琥珀のくつろぎ）」を飲んで秋を満喫しよう
♪
その他、詳細については、以下のURLをご参照ください。
＜URL＞ https://www.suntory.co.jp/enjoy/premium-friday/?fromid=top

フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）
７月のシークレットボックスは２６日！
プレミアムフライデー恒例の「シークレットボックス」！
6月は28日の販売となります。
何が入っているかは開けてからのお楽しみ！
月に一度だけの特別な福袋です♪
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7月28日（金）
14：30～整理券配布開始／15：00～販売開始
14：45～整理券配布開始／15：00～販売開始

16：30～整理券配布開始／17：00～販売開始
16：45～整理券配布開始／17：00～販売開始
■場所 ： フルーツピークス 各店
＜URL＞ https://www.fruitspeaks.jp/news/#1543

つくば店
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
郡山コスモス通り店
エスパル郡山店

キャンペーン（飲食）
ホテル一畑 （島根県）
7月第2回プレミアムフライデー特別企画
月末は、ちょっとホテルで贅沢を!!
プレミアムフライデー限定のおトクな特別企画をご用意してお待ちして
おります。
◎ビアホール宿泊プラン
【日時】 2019年7月24日（水）・25日（木）・26日（金）
【料金】 2名様以上1室利用 通常価格18,800円 ⇒ 特別価格 お
一人様 14,000円
【内容】 ※湖側のお部屋をご用意いたします。
※ご夕食は飲み放題&食べ放題の「ビアホール」にてご準備
いたします。
※ご朝食は和洋バイキングとなります。
＜URL＞ https://www.ichibata.co.jp/hotel/dining/2019/07/52.html

CIZA Restaurant Isehara （神奈川県）
プレミアムフライデー
月に１度のスペシャルデー
今月は全てのドリンク（アルコール）が・・・ALL200円引き！
■日時 ： 2019年７月26日（金）
■場所 ： CIZA Restaurant Isehara （伊勢原ボウル２F）
＜URL＞ http://www.a-bowl.jp/ciza_isehara/premium_fri.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7月26日（金） ～ 7月28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）
BAY BAY QUARTER YOKOHAMA（神奈川県）
7月のプレミアムフライデー
プレミアムフライデー参加各店舗
【3F】
■ISLAND VINTAGE COFFEE...ビールとポキボウルご注文でお会計
「10％OFF」
■カルディコーヒーファーム…ワイン2本以上ご購入で10％オフ
■ヴェレダ…選べる特典「Wポイント」or「トリートメントオフチケット」
■北海道ファインダイニングカムイ…「竹鶴ハイボール 100円OFF」
■Picard…￥3,500以上のお買い上げでおすすめ商品1個プレゼント
【4F】
■DADWAY LIFE DISCOVERY…「Wポイントプレゼント（10％還元）」
【5F】
■日本橋 粋 -SUI- …「生ビール半額」
期間：7月26日（金）
詳細はURLをご参照ください。
https://www.yokohamabayquarter.com/shop/7%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%
83%a0%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%87%e3%83%bc/

NAGAREYAMAおおたかの森S・C （千葉県）
流山おおたかの森S・Cでプレミアムな週末を。
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！

※ 詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） ～28日（日）
■場所 ： 流山おおたかの森 各店舗
＜URL＞

https://www.otakanomori-sc.com/event/?id=1644

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月２６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。
詳細は以下のURLをご覧ください。

■日時：2019年７月２６日（金）
■場所：各店舗
＜URL＞ http://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt0100PL.html

キャンペーン（飲食）
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7月26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７月２６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

千人代官 本店/酒居 （兵庫県）
プレミアムフライデー限定
＜本店＞ハッピーアワー 15時～18時 いつもより１時間早くスタート
ビール＆ハイボール 何杯でも半額
＜酒居＞ほろ酔いセットプレミアム 15時～17時 税込価格1,200円
（ドリンク２杯、天ぷら盛り合わせ、手作り豆富、お造り２種）
■日時 ： 2019年７月２６日（金） 15:00～
■場所 ： 千人代官 本店 （神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビルB1F）
千人代官 酒居 （神戸市中央区三宮町1-10-1 さんちか味ののれん街）
＜URL＞ ＜本店＞ http://www.nishimuraya-fc.com/sennin/
＜酒居＞ http://www.nishimuraya-fc.com/syukyo/

キャンペーン（飲食）
るるぶトラベル （全国）
「金曜日限定！プレミアムフライデープラン」
毎月月末、最終金曜日は仕事を早く終えて、週末を楽しもう！
詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時：2019年７月２６日（金）
＜URL＞ https://rurubu.travel/premiumfriday/

HOT PEPPER グルメ（リクルート）（全国）
月の終わりの金曜日。がんばった自分に
ちょっと豊かな時間をおくろう。
月末の最終金曜日は早目に仕事を終わらせて、
「いつもと違った場所のレストランに行く」、
「普段スケジュールを合わせ難い友人と一緒に過ごす」
など、いつもと違う時間の過ごし方を楽しめるチャンス。
それが、プレミアムフライデーです。
ホットペッパーグルメでは、プレミアムフライデーに合わ
せて即時にネット予約できるお店をご紹介しています。
検索サイトはこちら！→ ＜URL＞ https://www.hotpepper.jp/premiumfriday/

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）
【プレミアム★フライデーセット／6月＆7月】
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時間限定オトクな
価格でお楽しみいただけます♪
詳細は下記URLをご覧ください。
■日時 ： 2019年７月２６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=8946

キャンペーン（飲食）
帝国ホテル東京 （東京都）
帝国ホテル大阪のプレミアムフライデー！
帝国ホテル 東京では、いつもより少し早めにお仕事を終えた後
帝国ホテル
東京では、いつもより少し早めにお仕事を終えた後にゆったりとお過ごしいただく様々なプランをご用意しております。ご家族、ご友人、同僚の皆さまと楽しいひと
にゆったりとお過ごしいただく様々なプランをご用意しておりま
ときをお過ごしください。

す。ご家族、ご友人、同僚の皆さまと楽しいひとときをお過ごし
ください。

■日時 ： 2019年7月26日（金）
■場所 ： 帝国ホテル東京
<URL>

https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/event/premium_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）
JR東日本 JRE POINT （全国）
７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５,0００円(税抜)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♪＊♪
■日時 ： 2019年7月26日（金）0：00 ～ 7月28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/0060000227

三井住友VISAカード ココイコ！ （全国）
金曜日はココイコ！がお得な日
～毎週ポイント＋２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！
2020年3月までの毎週金曜日は「ココイコ！」がお得な日。
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＋２倍またはキャッシュバック＋
１％。
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 ： 2020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/531/?pm_source=top_bn&pm_medium=1_event531

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7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7月26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。
今回は人気の米ドル/円、ポンド/円に加え、豪ドル/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円を含む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
豪ドル/円 （AUD/JPY） ：0.6銭→0.3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７月２６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_201907/
「LIGHT FX」プレミアムフライデー・ハッピーアワー https://lightfx.jp/premiumfriday_201907/
スプレッドに関するリスクはこちら https://min-fx.jp/premiumfriday_201907/#risk

カフェトーク （オンライン）
2019年7月26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7月26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７月２６日（金） 15:00～21:00
<URL> https://cafetalk.com/campaign/2019/premium-friday/07/?lang=ja

キャンペーン（サービス）
日本旅行 （全国）
月末最後の金曜日が変わります。
少し早めにお仕事を終えて、旅にでてみませ
んか？
素敵な週末をお過ごしいただけるおすすめの
プランをご用意いたします。
<URL> http://www.nta.co.jp/theme/premiumfriday/

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7月26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/

ふただ歯科クリニック （秋田県）
プレミアムフライデーでお得にホワイトニング
当クリニックは、毎日頑張る方々のため、プレミアムフライデー
のホームホワイトニングプランをご用意しております。
月末金曜日15時以降は(要予約)、
ホームホワイトニングを15,000円(税抜)でご案内しています。
*オリジナルマウストレー、ホームホワイトニング用ジェル×4本
付き
ホワイトニングをご検討の方はお試しください。
※ホワイトニングの施術前は、口腔内の検査が必要です。
■日 時 ： 2019年7月26日（金） 15:00～
■場 所 ： ふただ歯科クリニック （潟上市天王字二田219-122）
＜URL＞

https://www.futada-dental.com/premiumf.html

キャンペーン（サービス）
帝国ホテル東京 （東京都）
帝国ホテルのプレミアムフライデー
帝国ホテル 東京では、いつもより少し早めにお仕事を終え
た後にゆったりとお過ごしいただく様々なプランをご用意し
ております。
ご家族、ご友人、同僚の皆さまと楽しいひとときをお過ごし
ください。
■日時 ： 2019年7月２６日（金）
■場所 ： 帝国ホテル東京
<URL> https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/event/premium_friday.html

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７月２６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/

豊島園 庭の湯 （東京都）
【毎月末金曜日限定】 プレミアムフライデー
プレミアムフライデー当日の15～18時にご来館のお客さまは
入館料が割引に！
さらに、「入館料＋岩盤浴＋金券 2,000円」 がセットになった
お得なプランの販売もございます。
豊島園 庭の湯で、ゆとりある癒しの週末をお過ごしください。
■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： 豊島園 庭の湯 （練馬区向山3-25-1）
<URL> http://www.niwanoyu.jp/niwa/news/2017/premiumfriday.html

キャンペーン（サービス）
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7月26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/

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7月26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-campaign17sp.pdf

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7月26日（金） 15:00～
■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

キャンペーン（サービス）
湯楽の里 （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。詳細は、以下の各URLをご参照ください。
■ 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）
http://www.yurakirari.com/tokorozawa/2019/05/17/1217/

イオンスタイル仙台卸町（宮城県）
プレミアムフライデー企画 『菊田邦裕』with『岡本優子』JAZZ LIVE
日程：7月26日(金)
時間：(1)18:00～18:45 (2)20:00～20:45
場所：1F フードコート内特設会場
※観覧無料
プレミアムフライデー企画 第2弾
7月は『菊田邦裕』with『岡本優子』JAZZ LIVEを開催いた
します。
1F フードコートでお食事しながら・お酒を楽しみながら音
楽のある素敵な時間を過ごしてくださいね
＜URL＞ https://www.aeon.jp/sc/sendaioroshimachi/event/event_e161981.html

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7月26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/143/2019-05-31

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、７月２６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７月２６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/copied-1561943016

平尾温泉 見晴らしの湯 （長野県）
１日限定のプレミアムDAY
佐久市民のお客様へ！ 日頃の感謝を込めて
佐久市民DAY 入浴料 大人/中人 200円割引
小人 100円割引
※ご来店時に、佐久市在住の証明として、免許証
または佐久市 在住を証明できるものをご提示ください
■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： 平尾温泉 みはらしの湯 （長野県佐久市下平尾2682）
<URL> http://www.hiraoonsen.jp/archives/2270/

蔵前温泉 さらさのゆ （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。さらさのゆへ
湯あがりセット、酎ハイセットがなんと700円！
■日時 ： 2019年7月26日（金）
■場所 ： 蔵前温泉 さらさのゆ （堺市北区蔵前町1-3-5）
<URL> http://www.sarasanoyu.com/

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7月26日（金） 15:00～
■場所 ： エコレンタカー交野店
<URL> https://ecoren.jp/premium_friday/

木城温泉館 湯らら （宮崎県）
プレミアムフライデー
温泉入浴券＋食事＋ソフトドリンク

1,000円

※当日10時より販売（限定40枚）。
食事提供は午前午後各20食。
ラストオーダー20時30分
■日時 ： 2019年7月26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

ボートピア梅田 （大阪府）
７/２６(金) プレミアムフライデー
ちょっと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。
抽選で『うめボート券』をプレゼントします♪
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。
詳細は、以下のURLからご確認ください。
■日時 ： 2019年7月26日（金） 17:00～20:00
■場所 ： ボートピア梅田
<URL>

http://www.boatrace-suminoe.jp/umeda/event/

キャンペーン（サービス） ※スポーツ関連
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。
７月２６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７月２６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）
<URL> https://news.central.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/20190726pfd.pdf
<URL> https://news.central.co.jp/notice/20190726pfd

江坂ゴルフセンター （大阪府）
プレミアム女性優待デーは７月２６日(金）です！
今月も実施しますプレミアムフライデーの月末金曜日は【女性
ゴルファー優待デー】です！
・打席ご利用の女性のお客様には当日利用できるグリーン60分
無料利用券をプレゼント！
・女性グループでゴルフスクールの体験レッスン「お試しレッス
ン」をお申込みいただくと、
60分の基礎クラスレッスンで通常お一人様3,240円のところ
、女性3名様までお一人様分の
料金でご受講いただけます！（2人なら一人当たり1,620円、
3人なら1,080円！）
是非ご利用くださいませ！
■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： 江坂ゴルフセンター
<URL> https://golf.amenity-esaka.com/

キャンペーン（サービス）
山形ファミリーボウル （山形県）
2019年７月度プレミアムフライデー開催
今月は７月２６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７月２６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７月２６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

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、メンバーカードに20,000円をチャージをしていただく
と、限定品サントリー山崎蒸留所貯蔵『焙煎樽仕込梅酒』６６０㎖
１本と山崎限定ザ・プレミアムソーダ１本、オリジナルロックグラ
ス１つをプレゼントいたします。さらに、ロッテのお菓子１パックも
お付けします。（景品総額３，０００相当）
100口限定！この機会をお見逃しなく！！
■日時 ： 2019年７月２６日（金） 14:00～21:00
■場所 ： ロッテ葛西ゴルフ
<URL> https://www.lottekasaigolf.com/event/detail/premium-friday/

キャンペーン（サービス）
佐野クラシックゴルフ倶楽部 （栃木県）
毎週金曜日★女性限定プレゼント企画実施中！
★7月のプレゼントは・・・2個入りボール

■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： 佐野クラシックゴルフ倶楽部 （佐野市寺久保町1167）
<URL> http://www.sano-cgc.co.jp/news.html#premiumFriday

糸魚川カントリークラブ （新潟県）
ピンク枠金曜日はプレミアムフライデー
ピンク枠の金曜日はプレミアムフライデー（セルフデー）
メンバー様 4,980円／ビジター様 5,980円
更に1,000円ランチ付サービス
＜下記ご注意下さい＞
・お風呂はシャワーのみご利用頂けます。
・各種割引はご利用頂けません。
・高速代金キャッシュバックは適応外です。

■日時 ： ７月２６日（金）
■場所 ： 糸魚川カントリークラブ （糸魚川市蓮台寺1550）
<URL> http://itoigawa-cc.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/2019-7.8.pdf

静岡市ふれあい健康増進館ゆらら （静岡県）
プレミアムフライデー割引
毎月最終金曜日はプレミアムフライデー！
ゆららのプレミアムフライデーは朝から入館半額！
会社の同僚の皆さんやお友達同士、ゆららでリフレッシュ！
大人 １，０００円 → ５００円
小人
５００円 → ２５０円
※夜間料金に変更はありません。
■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： 静岡市ふれあい健康増進館ゆらら （静岡市葵区南沼上1379-1）
<URL> https://www.yurarashizuoka.com/news/20180102761

キャンペーン（サービス）
藤枝ゴルフクラブ （静岡県）
毎週金曜の午後はハーフセルフがお得！
藤枝ゴルフクラブは毎週金曜日がプレミアムフライデー！！
毎週金曜日はハーフセルフが特別料金でご利用いただけます！
週末の空いた午後はぷらっとゴルフにでかけよう！

詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月２６日（金）
■場所 ： 藤枝ゴルフクラブ （藤枝市内瀬戸1193）
<URL> http://www.fujieda-gc.co.jp/news/

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「5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7月26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

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。
たのまなは、「働き方改革」に前向きな皆様を応援！
是非この機会に「働き方改革」＆「自己改革」にチャレンジを！
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。
■日 時：2019年7月26日（金）～7月28日（日）
＜URL＞ https://www.tanomana.com/campaign/tanomana_friday/201907/

地域ぐるみの取組
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
週末金曜日は、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。定時(までに)退社してプレ
金を楽しもう！
プレミアムフライデー特別企画きかんし
ゃトーマス号と日本平夢テラス【1泊2日】
※フリーマガジン「すろーかる」にも掲載
中! ●お店・施設の企画募集中！

ショップ・施設のサービス一覧
→ http://www.at-s.com/event/featured/premium/list.html
グルメ店のサービス一覧
→ http://www.at-s.com/event/featured/premium/list_gourmet.html

その他、詳細については以下のURLをご参照ください。
（URL） http://www.at-s.com/event/featured/premium/index.html

プレミアムフライデーわかやま
プレミアムフライデーは和歌山で
特別なひとときを。
月末金曜の”プレミアムフライデー”は、「和
歌山」へ旅に出かけてみませんか？
和歌山には、プレミアムフライデー限定の宿
泊プランや特別企画など、和歌山ならではの
嬉しい楽しいをたくさんご用意しています。
プレミアムフライデーを和歌山で過ごせば、
きっと翌週からもリフレッシュした気持ちで頑
張れるはず！

その他、詳細については以下のURLをご参照ください。
（URL） https://www.wakayama-kanko.or.jp/information/premium_friday/

地域ぐるみの取組
COME ON いな人飲み屋さん♪
日本最大級！？プレミアムフライデーin伊那
（飲み歩きイベント）
今夜もネオンが呼んでいる
長野県伊那市で初開催となるプレミアムフライデーIN伊
那 飲み歩き・食べ歩きイベント。2019年7月26日（金）・
27日（土）開催。パンフレットを見ながら、知らなかった
お店や行ってみたかったお店へ行ってお得なメニューや
スタンプラリーを楽しもう！
その他、詳細については以下のURLをご参照ください。
（URL） https://www.inagournet.com/lp/mb/

第３回ゆうぞら駅市 （富山県）
第３回ゆうぞら駅市を開催します。
ゆうぞら駅市とは、富山駅の南口駅前広場において
5月から10月のプレミアムフライデーに開催される、
駅の市場です
今月も旬な野菜や地場産物、加工品などバラエティ
豊富に３５店のお店が集まります。
皆さまのお越しをお待ちしております。
イベントの詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月２６日（金） 15：00～19：00
■場所 ： 富山駅南口駅前広場
<URL> https://ekiichi.city.toyama.toyama.jp/

地域ぐるみの取組
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」 です
「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。
年度途中からの参加大歓迎です。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７月２６日（金） ※2020年3月までの毎月月末金曜日
■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）
バス半額手形を交付しています
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」を交付しています。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7月26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、各出張所または市政策推進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/bushangakutegata2.html

地域ぐるみの取組
ビールマルシェ（横芝光町商工会） （千葉県）
横芝駅前を元気に！ マルシェ開催！
横芝光町商工会では、毎月１回「駅前マルシェ」、毎週木曜日「おかずマ
ルシェ」を開催しています。
【プレミアムフライデー特別企画】
ビールマルシェ ～ヨリドコロがビアガーデンに～
先月、大勢の方々にお越しいただいた「ビールマルシェ」を７月２６日（金
）午後５時から開催します。プレミアムフライデーは、皆さんで乾杯しま
しょう！
■日時 ： 2019年7月26日（金） 17:00～20:00
■場所 ： 横芝駅前情報交流館 ヨリドコロ
＜URL＞ https://www.shokokai.or.jp/12/marche/

地ビールフェスタ in 米子 （角盤町商店街振興組合） （鳥取県）
地ビールフェスタ in 米子
月末金曜は、ちょっと豊かに。
地ビールフェスタ in 米子に行こう！
毎月月末金曜日の15時～21時まで開催してます。
6月28日（金）は、１５時～２１時までとなります。
ホームページから予約をクリックしていただけると前売券の
ご予約も出来ますので、是非、ご利用下さい。
予約されました前売券は、当日受付にて精算、お受け取りを
お願い致します。
前売りチケットの有効期限は３か月となります。
詳細は以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年７月２６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://craftbeer-yonago.com/

地域ぐるみの取組
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7月26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://matsuchikatown.com/?mode=schedule_list&month_id=6&year_id=2019

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7月26日（金） 11：30～19：30
■場所 ： 行幸地下通路 （東京駅直結）
<URL>
https://www.marunouchi.com/event/detail/13977/

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 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

■ 次回発行予定 ： 「８月のプレミアムフライデー情報」として８月２３日頃の公開を予定しています。

【プレミアム”キャッシュレス”フライデー情報】
7月26日（金）をプレミアム”キャッシュレス”フライデーとして、一部の決済事業者が当
日限定のキャンペーンを実施します。
キャッシュレス決済は、一見、敷居が高いと受け取られますが、一度使ってみるととて
も簡単ですので、プレアムフライデー当日に、より多くの皆様にキャッシュレス決済を体
験いただきたいと思います。

株式会社Origami
〜Origami Payで、キャッシュレスをはじめよう〜
・初めての方限定クーポン（これまでOrigami Payを利
用したことがない方のみが取得できるクーポン）
・Origami Payを初めて利用する人に対し、26日（金）
限定で、100円オフのクーポン（200円以上で利用可能）
を発行します
■キャンペーン期間： 2019年7月26日（金）＜使用期限は7月26日（金）～31日（水）＞

PayPay株式会社
「7月26日はプレフラPayPay！PayPayランチ対象店舗で最大20%戻ってくる！」
• PayPayは現在、飲食店やスーパーマーケットの対象店舗で、ランチの
時間帯（午前11時～午後2時）に「PayPay」で支払うと、最大20％分の
「PayPayボーナス」が戻ってくるキャンペーン「PayPayランチ」を実
施中。
• 2019年7月26日の「プレミアムフライデー」に実施する本キャンペー
ンは、通常午後2時で終了する「PayPayランチ」の時間を午後6時まで
延長します。
■キャンペーン期間： 2019年7月26日（金）午前11時～午後6時
＜URL＞ https://paypay.ne.jp/event/lunch/#pfPaypay

