１０月の 「プレミアムフライデー」 情報

2019年１０月１８日
プレミアムフライデー推進協議会

この度の災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますととも
に、被災されました皆さまには心よりお見舞いを申し上げます。
今月のプレミアムフライデーは２５日。月別推奨テーマは「ハロウィン」です。
月末にかけて開催される各地のイベント等の情報をご紹介します。
また、１０月の「プレ金大学」情報を併せて紹介します。

【１０月のプレミアムフライデー

過ごし方のご提案】

ハロウィン大通大行進2019（北海道札幌市）
全国でも盛り上がっているハロウィンイベント
が今年も札幌で開催！
二番街商店街、I LOVE ODORI、さっぽろ地
下街、ノルベサ、さっぽろテレビ塔も協力して、
最高に楽しいハロウィンパレードを実施します！
大通地区のファッションビルやレストランを仮
装＆コスプレのまま利用可能です！
更衣室は大通地区各所に設置します。お好きな
場所で着替えて遊ぼう！
【仮装＆コスプレパレード】
●パレード昼の部（１２：００集合）
➀狸二条広場 ⇒ ②南一条歩行者天国（コスプレコンテスト審査） ⇒ ③さっぽろ地下街 ⇒ ④狸
小路5丁目札幌プラザ2・5終点（コスプレコンテスト表彰式）
●パレード夜の部（１７：００集合）
➀狸二条広場 ⇒ ②二番街商店街 ⇒ ③狸小路5丁目札幌プラザ2・5（大抽選会）
開催アトラクション
12:30～16:00

一番街商店街歩行者天国（南１条西３丁目）

13:15～13:25

アニソンDJダンパアニソンデクション（カナリヤ前）

13:30～13:50

レッドカーペットコスプレ仮装コンテスト（三越前）

14:20～16:00

アイドルコンプリートコレクション（カナリヤ前）

15:00～16:00

キッズ＆ファミリーハロウィン撮影会

18:30～19:30

ハロウィン大抽選会（札幌プラザ２・５）

【主催・お問い合わせ】
ハロウィン大通大行進実行
委員会（事務局：二番街商
店街振興組合）
電話：011-251-1501
（平日10:00～18:00）
Mail：Sapporo-

niibangai@car.ocn.ne.jp

その他詳細な情報や参加する上での注意事項等については、下記URLのサイトをご覧いただください。
（URL） https://satsucos.info/
(URL) http://www.sa-nibangai.com/

【１０月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
TAKASAKI STATION HALLOWEEN2019（群馬県高崎市）
ハロウィン一色に染まった高崎駅でハロウィン気分を味わおう！
いつもとは違う高崎駅をお楽しみいただける企画を多数展開！
【イベント概要】
■期間：2019年10月31 日（木）まで
■場所：高崎駅構内
■概要：各イベントの概要は以下のとおりです。
「高崎駅ハロウィン装飾」
【期間】2019年10月1日（火）～10月31日（木）
【場所】高崎駅構内
【内容】ポスター、高崎のだるまとハロウィンかぼちゃの提灯、
床面装飾、ドアガラス装飾

素敵なプレゼントがもらえるチャンス「ハロウィン
巨大ガチャキャンペーン」
【日時】2019年10月27日（日）10:00～19:00
【場所】高崎駅コンコースフォトスポット「かぼちゃの
部屋」前
【内容】以下いずれかのお買い上げレシートをご提示い
ただくと巨大ガチャに1回挑戦！
・高崎モントレー 1,500円以上
・イーサイト高崎 700円以上
・高崎駅NEWDAYS、銘品館、駅弁屋、BECK’S
700円以上
※レシート合算不可。当日のレシート1枚で１回の参加となります。
※いずれも税込。

ぐんまの魅力をギュっと集めた贅沢なマルシェ「タ
カサキエキビレッジ」
【日時】2019年10月25日（金) 、26日（土）
各日11:00～18:00
【場所】高崎駅中央コンコース
【内容】旬の野菜や特産品など群馬県の魅力あふれる商
品を販売します

大道芸人による「バルーンアートパフォーマ
ンス」
【日時】2019年10月27（日）
①11:30～12:00 ②13:30～14:00
③14:30～15:00 ④15:30～16:00
⑤16:30～17:00
【場所】高崎駅コンコースフォトスポット「かぼ
ちゃの部屋」付近
【内 容】大道芸人のパフォーマンスは必見！
バルーンも無料でプレゼント

高崎駅社員によるハロウィンおもてなし
【日時】2019年10月28日（月）
DL群馬県民の日出発前 (9:47 発)
【場所】高崎駅2 番線ホーム (横川・水上方面)
【内容】高崎駅発DL出発前、お子さまがホーム
で仮装した駅社員に「トリック オアト
リート！」と言うとお菓子をプレゼント
（数量限定）

その他の情報・詳細は、下記URLのサイトをご覧ください。
（URL）https://www.jreast.co.jp/takasaki/news/pdf/20190912-03info.pdf

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ（１）■■■□□
◆◇◆キャンペーン・お得情報・取組情報の募集◇◆◇
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。
＜メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp

※上記の「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください。

【１０月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
REDS HALLOWEEN（レッズハロウィン）（埼玉県さいたま市）
浦和に拠点を置く、浦和レッドダイヤモンズ、浦
和パルコ、コミュニティプラザ・コルソ、伊勢丹浦
和店の４社がともに、「浦和の街を盛り上げよう」
という想いのもと、ハロウィンに関連する初めての
キャンペーンやイベントを展開。
ここでしか手に入らないオリジナル商品を約４４
アイテム、浦和レッズの選手が参加するイベント、
４店舗合同買い回り抽選会など約７企画をご用意。
ハロウィンで浦和の街を赤く染め上げます。
「レッドフードコート」開催！
JR浦和駅東口駅前市民広場にて「赤」をテーマにし
たフードコートを開催。地元商店街店舗の赤いメニュ
ーを中心に、1日限りの赤いお祭りを盛り上げます。
■日時：１０月２７日（日）１１時～１６時
※荒天中止
■会場：JR浦和駅東口駅前市民広場

浦和レッズ歴代ユニフォーム展示を巡ろう！

浦和レッズとのコラボグッズを3施設にて販売！
浦和パルコ・浦和コルソ・伊勢丹浦和店では、浦和レ
ッズとのコラボレーショングッズを各店舗で販売致し
ます。バラエティ豊かでおしゃれな商品が揃います。
■販売期間：１０月１２日（土）より販売開始

赤いものを身につけるとOFF・サービス「レッ
ズ割」3施設の各ショップで合同開催！

浦和レッズの歩みを振り返る歴代ユニフォームや関連
グッズの展示。
■期間：１０月１２日（土）～２０日（日）
※コルソは１８日(金)まで
■会場：浦和パルコ１F センタースペース特設会場
コルソ１Fコルソ通り
伊勢丹浦和店１F 南側総合サービスカウンター脇

浦和パルコ・コミュニティプラザコルソ・伊勢丹浦和
店内 各 シ ョッ プ に て赤 い もの を 身 に着 け てい ると
OFF・サービスをご提供する「レッズ割」を3店舗合
同で開催。

浦和レッズ槙野智章選手・橋岡大樹選手オリジナ
ルデザイングッズを限定販売！

※サービス内容は、各店舗のホームぺージでご確認く
ださい。

■橋岡選手デザイングッズ：
10月12日（土）発売開始（なくなり次第終了）
■槙野選手デザイングッズ：
10月19日（土）発売開始（なくなり次第終了）
■販売場所：浦和レッズオフィシャルショップ
「レッドボルテージ」

パルコ浦和店
（URL）https://urawa.parco.jp/

コミュニティプラザコルソ
（URL）https://urawa-corso.com/

伊勢丹浦和店
（URL）https://www.isetan.mistore.jp/urawa.html

「4店舗をつなげ！ハロウィンスタンプラリー抽選会」開催！
パルコ・コルソ・伊勢丹・レッドボルテージいずれかの店舗で税込2,000円以上お買上げで「スタンプラリー抽
選券」をお渡しし、スタンプを1つ押印。2スタンプ以上で抽選会にご参加頂けます。※期間中、各施設内のみ
レシート合算可。
1等：浦和レッズ槙野・橋岡選手サイン入りオリジナルグッズ
2等：浦和レッズオフィシャルグッズ
3等：パルコ・コルソ・伊勢丹商品券3,000円分（各施設1,000円ずつ）
4等：十万石饅頭
5等：REDS HALLOWEEN オリジナルシール
参加賞：彩果の宝石（1個）
■抽選券配布期間：10月12日（土）～27日（日） ※各施設なくなり次第終了
■抽選実施期間：10月25日（金）～27日（日）

その他の情報については、下記URLのサイトをご覧いただください。
（URL）https://urawa.parco.jp/page/redshalloween/

【１０月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
ハッピーハロウィンウィーク（東京都中央区）
第67回中央区観光商業まつりのイベントとして、商店街と百
貨店等が、区内各地で「ハロウィン」を共通テーマとしたイベ
ントや装飾を行う「ハッピーハロウィンウィーク」（10月19
日（土）～10月31日（木））を実施します。
◎参加商店街
・銀座すずらん通り商店会
・銀座六丁目すずらん通り会
・銀座ナインショッピングセンター
（銀座ナイン出店者会）
・築地共栄商業協同組合
・新富商栄会
・茅場町商店会
・八重洲一丁目中商店会

・人形町商店街協同組合
・富沢町商店街
・東日本橋やげん堀商店会
・浜町商店街連合会
・トルナーレ日本橋浜町商店会
・月島西仲共栄会商店街振興組合
・勝どきサンスクエア商店会
・勝どき商栄会

◎参加百貨店等
・松屋銀座
・銀座三越
・日本橋髙島屋S.C.

・日本橋三越本店
・晴海トリトン

参加商店街・参加百貨店等のイベント情報は、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.city.chuo.lg.jp/event/matsuri/halloween.files/2019halloween_program.pdf

また、第６７回中央区観光まつりについては、下記のURLをご参照ください。
（URL）https://www.city.chuo.lg.jp/event/matsuri/kankousyougyoumaturi.files/chirashihyoshi67.pdf

ハロウィンin多摩センター2019（東京都多摩市）
今 回 で 17 回を 迎 える 「 ハ ロ ウ ィ ンin 多摩セ ン タ ー
2019」が、10月26日（土）・27日（日）の2日間に
わたり開催されます。
多摩センターがオレンジ色に染まり、仮装した人が集
まるお祭りです。
近年、参加者数が多摩市の人口（約15万人）を大きく
上回る大きなイベントです。
【開催概要】
■開催日時：2019年10月26日（土）・27日（日）
※25日（金）前夜祭・オープニングセレモニー

■場

所：多摩センター駅南側一帯
※会場図はこちらをご覧下さい。
http://www.tamajack.com/docs/map.pdf

ジャックオーランタンナイト

仮装コンテスト（表彰式）

パルテノン大通りの様子

イベントの詳細情報は、下記URLをご参照ください。（URL）http://www.tamajack.com/

【１０月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
鳥羽の海女バル ＆ ハロウィンナイト（三重県鳥羽市）
仮装で楽しもう！お得なワンフード＆ワンドリンクorテイクアウト！
鳥羽を楽しもう！！２日限りのバルで飲み歩き＆食べ歩き！！５３店舗が参加予定！！！
■開 催 日：2019年10月25日（金）、26日（土）
※バル営業時間は店舗によって異なります。

■チケット：前売3,000円（5枚綴り）
※10月24日（木）まで前売り購入可能
※限定1,000冊発売（予約可能）

当日3,500円（5枚綴り）
■送
迎：無料運行バス等あり
■イベント：
①インスタグラムでコスプレコンテスト（両日実施）

詳細情報は以下のURLをご参照くだ
さい。
http://www.toba.or.jp/bal/

※発表は後日、優勝者：商品券30,000円 ２位：商品券10,000円
3位：商品券 5,000円
※投稿者本人の画像を ｢＃海女バル｣をつけて投稿
※最も本物に近い方が優勝（実行委員会が後日審査）
② ｢ハロウィンゲート」（両日18:30～19:00）
※仮装をした来場者にチケット１枚進呈（高校生以上）
※中学生以下はお菓子をプレゼント（両日先着50名）
③空飛ぶバルーンプレゼント（両日先着100名、18:30～19:30）
④｢静香を探せ！」（両日19:00～21:00）
※三世代海女の「静香さん」が鳥羽の街( 加盟店) に現れます。
※発見者は握手と写真撮影ができます。
⑤「とばぁバル」（両日19:00～19:10）
※ご当地アイドル「とばぁば｣といっしょに歌って!!踊ろう !!
⑥海女バル聖火リレー（両日20:00～20:30）
※店から店へ聖火をつなごう！参加ランナーにチケット2 枚贈呈
⑦シールラリー｢鳥羽ドレ」（両日実施）
※シール４枚で鳥羽オリジナルドレッシングをプレゼント!!

カレーなるイベント at Nayamachi（京都府京都市）
『トリック or カリート！』
好評につき第4回開催！
10月25日（金）の夕刻、納屋町商店街の店舗前に机椅子が
並び、屋台村風の空間が突如として出現します！
今回のテーマはハロウィン。仮装してくるといいことがあり
そうですよ！
予約不要。ふらっと来て、食べて飲んでお楽しみください。
10月25日(金) 17時30分-21時開催！
納屋町商店街の飲食関係店舗やケータリング専門店、カレー
自慢の喫茶店などが、自慢のカレー料理を販売します。
各店舗のメニューは、以下をご参照ください。
（URL）https://curry.kyoto-nayamachi.com/?page_id=25

イベント全体の詳細情報は、下記URLをご参照ください。
（URL）https://curry.kyoto-nayamachi.com/

【１０月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
横川ゾンビナイト５（広島県広島市）
今回で５回目となる広島ではメジャーなハロウィンイ
ベント「横川ゾンビナイト５」が開催されます！
遊べるイベントや飲食など楽しいコンテンツが盛りだく
さん！
フェイスペイントをして仮装して1日横川で楽しんでく
ださい。
もちろん仮装しなくても楽しめますよ！
横川ゾンビフードも登場！

■日時：2019年10月25日（金）15:00～21:00
2019年10月26日（土）13:00～21:00
■場所：横川商店街一帯
詳細情報は以下のURLをご参照ください。（URL）http://y-zombie.com/

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ（２）■■■□□
◆◇◆ロゴマークの使用申請について◇◆◇
ロゴマークは、申請をいただければご自由にお使いいただけます。
商品やイベント、キャンペーンに合わせてご活用いただけるよう様々なバリエーションのロゴマークをご用意しています。
ご自由にカスタマイズいただき、ぜひプレミアムフライデーの取組にご活用ください。

詳しくは、（URL）https://premium-friday.com/apply/ にアクセスの上ご確認ください。

【プレミアムフライデー・トピックス 】
■ １０月以降の 「プレ金大学」！ ■
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。
１０月以降の「プレ金大学」は、以下の大学等で開催されます。
平日の夜、大学に、ちょっと寄り道してみませんか？

帝京大学霞ヶ関キャンパス
帝京大学産学連携クロストーク ～デザイン×イノベ
ーション：パッケージデザインの可能性～
東北・福島県の復興支援などを目的として企業と連携し
て取り組んでいる「帝京大学発ヨーグルトプロジェクト」
のパッケージデザインを検討すべく、デザインやその可能
性について、第一線で活躍する建築家の先生方を「意匠」
のスペシャリストとして招聘し、パッケージデザインのイ
ノベーションについてワークショップ形式で議論し、公開
型クロストークを実施いたします。
■日時：2019年10月25日（金）17：30開場、18：00開始
■場所：帝京大学霞ヶ関キャンパス（東京都千代田区平河町2-16-1

平河町森タワー9階）

■URL:https://www.teikyo-u.ac.jp/campus_news/kasumigaseki/2019/1002_8552.html

タピオ館立オープン大学「タピ大」
秋の星座とギリシア神話
１０月のプレ金では、「秋の星座とギリシア神話」を
テーマに開講いたします。
「誰でも先生、誰でも生徒」 自分の持つ「知」をみ
んなで分かつコミュニティというテーマで19時から1時
間開講。より豊かな生活づくりのお手伝いとして、互
いに学び高めあう場を「文化・おしゃれ・ゆとり・自
然・環境（エコ）・家族」を大事にしているタピオが
提供いたします。

■日時：2019年10月25日（金）19:00~
■場所：泉パークタウン タピオ 南館１Ｆパークタウンスタイル
■URL：http://www.fm798.co.jp/tapidai/index.htm

【プレミアムフライデー・トピックス 】
【『東北復興応援フェスタ』のご案内】
経団連では、会員企業・団体等による東北関連のイベントの
一体的なプロモーションを通じて、東北産品の消費拡大と東北
観光の振興等を図るため、「東北復興応援フェスタ2019」を実
施中です。
全国で５０以上のイベントが１０月から１１月にかけて開催され
ます。開催期間中、首都圏や被災地を中心に、マルシェや物販、
復興を祈念するコンサートやスポーツ交流、震災の教訓を学ぶ
セミナーなど、多種多様なイベントが各地で開催されます。
是非、ご来場ください。
◎『東北復興応援フェスタ』公式サイト
（URL）
http://www.keidanren.or.jp/announce/2019/tohoku.html
□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ（３）■■■□□
新しいデザインのポスターデータを以下のサイトにて公開中。ご自由にダウンロードして、ご活用ください。
(URL) https://premium-friday.com/

【ファイルの形式について】
ポスターデータの形式は、PDF
、JPG、AIの３形式です。

【ポスターのデザイン】

