１１月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
２０１９年11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。
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、２９日（金）に実施される「プレ金大学」の情報を紹介いたします。
（冒頭に掲載）

【プレミアムフライデー 11月の事例】
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DIFFERENCE（オンライン）

シャボー市川（全国）

阪神百貨店（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）

サントリー（全国）
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日本旅行（全国）
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セントラルスポーツ（全国）

トレイダーズ証券（全国）
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国立科学博物館（東京都）

machica（愛媛県）

ホテルニューグランド（神奈川県）
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佐野クラシックゴルフ倶楽部（栃木県）
昭和の森テニスセンター（東京都）

なんばグランド花月！（大阪府）

ピノッキースパティオ宇部店（山口県）

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）

金曜名画座（群馬県太田市）

山口市公共交通委員会 （山口県山口市）

クリスタ長堀（大阪府大阪市）

防府市地域公共交通活性化協議会 （山口県防府市）

地ビールフェスタin米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県米子市）
丸の内 行幸マルシェ 実行委員会（東京都千代田区）

まつちかタウン（愛媛県松山市）

【プレミアムフライデー・トピックス 】
■ 11月の 「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。
11月の「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？

タピオ館立オープン大学「タピ大」
簡単・手軽に・センス良く ホームパーティ
ー講座
11月のプレ金では、「簡単・手軽に・センス良く
ホームパーティー講座」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
時間開講しております。
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11月29日（金）19:00～20:00
■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
■登壇者：パークタウンスタイル アニヴァーサリー・プランナー SHIHO氏
■URL：http://www.fm797.co.jp/tapidai/index.htm

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
◆◇◆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、プレミアムフライデー推進協議会の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。

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
月末金曜は、少し早めに仕事を終えて、ちょっと豊かな週末を楽しみ
ませんか。
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。
■日時 ： 2019年11月29日（金）
■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/

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１１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

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「JRE POINT500ポイントプレゼント」
月末金曜日のプレミアムフライデーを開催。
今月もJRE POINTが500ポイントもらえるお得なキャンペーンを開催
いたします！期間中にWEB からエントリーの上、合計5,000 円(税別)
以上お買上げの方に、もれなくJRE POINT500ポイント(500円相当)
をプレゼント！お得にポイントが貯められるこの機会をお見逃しなく！
■日時：2019年１１月29日(金)～2019年12月1日(日)
■対象施設：エスパル仙台・福島・郡山・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/

キャンペーン（小売）
水戸京成百貨店 （茨城県）
プレミアムフライデー 「月末金曜は、ちょっと豊かに。」
月末金曜日は、プレミアムフライデー。月に１度のこの機会、
親しい友人と、会社の同僚と、家族と、いつもとは違うプレミ
アムな時間を。
＜対象フロア＞
・1F
・２F
・３F
・４F
・９F

化粧品・雑貨…女性がときめく化粧品各種彩り豊かな婦人
雑貨各種。
婦人雑貨…若い女性にも人気の婦人服やトレンドの鞄・財布
など各種。
婦人服…ビジネスにも使える女性ファッションブランド各種。
婦人服・宝飾…贈答におススメの宝飾品やミセスに人気の
婦人服ブランド等。
レストラン街…茨城を代表する、京成ならではのグルメ自慢
の各ショップ。

■日時 ： 2019年11月２９日（木）～１２月１日（日）
■場所 ： 水戸京成百貨店（茨城県水戸市泉町１丁目６−１）

【9F レストラン街 スカイガーデン出店店舗】
あぢま、Groovr（グルービー）、ゆばの里 真
慈庵、ガンボ＆オイスターバー、妻家房、EN
（えん）、永坂更科、源太すし、中国料理 景山、
麻布茶房、ウェスタン牧場

内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
（URL）http://www.mitokeisei.co.jp/topics/friday/index.html#container

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？
■期間：２０１９年11月29日(金) → 12月1日(日)
■場所：本館・ハルク＝各売場
今月のおすすめ！
＜トロワグロ＞（本館地
下2階）

和洋菓子売場＜ゴディ
バ＞（本館地下2階）

和洋菓子売場＜コロン
バン＞（本館地下2階）

・プチアミューズセット
(お持ち帰り) 1,500円
※限定20セット、11月29
日(金)のみ販売

・2019ブラックフライ
デーハッピーセット
3,240円
※限定30セット

・ル・プディング 702円
※各日限定5個、11月29
日(金)・30日(土)のみ販
売

ビューティーアップス
テージ ネイルサロン＜
ラ・クローヌ＞（本館6
階）
・ネイル施術で“ビュー
ティーグッズ”プレゼント

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL） http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/premium_friday.html

キャンペーン（小売）
ＪＲタワー （北海道）
JRタワーのプレミアムフライデー
JRタワーでは、11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。
■日時：2019年11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）・JRタワー展望室タワー・スリーエ
イト
参加店舗・サービス内容などの詳細については、下記
URLをご参照下さい。
（URL）http://www.jr-tower.com/premiumfriday

●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しています。各
ショップの特典を下記の一覧でご確認くだ
さい。
●プレミアムフライデー当日（11月29日
（金））は、JRタワーアプリチェックインバ
ルーンが2倍！

東武百貨店 （東京都）
月末の金曜日、東武でプレミアムなひとときを!
11/29(金)～12/1(日)の3日間プレミアムなサービス
※11/29(金)は午後3時から。11/30(土)・12/1(日)は終日開催いたします。
■場所：東武池袋店
■特別限定品・割引情報やお得なサービスをご紹介

B1F

４番地

文明堂東京、虎屋ういろ、モンロワール

3F 11番地 TOBU
ビューティーテラス

ピーク・ア・ブー アヴェダ、グランラフィネ、加圧ビューティーテラス、
ポアレスラボ

レストラン街スパイ
ス 11F～14F

11F…トシスタイル、サイアム セラドン
12F…銀座 天龍、66ダイニング 六本木六丁目食堂、永坂更科 布屋太兵衛、
ロータスパレス、洋食レストラン 新宿中村屋、銀座 福助、神楽坂 茶寮
13F…マイアミガーデン、粥餐庁、桂花
14F…ポロポロ、キッチングリップ、御影蔵
15F…エステサロン たかの友梨ビューティクリニック

その他

メガネさろん

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL） http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/2595

キャンペーン（小売）
高島屋 （東京都、神奈川県、大阪府）

＜１／２＞

◎タイムズスクエア
タカシマヤタイムズスクエアでプレミアム名週末を
・買得商品・おすすめ商品（地下１階 グルメスクエア）
・食パン期間限定販売（地下1階 味百選）
・レストランズ パーク「ウィークエンドハッピーアワー］
（12階～14階 レストランズ パーク）
・コスメ スペシャルサービス（1階 化粧品）
・プレミアムフライデーお買上げプレゼント（ファム・メゾン6階）
・プレミアムワイン有料テイスティング（11月29日（金）・30日（土））
■期間：2019年11月29日（金）～12月１日（日）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/premium_friday/index.html

◎日本橋高島屋S.C.
●レ・カーヴ・ド・タイユ
ヴァン 東京（本館8階）
・レ・カーヴ・ド・タイユヴァン
グ ラス ワ イ ン 6 種飲 み 放 題
… 2,200円

お土産を買ってお家にか帰えろう（本館地下1階食料品売場）
［赤坂柿山］

［みはし］

［ユーハイム］

［翁屋］

メリークリスマス（22枚
入） 1,296円

あわぜんざい（1個） 530
円〈各日25点限り〉

ド イ チ ェ ス ハ ウ ス （ 10 個 入 ）
540円

林檎どらやき（1個）
173円

［資生堂パーラー］

［東京會舘］
クッキーBOX（20枚入）
1,296円

［アンリ・シャルパンティエ］
フィナンシェ2種詰合せ ＜ク
リスマス限定パッケージ＞
（12個入：フィナンシェ×6、
フィナンシェ・オ･ショコラ
×6） 2,160円

［モロゾフエクラ］

クリスマススイーツ（12
個入：ミルク×4、スペ
キュロス×4、ストロベ
リー×4） 1,599円

クリスマスホリデース
イートカレンダー（50個
入） 1,620円

●プレミアムフライデー限定品（本館地下1階食料品フロア）（実施店舗）…三之助、ドンク、寿司岩、井泉、
赤トンボ、好餃子
●プレゼント・サービス（本館地下1階日本の味、デイリーマート）（「実施店舗）…郡司味噌漬物店、キャピ
タル
その他の情報は、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/premium_friday/index.html

キャンペーン（小売）
高島屋 （東京都、神奈川県、大阪府）

＜２／２＞

◎横浜タカシマヤ
横浜タカシマヤでプレミアムな週末を！
■期間：2019年11月２９日(金)～12月１日 (日)
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium_fri
day/index.html

◎大阪タカシマヤ
月末金曜日は、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を応援！
■２０１９年11月２９日（金）～12月１日（日）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/premium_friday/ind
ex.html

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！
■日程：２０１９年11月２９日（金）～12月１日（日）まで
【参加店舗】
ビアード パパの作りたて工房 ［本館 1F］

流れ鮨 沼津魚がし［本館 3F］

■期間：金曜日（10：00～21：00）
・季節シュー3個＋パイシュー3個特別セット1,080円

■期間：金曜日（15：00～21：00）
・プレミアムフライデーセット 638円

フレッシュネスバーガー ［本館 1F］

上島珈琲店［本館 2F］

■期間：金曜～日曜日（17：00～21：00）
・生ビール（グラス）100円引き

■期間：金曜日（17：00～21：00）
・「ケーキ」と「ドリンク」をご注文のお客様100円引き

うどんのう［本館 3F］

茶鍋カフェ kagurazaka saryo［本館 3F］

■期間：金曜～日曜日（17：00～21：00）
・「うどんのう御膳」をご注文のお客様 1ドリンクサービス
（ウーロン茶、オレンジジュース、グラスビールのいずれか）

■期間：金曜日（17：00～21：00）
・「お食事」をご注文のお客様 トッピング1品サービス

バケット［本館 3F］

花あかり 天婦羅和食［本館 3F］

■期間：金曜日（17：00～21：15）
・「メインメニュー」をご注文のお客様
→110円

ドリンクバー 394円

■期間：金曜日（18：00～20：30）
・「うなぎ天婦羅懐石（お刺身付）」をご注文のお客様
ル1杯無料

ビー

詳細は、下記URLでご確認下さい。（URL）https://www.otakanomori-sc.com/event/?id=1746

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？
■日時：2019年11月２９日（金）～12月１日（日）
■場所：松坂屋名古屋店 対象売場
【松坂屋名古屋店のプレミアムフライデー企画】

※参加店舗のみ記載

●ビューティ＆ファッション
マリコール、生活の木 ハンドメイドギルド、グランラフィネ、てもみん、ビューティジーンプロフェッショナル、サロ
ン ド ボーテ レイエレガンス表参道、クレシュア米坂、シバヤマ美容室、AFC健康食品、山田養蜂場、きもの、和
装小物、子どもきもの、俵屋
●食品・レストラン
茶処 東陽園、総本家貝新、味匠くすむら、小倉屋山本、新宿高野、フーシェ、チーズ・オン・ザ・テーブル、ファー
イーストバザール、ラベイユ、D＆M CAVE NAGOYA（和洋酒）、重慶飯店、すし萬、ミートデリスギモト、
●松坂屋北館GENTA
モンブラン、マトポ、ZAKKA、ボリオリ、カルバンクライン、ジョセフアブート、アラミス、エミネント、Jプレス、三
陽山長、アクアスキュータム、イージーオーダー、トロージャン、宝石サロン、ライカ、輸入時計、シチズン、メガネ
サロン、セイコークロック、リズム時計（シチズン）
●リビング
ミッレフィオーリ、栗原はるみ、近沢レース、ナチュレサプリメント、エミリオ・ロバ、ブラックペイント、オブ・コスメ
ティックス、ナチュラリー、刺しゅうコーナー、ヘレンド、マイセン、キッチンネットプラス、TOMIZ（富澤商店）、た
ち吉、山田平安堂、ジェーン・アイルデール、カシウエア、ノリタケ、ナルミ、ツヴィリング

◎松坂屋美術館入館料200円引きサー
ビス
■11月29日(金) 15:00～19:00
［第1会場］南館7階 松坂屋美術館
［第2会場］南館8階 マツザカヤホール
「再興第104回 院展」へ当日料金から200円
引きでご入館いただけます。 （一般税込700
円→税込500円、高大生税込500円→税込
300円）
※他の割引優待との併用はできません。

◎ブラックフライデー
■11月29日(金)・30日(土)・12月1日(日)終日
■全館
※一部参加しない売場・ブランドがございます。

カトレヤレディスゴルフスクール
■11月29日(金)18：00〜19：00
■南館屋上
打席を開放し体験レッスン会をいたします。
※お1人様20分限定

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/premiumfriday/

キャンペーン（小売）
西武・そごう （秋田県、東京都、神奈川県、広島県）
◎西武秋田店
月末金曜は、あんなコト、こんなコト。2019年11月２９日（金）
 プレミアムフライデーの喫茶券サービス（1・2階婦人服売場 午後3時から）
 プレミアムフライデーのネイル特別サービス（地階ネイルズユニーク アル
ティミッド 午後3時から）
 プレミアムフライデーのフットマッサージサービス（2階エステティックサロン
ソシエ 午後3時から）
 レストラン街のプレミアムフライデー1,100円セット（地階レストラン街 午後
3時から）
 レストラン街のプレミアムフライデー2,000円セット（地階レストラン街 午後
５時から）
 グロッサリー売場 試食販売会開催（地階グロッサリー売場）
 酒売場からのおすすめ品（地階酒売場 1日限り）
 1日限りの限定商品（地階食品売場）
ほか
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.sogo-seibu.jp/akita/topics/page/premiumfriday.html

◎西武渋谷店
11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！
早めがお得になるレストランご優待やサービス、気軽に自分磨きができる
ビューティーサービスなど、西武渋谷店の「プレミアムフライデー」は日
常にプラスワンの楽しさを添えるさまざまなイベントをご用意しております。
■2019年11月29日（金）～12月1日（日）
※11月２９日（金）限定の企画もございます。
■各階＝対象売場
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/191017premiumfriday.html

◎そごう横浜店
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。
■2019年11月２９日（金）
■各階＝対象売場
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/event-premiumfriday.html

◎そごう広島店
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。
■日時：2019年11月２９日（金）～12月1日（日）
■場所：本館1階＝化粧品売場
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/page/201910-premiumfriday.html

キャンペーン（小売）
三越伊勢丹（東京都、新潟県、愛知県）

＜１／２＞

◎伊勢丹新宿店
ISETANプレミアムフライデー
2019年11月29日（金）〜12月1日（日）
伊勢丹新宿店本館・メンズ館他＝各階
毎月末の金曜日、伊勢丹新宿店が楽しくなる。
「プレミアムフライデー」は月末の金曜日に午後3時に終業し、「少し豊かな
時間を過ごそう」というキャンペーン。
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。
・［無料］プロと一緒に靴磨き
・［無料］シューフィッティング&スタイリングアドバイス
・リフレクソロジー プレミアムフライデー特別延長サービス
・［事前予約］ゴルフ診断レッスン
・〈ラ・ターブル・エディアール〉ワンドリンクサービス
・〈チャヤマクロビ レストラン〉ワンドリンクサービス
・スイーツ、ブレッド、デリ、この時だけのおいしさが勢ぞろい

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/
event_calendar/premium_friday.html

◎新潟伊勢丹
今月のプレミアムフライデー「週末め
ぐらナイト」の特別メニューをご紹介
いたします。
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。
【週末めぐらナイト】
■日時：２０１９年11月29日(金)3時～夜9時(ラストオーダーは夜8時30分)
※但し、＜ラ・ピアッツァ＞のみ11月29日(金)は午後5時閉店とさせていただきます。
■場所：新潟伊勢丹7階 レストラン街(イートパラダイス)
●内容：「週末めぐらナイト」特別メニュー(1ドリンク+1フード) 各501円(税込)・各1,001円(税込)
■対象店舗：原宿 南国酒家、カジュアルイタリアン ラ・ピアッツァ、とんかつ和幸、博多ラーメン那の福、
築地 寿司清、日本料理 倉久、越後そば処 長岡小嶋屋、越品ダイニング＆カフェ

◎三越銀座
月末金曜日から始まる、プレミアムな週末の
３日間♪
プレミアムフライデークーポン券
■11月29日(金)〜12月1日(日)
レンタルドレスサービス
■11階・12階 レストラン各店
〈カリテ〉特別価格でご案内
［営業時間：午前11時～午後11時］

シューシャイン・プレミアムフライデー
限定メニュー
■ 11月29日(金)〜12月1日(日)
■ 5階 GINZA ジェントルマンズ ラウンジ

■ 11月29日(金)〜12月1日(日)
■ 3階 カリテ

メガネクリーニング＆メンテナンス
■ 11月29日(金)〜12月1日(日)
■ 6階 メガネ

内容については、下記
URLをご参照ください。
（URL）
https://www.mitsuk
oshi.mistore.jp/ginz
a/event_calendar/pr
emiumfri.html

キャンペーン（小売）
三越伊勢丹（東京都、新潟県、愛知県）

＜２／２＞

◎名古屋栄三越

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。
内容については、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/content/dam/isetan_mitsukoshi/site/nagoya/pdf/premium
friday.pdf

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
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】

キャンペーン（小売）
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。
■日時：2019年11月２９日（金）
（URL）http://www.meitetsumza.com/saiji/19_11_premium.html

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

ユアエルム成田店 （千葉県）
月末最後の金曜日はいつもと違うプレミアムな日
ユアエルムでうれしい週末を
■日時： ２０１９年11月２９日（金）
■場所： ユアエルム成田店 対象店舗
詳細は下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.yourelm.co.jp/narita/wp-content/uploads/2019/10/PF_A1poster2019-10.pdf

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１０/２５（金）
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2019年11月２９日（金）
■場所 ： イクスピアリ 対象店舗
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.ikspiari.com/ent/event/1211633_23843251.html

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）。
【プレミアムキャンペーン】
月末金曜限定のセールやプレゼントなど、対象店舗でのお買物
がおトクに!!

■日時 ： 2019年11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=1574540571

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11月２９日（金） 15:00～
■場所 ： つくばクレオスクエア 対象店舗
（URL） http://www.creo-sq.com/service_info/card_big4/index.html

キャンペーン（小売）
ウイング高輪／ウイング新橋 （東京都）
◎ウィング高輪
今月のプレミアムフライデーは11/29（金）！！
下記ショップでは，当日限定で特別サービスを実施いたします。
ぜひ，この機会にご利用ください♪
◆ 飲食 ◆
【ワイアードカフェ ダイニングラウンジ】
ハイボール，ワイン，生ビールなど対象ドリンクが￥385(税込)
※ハッピーアワー（16：00～20：00）限定

【吾照里】
京急プレミアポイントカードをご提示でデザートをサービス！

【シュマッツ ビアスタンド】
1会計￥3,000（税込）以上のご利用でカップメニュー無料サービス！

【あきた美彩館】
「美の国あきた丸ごとコース」をご注文でりんごジュース1パックプレゼント！
※ディナータイム（17:00～23：00）限定

◆ 衣料・雑貨・サービス ◆
【開運館E＆E】
￥3,000（税込）以上のご利用でパワーストーンor入浴剤プレゼント！

【ギャラリー・クオーレ】
Sam Toft版画ご購入のお客様へ送料無料サービス！

※離島，一部地域は除く
【キタムラK２】
自店ポイントカード2倍サービス！

※一部商品対象外

【ピシェアバハウス】
LINE＠お友達追加で￥500クーポンプレゼント！

月末金曜日はウィング高輪でちょっと豊かな一時をお
過ごしください♪
1ヶ月がんばった自分へご褒美を・・・
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）http://www.wingnet.ne.jp/takanawa/eventnews/#article1068

◎ウィング新橋
月末金曜は，ちょっと豊かな週末を楽しみませんか。
ウィング新橋各ショップにて，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。
≪飲食ショップ≫
■美華園
スペシャルセットご注文で「グラスワイン」(赤・白)1杯サービス」

■プロント イルバール
角レモンハイボール

替え玉（おかわり）490円→400円(税込)

■カリカル
1,100円(税込)以上のカレーご注文で「黒ウーロン茶」1本サービス

≪物販ショップ≫
■ザ・ボディショップ
店内商品お買上げで「フェイスケアサンプル」プレゼント

■プレジュール
自店スタンプカード「スタンプ5個」サービス

■日時：2019年11月２９日（金）
詳細は下記URLをご参照ください。
（URL） http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article1109

キャンペーン（小売）
マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月プレミアムフライデーは29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！
11/２９(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11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…！！
11/２９（金）～12/１（日）3日間有効のクーポンを、１１/２８（木）
に『キャスティングアプリ』へ配信！！増税前の最後の週末の
釣りを楽しみましょう！！
《クーポン内容》
税込5,500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》
2019/11/２９（金）～12/1（日）

★3日間有効です★

《クーポン配信日》
2019/11/２８（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。
★プッシュ通知はアプリの「その他」＞「プッシュ通知」からご確認
いただけます。尚、クーポンは「その他」＞「クーポン」からもご確認
いただけます。

詳細は下記URLをご参照ください。
（URL）
https://castingnet.jp/news/detail.php?no=91324

キャンペーン（小売）
PePe （埼玉県）
◎西武本川越ぺぺ

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★
■日時：2019年11月２９日（金）
詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL） http://www.seibushop.jp/honkawagoe/sale/?cd=000013

◎西武入間ぺぺ

毎月月末金曜日のお得な日♪

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”
“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♪
■日時：２０１９年11月２９日（金）
詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL） http://cache.seibu-shop.jp/iruma/

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！ 2019年1月～12月
紀伊國屋書店下記店舗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！
※一部対象外の商品がございます。スタッフまでお尋ねください。
※クイック配送はセール対象外となります。
■日時：2019年1月から12月までの毎月最終金曜日
■対象店舗：札幌本店、前橋店、流山おおたかの森店、新宿本店、
Books Kinokuniya Tokyo、西武渋谷店、ららぽーと豊洲店、
武蔵小杉店、横浜店、ららぽーと横浜店、横浜みなとみらい店、相模原伊勢丹店、
新潟店、富山店、梅田本店、広島店、福岡本店、天神イムズ店
その他、詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL）https://www.kinokuniya.co.jp/c/20190121100252.html

キャンペーン（小売）
静岡東急スクエア （静岡県）
11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は添付画像をご覧ください。
※内容は予告なく変更となる場合がございます
※詳細は各店舗へお問い合わせください

■日時：2019年11月２９日（金）
■場所：静岡東急スクエア 対象店舗
詳細は下記のURLをご参照ください。
（URL）https://www.shizuoka-square.com/event/detail.php?evid=107

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11月２９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

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11月２９日（金）
■場所： CoCoLo長岡 対象店舗
（URL）http://www.cocolo-station.jp/uploads/event/558/pdf_url/__PF11_CAN__.pdf

キャンペーン（小売）
木の葉モール橋本 （福岡県）
木の葉モール橋本で楽しもう!! プレミアムフライデー!
木の葉モール橋本では、毎月の最終金曜日に「プレ
ミアムフライデー」を開催しています。この日だけの
特価商品やf-JOYカードポイント変倍などを参加各
店舗にて実施。
詳しくは、下記ＵＲＬ内の各ショップ情報や一覧ポス
ターをご覧ください。
■日時：2019年４月～２０２０年３月の月末金曜日
■場所：木の葉モール橋本 対象店舗
（URL）https://konohamall.com/files/image/251/pic.pdf

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11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

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
◆◇◆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。

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★
■日時：2019年11月２９日（金）15:00～
■場所：ベイドリーム清水対象店舗
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
（URL）http://www.baydream-shimizu.com/2941.html

スタンプラリー開催
スタンプを集めて、ベイドリーム清水お買物券をゲットしよう!!
詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
（URL）http://www.baydream-shimizu.com/post5818.html

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？
●テナントで限定特典をGET♪
（URL）https://emifull.jp/other/premiumfriday/pdf/premium-friday-1911.pdf

■日時：2019年11月２９日（金）
■場所 ： エミフルMASAKI 全店
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://emifull.jp/other/premium-friday/

●月末金曜（マツキン）プレミアム特典
エミフルMASAKI全店での当日の合計3,000円(税
込)以上のお買い上げレシートをご提示でお得な特典
をゲット！
➀一時保育1時間無料！
②エミパークのりもの無料券プレゼント！
③お帰りの電車切符をプレゼント

キャンペーン（小売）
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11月２９日（金）～12月１日（日）
■場所 ： LOFT 各店舗
（URL）https://www.loft.co.jp/pages/premium3days/

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11月２９日（金）
■場所：ロッテ免税店銀座
■対象：日本在住の方
（URL）
http://jp.lottedfs.com/event/event/5740?currentPage=1&dataPerPage=10&q.branch_id=145&q.topId=
&q.branch=%2C145%2C&q.viewPageId=1

□□■■■ 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随時募集して
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

※「＊」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）
イオン・イオンスタイル・イオンモール（全国）

＜１／３＞

AEON BIG FRIDAY
「プレミアムフライデー」に合わせて、イオンモールでは、毎月最後の金曜日
から３日間「ビッグフライデー」を開催！
■実施店舗：全国の総合スーパー イオン・イオンスタイルで実施
※各店舗によって実施している内容が異なります。
※一部店舗で実施していない場合がございます。
■日時：2019年11月２９日（金）からの３日間

AEON BIG FRIDAY 専門店限定
WAONPOINTつかって、おトク！10%ポイントバック!!
BIG FRIDAY期間中に、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。
■実施店舗：全国のイオンモール内専門店
■日時：２０１９年11月２９日（金）からの３日間

《イオンモール各店舗の取組》
ビッグフライデー ワゴンセール（イオンモール山形南）
毎月、月末の週末 金・土・日3日間連続で専門店でお得な特典がございます。
衣料品・雑貨の専門店はお買い得ワゴンセール等を開催。
■日程：2019年9月～2020年2月 毎月、月末の週末 金・土・日
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.aeon.jp/sc/yamagataminami/event/event_e180636.html

《BIG FRIDAY》リフレッシュウィークエンド（イオンモール石巻）
・無料肌診断
■日程：11月２９日(金)～12月１日（日）9:00～21:00
■場所：1F 美 ビショップ エンドー
（URL）

https://www.aeon.jp/sc/ishinomaki/event/event_e192608.html
・健康応援フェア～自分の足を知ろう～

・耳の聞こえチェック

■日程：11月２９日(金)～12月１日(日)
■時間：9:00～21:00
■場所：1F スポーツオーソリティ
（URL）
https://www.aeon.jp/sc/ishinomaki/eve
nt/event_e192610.html

■日程：11月２９日(金)
■時間：11:00～15:00
■場所：1F アイガン
（URL）
https://www.aeon.jp/sc/ishinom
aki/event/event_e192605.html

・よみきかせ会
■日程：11月２９日(金)
■時間：14:00～
■場所：2F キッズパーク
（URL）
https://www.aeon.jp/sc/ishi
nomaki/event/event_e1926
04.html

キャンペーン（小売）
イオン・イオンスタイル・イオンモール（全国）

＜２／３＞

イオン ビッグフライデー（イオンモール水戸内原）
・季節のお花プレゼント（イオンモールメンバーズアプリで水戸内原をお気に入り
モールにご登録の方へ“季節のお花”をプレゼント！先着５０名さま）
■時間：14：00～（無くなり次第終了となります）
■場所：1F メインコート
→アプリの詳細はこちら https://www.aeon.jp/sc/aeonmallmembersapp/

・ヨガ教室（メディカルフィットネス マグノリア）
お問い合わせ TEL.029-291-3280
→詳しくはこちら https://mitouchihara-aeonmall.com/news/event/2473

・かけっこ教室（スポーツオーソリティ）
お問い合わせ・ご予約 TEL.029-259-1595
→詳しくはこちら https://mitouchihara-aeonmall.com/news/event/2473

・プレミアムナイト【18：00以降限定】
当日中の専門店でのお買上げレシート税込3,000円以上（合算可）をご呈示で
粗品プレゼント！（お1人さま1点限り／先着50名さま）
引換場所：2F インフォメーション（18：00以降お渡し）
■日程：２０１９年11月２９日 (金) 引換時間18：00～
■場所：2Fインフォメーション
→詳しくはこちら

https://mitouchihara-aeonmall.com/news/event/2347

イオンモールつくばPRESENTS-Premium Friday Jazz
Live vol.３４-（イオンモールつくば）
■日程：2019年11月２９日 (金) 18:00～（40分公演）
■出演者：柳 隼一（ピアノ）、中根 一城（ギター）、河村 亮（ドラム）
■場所：3F イオンホール
※観覧無料・観覧フリー
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://tsukuba-aeonmall.com/news/event/1382

ビッグフライデーライブ
ー青木菊美・榊原あい マリンバアンサンブルー
（イオンモール高崎）
マリンバの、あたたかい音色をお楽しみください。
■日時：２０１９年11月２９日（金）18:30～
■場所：専門店街3Fピクニックコート マクドナルド横
■出演者：青木 菊美（あおき きくみ）、榊原あい（さかきばら あい）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://takasaki-aeonmall.com/news/event/2768

キャンペーン（小売）
イオン・イオンスタイル・イオンモール（全国）

＜３／３＞

BIG FRIDAY スペシャルライブ
inイオンモール大和！※観覧無料
月末最後の金曜日は、イオンモール大和で音楽ライブを楽し
もう！
月替わりで様々なアーティストをお招きして開催される『BIG
FRIDAY SPECIAL LIVE』は、イオンモール大和だけのオリ
ジナル企画。ご家族やお友だちと待ち合わせて音楽LIVEを
お楽しみください。
【出演アーティスト】 細川慎二（サックス奏者）
■日程：２０１９年11月２９日 (金)13:00～／17:30～
■場所：1F ウォーターコート
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://yamato-aeonmall.com/news/event/1428

イオン ビックフライデー”プレミアムライブ”
（イオンモール出雲）
「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】 出雲第三中学校 吹奏楽部
■日程：2019年11月２９日 (金)18:00～
■場所：3階 フードコート特設会場
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://izumo-aeonmall.com/news/event/1511
＼プレミアムライブ特典／イオンモール出雲レストラン・フードコート限定グルメ
200円クーポン券を先着200名さまに進呈！
■クーポン利用期間：２０１９年11月２９日（金）～12月1日（日）
【ご利用可能店舗】
＜1階＞口福堂・タリーズコーヒー・コスコクレープ・サンクゼール久世福商店（※
和ジェラートのみ）

＜2階＞炙り牛たん 万・和食味処 きびや・石窯キッチン ブーレ
＜3階＞いきなりステーキ・築地銀だこ・讃岐うどんの心 つるさく・尾道ラーメン
おんどや・バーガーキング・長崎ちゃんぽん リンガーハット・とり専門店 鳥
さく・サーティワンアイスクリーム・今井書店AREA
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://izumo-aeonmall.com/news/event/1512

キャンペーン（小売）
鹿島ショッピングセンターエブリア（茨城県）
エブリア ハッピーフライデー
エブリアカード5,000ポイントで
エブリアのお買物券6,000円分とお引換えいたします。
※但し、お引換えは当日1枚のカードで5,000ポイント分1回限り、
先着50名様とさせて頂きます。
■開催日：2019年11月２９日（金）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）http://www.everia.co.jp/event/index.php?e_id=1866

MIDORI（長野県）
今月のJRE POINTプレミアムフライデー♪
JRE POINTカード会員さまにウレシイ、JRE POINT プレミアムポ
イントキャンペーンは、１１月２９日（金）から１２月１日（日）まで実施いた
します。
税抜5,000円以上お買い上げの方に、もれなくJRE POINT ５００ポ
イント（５００円相当）をプレゼント！各ショップのプレミアムフライ
デー特別企画を楽しみながら、JRE POINTも貯めちゃいましょう♪
事前Webエントリーが必要となります。
※ポイントの付与は翌月中旬を予定しております。
※期間限定ポイントのため付与された翌月末までにポイントをご使用くださ
い。

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.eki-midori.com/m_info/midori/2019/11/4114.php

TERMINA（東京都）
プレミアムフライデー☆11/29(金)～12/1（日）
11/29(金)、12/1(土)、12/1(日)の3日間はプレミアムフライデー！
WEBエントリーの上、11/29(金)～12/1(日)の期間中、
合計5,000円（税抜）以上お買い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！
エントリー・詳細はこちらから
（URL）https://www.termina.info/topics/detail.php?topics_id=104

キャンペーン（小売）
宇都宮PASEO(栃木県）
★JREPOINTプレミアムポイントキャンペーン★
2019年11月29日(金)～12月1日(日)
//◇内容////////////////
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。
※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。

//◇ポイント付与について///////
2019年12月中旬頃に付与予定です。
※ポイント有効期限は2019年12月末日までとなります。

●JREPOINTカードは、一部のショップを除き、各ショップ店頭に
てご入会いただけます●
（URL）https://www.utsunomiya-sk.com/paseo/info/2668

アトレ（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）
アトレ・アトレヴィ各店をはじめとしたJRE POINT加盟店（カード提示で貯
まる加盟店）にて、期間中合計5,400円（税込）以上お買上の方にもれな
く、JRE POINTを500ポイントプレゼントいたします。
■お買上対象期間：2019年11月29日（金）〜 12月1日（日）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.atre.co.jp/news/120988

◎アトレ目黒
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！
■開催期間：２０１９年11月29日(金)～12月1日(日)
■参加ショップ：
【アトレ目黒1】
・1F：御門屋／赤坂柿山
・
2F：スズハル堂／クイジーヌ・ハビッツ
・3F：ハウス オブ ローゼ／ベリテ
【アトレ目黒2】
・1F：Hibiya-Kadan Style
・2F：目黒学園カルチャースクール／バルマルシェ コダマ
詳細は、下記URLをご参照下さい。
（URL）https://www.atre.co.jp/store/meguro/news/121945/cms_files/1129B1.pdf

キャンペーン（小売）
シャポー市川(千葉県）
【シャポー市川】11月プレミアムポイントキャンペーンの
ご案内
11/29(金)～12/1(日) までのプレミアムフライデー期間中、WEBエント
リーの上、 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！！ プレミアムフライデー限定のメ
ニューや特典なども多数ご用意！
※軽減税率適用の有無にかかわらず、お買い上げ金額から8％分を差し
引いて税抜金額相当といたします。
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）http://shapo.jrtk.jp/ichikawa/topics/5821.html

LUSCA（神奈川県、静岡県）
11/29(金)～12/１(日)プレミアムポイントキャン
ペーン
JRE POINT WEBサイトからエントリーの上、ラスカを含む
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 の 方 に も れ な く JRE
POINT５００ポイントをプレゼントいたします。
※軽減税率適用の有無にかかわらず、お買い上げ金額から8％
分を差し引いて税抜金額相当といたします。
対象期間：11/２９(金)～１２/１(日)
キャンペーンに参加するにはＷＥＢでエントリーが必要です。
ＷＥＢエントリーはこちら！今すぐエントリー！
この機会に是非ラスカでのお買物をお楽しみください！！
（URL）http://www.lusca.co.jp/topics/142/

実施店舗：茅ヶ崎、平塚、小田原、熱海、
湘南ステーションビル

東急スクウェア青葉台（神奈川県）
～月末金曜は、ちょっと豊かに～
2019年11月29日（金）、青葉台東急スクエアの約22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！
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.aobadai-square.com/event/

キャンペーン（小売）
阪神百貨店（大阪府）
◎地下1階 スナックパーク
１４ショップでお酒＆おつまみセットなどこの日だけのお得メニュー
11月２９日（金）午後３時→午後１０時（ラストオーダー午後9時30分）
◎地下1階 生鮮売場
お肉やお総菜、フルーツもどうぞ！
11月29日（金）午前１０時スタート
◎2階・3階 化粧品売場
３６ブランドでは冬のキレイを手に入れるお得な体験メニューやサ
ンプルプレゼント
１１月２９日（金）午後３時スタート ※なくなり次第終了
◎プレミアムフライデーイベント（６階メンズシューズ売場）
靴のお手入れアドバイス
11月２９日（金）午後5時から午後7時30分まで（随時受付）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.hanshindept.jp/hshonten/special/friday/index.html/

うすい百貨店（福島県）
11月のプレミアムフライデー

DIFFERENCE

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。
■会期：２０１９年11月２９日（金)限り
■会場：各階

《ミニワインセミナー》
今回はクリスマスパーティーに向けて「スパークリングワイン」を
テーマに、ワインをお飲みいただきながら、楽しく。ためになるワ
インセミナーを開催いたします。
■会場：地下1階 リカーコーナー
■期間：2019年11月29日(金)限り／午後5時から
※詳しくは販売員にお尋ねください。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※お車でお越しのお客様はご遠慮ください。

《シークレットボックス[第31弾]》
■会場：1階 フルーツピークス
■期間：２０１９年11月２９日(金)限り／午後3時から販売
・シークレットボックス(1箱、4ピース)【限定25箱】税込1,740円
11月のおすすめのタルトの中から4ピースを詰め合わせた、まる
で福袋のようなシークレットボックス。
※詳しくは販売員にお尋ねください。
詳しくは、下記URLをご参照下さい。
（URL）https://www.usui-dept.co.jp/event/48583/

キャンペーン（小売）
DIFFERENCE（オンライン）
11/29 PREMIUM FRIDAY
オンラインショップ15%OFF！
秋冬物でもう一着欲しい、寒くなってきたのでコー
トが欲しい、ジャケットやシャツを手軽にオーダー
したい、このお得な機会にスマホで簡単オーダー
を是非お試しください。
■期間：2019/11/29（金）1日限定
■条件：オンラインショップ限定
■特典：オンラインからご注文のオーダーアイテムが全
品15％OFF
ご注文手続き画面で、以下のオンラインクーポンコード
をご入力ください。
クーポンコード【COMING SOON 11/29(金)に公開】

■備考
※他のクーポン、キャンペーン、割引きとの併用はできま
せん。
※企業・団体のご優待割引および株主御優待割引との併
用はできません。

内容は、下記URLでご確認下さい。
（URL）https://difference.tokyo/topics/other_topics/detail_192.html

MeniconMiru札幌パセオ店（北海道）
11/29（金）はプレミアムフライデー！
パセオ店限定びっくりびっくり！！
ケア用品をお得にご購入いただけます( *´艸｀)
乾燥対策に装着液や、洗浄液ももちろん特別価格で
ご提供いたします♪
皆さまのご来店をお待ちしておりますうさぎ25.GIF
● ● ● ● ● ● ●
札幌でコンタクトレンズをお探しなら
札幌駅直結 パセオイースト1階
Menicon Miru 札幌パセオ店へ
（URL）http://www.menicon-shop.jp/sapporo/paseo/

オルビス・ザ・ショップ（東京都）
今月のプレミアムフライデー☆
いつもブログをご覧いただきありがとうございます( °ᵕ°❤︎ )
今回は11/29〜12/1の3日間に行われるプレミアムフライデー企画のご案内です♪
内容は…サンプル3種プレゼント（数量限定のため、なくなり次第終了）
サンプルの内容は
①とろぱしゃテクスチャーがここちよい【オルビスユーローション】
②ハリ低下による夕方の疲れ顔をケアしてくれる【オルビスユーデイエッセンス】
③化粧水の浸透力がぐんぐん高まる【オルビスユーセラム】
ご来店お待ちしております♡
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://ikebukuro.parco.jp/shopnews/?id=27197

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
１１月２９（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１１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
（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%9
5%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１１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１１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）
フルーツピークス （福島県/宮城県/茨城県）
プレミアムフライデー恒例の「シークレット
ボックス」！11月は29日の販売となります。
12月のシークレットボックスの販売はございませんので
年内最後の販売です！！！！
本体価格538円以上のタルトを4ピース詰め合わせ♪
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。
・14：30～整理券配布開始／15：00～販売開始 つくば店
・14：45～整理券配布開始／15：00～販売開始 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
・16：30～整理券配布開始／17：00～販売開始 郡山コス
モス通り店
・16：45～整理券配布開始／17：00～販売開始 エスパル
郡山店

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了承下さい。
※シークレットボックスは割引対象外となりますのでご了承下
さい。
※エキュート大宮店、仙台富沢店、フルーツピークス 東武池
袋店、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。

詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL）
https://www.fruitspeaks.jp/news/#154

串カツ田中（全国）
串カツ田中のブラックフライデー！
11月はブラックフライデーキャンペーンとして、下記の内容でキャ
ンペーンを実施します！
＜ブラックフライデー当日の内容＞
■日程：2019年11月29日(金) 終日
■対象店舗：一部地域を除く店舗
■内容：〔1〕15時オープン（ランチ営業店舗は通し営業）
〔2〕終日串カツほぼ全品100円（税抜）
■注意事項：価格は全て税抜き。11月29日(金)以外は通常の営業時間。
その他クーポンと併用不可。
■キャンペーン対象外店舗：東京ドーム店、アリオ亀有店、福井大仏前店、
岡本店、周南店、香里園店、成増店、相模原店、海老名店、戸塚店
【〔2〕のみ対象外店舗】：世田谷店、三軒茶屋店、用賀店、大山店、西院
店、名駅2丁目店、尼崎店、神泉町店、品川港南口店、田無店、御器所
店、新松戸店、金沢店、広島店、金沢片町店、要町店、新宿京王フレン 詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL）https://kushiテ店、新橋店、小伝馬町研修センター店
tanaka.com/news/entry/1157
■対象外商品：牛ヒレ、カニ爪

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

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１１月２９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

天王洲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」
師走が近づき、慌ただしい季節となりますが、親しい友人や職場の
お仲間と、少し早めの忘年会で、楽しい時間を過ごしませんか。
今月のプレミアムフライデーは11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１１月29日（金）15:00～（店舗により異なります）
■場所 ：天王洲シーフォートスクエア1～2F
詳細は、以下のURLをご参照ください。
（URL） https://www.e-tennoz.com/blog/archives/7299

キャンペーン（飲食）
BAY QUARTER YOKOHAMA（神奈川県）
11月のプレミアムフライデー
■期間：2019年11月２９日（金）
■場所：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」
・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」
・ハミルトンエッセンス…￥10,000以上のお買上げでメン
バーズポイントカード1スタンププレゼント
【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

※詳しい内容・条件は各店にお問合
せください。また、内容は予告なく
変更となる場合がございます。予め
ご了承ください。

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.yokohama-bayquarter.com/shop/11月のプレミアムフライデー-2/

ホテル一畑 （島根県）
11月第2回プレミアムフライデー特別企画
○レストラン（お昼の特別メニュー）
■日時：2019年11月27日（水）～11月29日（金）11:30～
14:00 （L.O. 13:30）
■内容：ホテル一畑特性 天婦羅バイキング
※展望温泉ご入浴付(11:30～)
■料理：天婦羅バイキング、ミニバイキング
■料金：お一人様 大人（中学生以上） 1,800円、小人（4歳
～小学生）900円※3歳以下のお子様は無料、ドリンク
バー 200円
■その他：※前日までにご予約ください。
※ご予約は満席になり次第、終了とさせていただき
ます。
○レストラン（夜の特別メニュー）
■日時：2019年11月13日（水）～11月15日（金） 16:00～
21:00 （L.O. 20:30）
■内容：プレミアム和洋会席(ワンドリンクサービス＋展望温
泉ご入浴付(14:00～)付)
■料金：お一人様 特別価格 8,500円
■その他：※前日までにご予約ください。
※ご予約は満席になり次第、終了とさせていただき
ます。

詳しくは、下記URLをご参照くだ
さい。
（URL）
https://www.ichibata.co.jp/ho
tel/dining/2019/11/112.html

キャンペーン（飲食）
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 ： 毎月のプレミアムフライデー
■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（兵庫県）
プレミアムフライデー限定
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
詳細は、下記のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年11月２９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）
（URL） http://www.nishimuraya-fc.com/sennin/

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！
プレミアムフライデーにも使える割引クーポン配布中！
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時：毎月月末金曜日
（URL）https://rurubu.travel/premiumfriday/

キャンペーン（飲食）
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！→ https://www.hotpepper.jp/premiumfriday/

炭火焼dining motubee（青森県）
11月プレミアムフライデー開催！！
11月毎週金曜日は『プレミアムフライデー開催！』
OPENから 閉店まで、各種サワー＆カク テルが
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
ALL￥１００
何杯飲んでも￥１００ですので是非遊
ときをお過ごしください。
びに来てくださいね♪110円（税込）
詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）
https://www.hotpepper.jp/strJ001218469/

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
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。 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
帝国ホテル
ときをお過ごしください。
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。
詳細は、下記のURLをご参照ください。
■日時 ： 毎月月末金曜日
■場所 ： 帝国ホテル東京
（URL）https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/event/premium_friday.html

キャンペーン（飲食）
賑わい個室 Narikomaya 本町店 （大阪府）
プレミアムフライデー(月末金曜限定)15時より営業!!
月末金曜日限定★プレミアムフライデー★15時より営業致します。
ちょっとおトクなサービスもあり。個室ご希望はお早目のご予約を～♪
■日時： ～ 2020年1月31日 (金) 22:30
（URL）https://narikomaya.gorp.jp/

マークイズみなとみらい （神奈川県）
「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！
９/２７(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。
詳細は以下のURLをご覧ください。

■日時：2019年11月29日（金）
■場所：各店舗
（URL）http://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt0100PL.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随時募集してお
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、「＊」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）
11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11月２９日（金）0：00 ～12月１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/0060000257

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）
４時間限定の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

みんなのＦＸがおくる月末金曜のお楽しみ！
FX口座において4時間限定で、
5通貨ペアのスプレッドを大幅に縮小します
■対象通貨ペア ※原則固定（例外あり）

■期間 2019年11月２９日（金）18：00～22：00
その他、詳細につきましては、こちらをご覧ください。
（URL）https://min-fx.jp/premiumfriday_201911/

カフェトーク （オンライン）
☆カフェトーク×プレミアムフライデー企画☆
今月のプレミアムフライデーは１０月２５日！
今月はハッピーアワーをご用意！
ページ掲載の対象レッスンを15〜21時の間に
受講すると、後日30%ポイントバック！
普段は取れない時間帯の講師を試せる、プレ
ミアムフライデー！この機会に是非新しいレッス
ンにチャレンジしてみてください☆
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2019年11月２９日（金） 15:00～21:00
（URL）https://cafetalk.com/campaign/2019/premium-friday/11/?lang=ja

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/

キャンペーン（サービス）
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11月２９日（金）15:00～（要予約）
■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

ナムコ（オンライン）
【ナムコポイントアプリ】
１０月のプレミアムフライデー！
/30（金）にナムコポイントアプリを使って、お店でチェックインしていただくと、

11／29（金）にナムコポイントアプリを使って、お店で
なんと通常１０００Ｐのところ、２０００Ｐプレゼント☆
チェックインしていただくと、なんと通常1000Ｐのところ、
2000Ｐプレゼント☆
いつもよりお得に遊べるチャンスです！！

いつもよりお得に遊べるチャンスです！！

■日時 ： 2019年11月29日（金）
（URL）https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/premiumfriday_20191126.html

新宿瑠璃光院（東京都）
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。
・開催日：２０１９年11月２９日（金）
/30（金）にナムコポイントアプリを使って、お店でチェックインしていただくと、
・時 間：午後４時から約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
いつもよりお得に遊べるチャンスです！！
・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」
（URL）
なんと通常１０００Ｐのところ、２０００Ｐプレゼント☆

https://www.byakurengedo.net/information/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/%ef%bc%bb%e3
%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%bd11%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%99
%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-2/

キャンペーン（サービス）
東京ドームシティ （東京都）
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。
ボルダリング、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11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/

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。
詳細は下記のURLをご参照ください。
■日時 ： 毎月月末金曜日 １５：００～１８：００
■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

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。
■日時 ： 2019年11月２９日（金）
■場所 ： 浦安ブライトンホテル東京ベイ

詳細は、以下のURLをご参照ください。
（URL）https://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/restaurant/topics/p-friday.html/

キャンペーン（サービス）
国立科学博物館
■所在地：
東京都台東区上野公園 7-20

全方向から恐竜を解説！「ＶｘＲダイナソー®」で見
るティラノサウルス・トリケラトプス
ティラノサウルスとトリケラトプスに関する解説映像を上映します。
（協力：凸版印刷株式会社）
日時

2019年11月29日（金）17:00より30分毎に計６回上映（最終回：19:30）
（ティラノサウルス編・トリケラトプス編 各5分程度）

会場

地球館地下１階展示室

対象

どなたでもご参加いただけます。

その他

・映像は同タイトルで開催した過去のイベントと同じものです。また、展示室での研究者による解説
および「ＶｘＲダイナソー®」操作体験イベントはございません。
・「ＶｘＲダイナソー®」は凸版印刷株式会社との共同事業により、国立科学博物館が所蔵する恐竜
骨格標本を精確に立体形状計測し、全身骨格をデジタルで復元した画像です。

プレミアムトーク「葉の表面での生育に適応した地衣類
の戦略」
葉の上に生育する地衣類は、葉が脱落すればともに寿命が尽きます。
特殊な環境で生きるための生葉上地衣類の工夫について解説します。
（植物研究部 大村 嘉人）
日時

2019年11月29日（金） 18:00～（45分程度）

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（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。実施時間の15分前から会場にて受付。

大人のコンパス
「親と子のたんけんひろば コンパス」を、いつもはご入室いただけ
ない大人（中学生以上）の方だけを対象にオープンします。
※「親と子のたんけんひろば コンパス」：4～6歳のお子さんとその保護者
の方を主な対象とし、「遊び」の中から生まれる親子のコミュニケーション
を促し、感じる力、考える力を養うことを目的とした展示室です。
日時

2019年11月29日（金） 18:00～（45分程度）

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（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。実施時間の15分前から会場にて受付。

その他の情報は、国立科学博物館のホームページでご確認ください。
（URL）https://www.kahaku.go.jp/index.php

キャンペーン（サービス）
machica(愛媛県)
マチカ秋祭りキャンペーン！
【その1】プレミアムフライデー2％還元キャンペーン！
2019年10月18日(金)～11月29日(金)に、プレミアムフライ
デーとして、毎週金曜日にマチカマネーをチャージした方に、マ
チピ(共通ポイント)を2％還元！

【その2】1等額が通常の2倍！毎週金曜日はプレミアムチ
ャージガラポン！
2019年10月18日(金)～11月29日(金)期間中の毎週金曜日
に、マチカマネーをチャージすると、1等額が通常の2倍のプレ
ミアムチャージガラポンに挑戦できます！！
詳細は、以下のURLをご参照ください。
（URL） https://machica.jp/campaign/campaign5038/

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１１月２９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）
（URL）http://itinoyu.com/mito/premiumfriday.html
いちの湯古河店 （茨城県古河市坂間185-1）
（URL）http://www.itinoyu.com/koga/premiumfriday.html

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
◆◇◆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。

キャンペーン（サービス）
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11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/143/2019-11-29

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11月29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/2358/

蔵前温泉 さらさのゆ （大阪府）
プレミアムブラックフライデー
月末金曜の「プレミアムフライデー」と
黒字の金曜と訳される「ブラックフライデー」が
同日開催！
この日限定の超絶お得メニューを準備致します
！
■日時 ： 2019年11月２９日（金）
■場所 ： 蔵前温泉 さらさのゆ （堺市北区蔵前町1-3-5）
詳細は、下記URLをご参照下さい。
(URL) https://www.sarasanoyu.com/wpcontent/uploads/2019/08/19_11%E6%9C%88_%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%95%E3%8
2%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%99%E3%83%BC_06.pdf

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１１月２９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
※当日１５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

1,000円

■日時 ： 2019年１１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

ボディメンテナンスサロン ユーラシィー（滋賀県）
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』で合わせて 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：7200円 → 3600円 ・100分：11000円 → 5500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
詳細は、下記のURLをご参照ください。
「ユーラシィー」Wix版ホームページ
（URL） http://i-impression11894.wixsite.com/yu-ra-shi-seitai
「ユーラシィー」エキテンサイト
（URL)https://www.ekiten.jp/shop_66981595/

キャンペーン（サービス）
ボートピア梅田 （大阪府）
11/29(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♪
■抽選券配布日時：2019年11月29日(金)17時から20時まで
■実施内容
・お仕事帰りのサラリーマン、女性、カップルでお越しのお客様に『抽選券』を
お渡しします。
※抽選券は数に限りがあります。
・抽選券を12/1(日)～8(日)に1階うめぼー広場にお持ち頂くとスクラッチ抽
選にご参加いただけます。さらに、12/1(日)～15(日)に7階有料席をご利用
の際に抽選券を提示していただくと、うめボート券1000円分 をプレゼント♪
※抽選への参加はおひとり様1回限りとさせていただきます。
・プレミアムフライデー当日（11/29）、Umeca会員様には通常、来場ポイン
ト1ptのところ 10pt プレゼント♪
【スクラッチ抽選賞品】 ※おひとり様１回限り
A賞・・・うめボート券500円分
B賞・・・うめボート券200円分

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）http://www.boatrace-suminoe.jp/umeda/event/

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。
当日限定で、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11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
実施クラブ一覧はこちら
（URL）https://news.central.co.jp/wp-content/uploads/2019/11/20191129pfd.pdf
その他詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL）https://news.central.co.jp/notice/20191129pfd

キャンペーン（サービス）
江坂ゴルフセンター （大阪府）
打席練習すればグリーン60分無料！体験レッスン優
待あり！プレミアム女性優待デーは11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3,300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1,650円、3人なら1,100円！）

詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL) https://golf.amenityesaka.com/general/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%87%e3%83%bc/

山形ファミリーボウル （山形県）
2019年11月度プレミアムフライデー開催
今月は11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11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）
詳しくは、下記URLをご参照下さい。
(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１１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）
ロッテ葛西ゴルフ （東京都）
プレミアムフライデー ～もうすぐノーベル賞晩餐会～
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、サッポロ「YEBISU with ジュエル・ロブション フレン
チビルス」500㎖６缶パックとオリジナルグラスをプレゼント
いたします。さらに、抽選で5名様にノーベル賞晩餐会に5年
連続提供された高級シャンパン・テタンジェより「ノクターンス
リーヴァー」750㎖１本をプレゼント！！100口限定！この機
会をお見逃しなく!!その他特別賞品もご用意いたします!!
■日時 ： 2019年１１月２９日（金） 14:00～21:00
■場所 ： ロッテ葛西ゴルフ
詳細は、下記のURLをご覧下さい。
（URL）https://www.lottekasaigolf.com/event/detail/premium-friday/

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１１月２９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

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！
★１１月のプレゼントは ・・・

佐野ラーメン

■日時 ： 毎週金曜日（祝日を除く）
■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

キャンペーン（サービス）
なんばグランド花月！（大阪府）
なんばグランド花月！プレミアムフライデーオールナイトライブ
笑いの晩餐～最後の夜、あなたは何で笑いますか？～
漫才、コント、ピン、歌ネタ、大道芸と幾多も存在する
お笑いジャンル。もしも、あなたにとって今日が〖人生最
後の夜〗だとしたら、あなたはどんな笑いを選びますか？

キャンペーン（サービス）

■日時：2019年11月29日（金）
開場22:30 開演23:00（翌朝5:00終演予定）
■出演：ギャロップ、スーパーマラドーナ、女と男、
もりやすバンバンビガロ、ヒューマン中村、守谷日和、span!、
タナからイケダ、祇園、見取り図、金属バット、ヘンダーソン、
令和喜多みな実、マルセイユ、ツートライブ、シカゴ実業、
ネイビーズアフロ、ビスケットブラザーズ、マユリカ、
ニッポンの社長、さや香、エンペラー、ラニーノーズ、
からし蓮根、モンブラン、バタハリ、プードル、たくろう、
ちからこぶ、フースーヤ、パーティーパーティー、ほか
■料金：前売 2,500円
当日10％オフ（3,000円→2,700円）
※全席指定
■その他：お客様にステッカープレゼント！

その他詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL）
http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/event/2019/11/pl-21577.php

昭和の森 テニスセンター（東京都）
ｰ月末金曜日は手ぶらでテニスをしようｰ
レンタル料金５０％off
■対象：月末金曜日 15:00～22:00
■ご予約：ご利用日の1ヶ月前より
ご希望の方はレンタルラケット・シューズ・ボールを無料レンタル!!
※1 レンタル用品は数に限りがございますので、ご予約時、お申し出下さい。
※2 ご利用日1ヶ月前のご予約分より適用させて頂きます。
※3 他の割引との併用はできません。
※4 既にコートに空きがないお日にちもございます。

詳細は、以下のURLをご参照ください。
（URL） http://dl.cubo-plus.jp/dl/2136-396ee6af34be18761959e4ace5c94c8e

キャンペーン（サービス）
ピノッキースパティオ宇部店（山口県）
月末金曜日はプレミアムフライデー！
今月も開催！プレミアムフライデー！
月末金曜日～月末日曜日の３日間開催！
気になる内容は、ゲームコーナー
…メダル貸出機3,000円以上ご利用で
優待席+メダル増量チャンス！最大で100％増量！
(例：3000円ご利用の場合）
→通常1000枚+増量抽選→「100%増量」の場合更に
1000枚→合計2000枚ＧＥＴのチャンス!
是非、当店をご利用下さいっ！
（URL）https://iko-yo.net/facilities/60795/news/21423

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
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】

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（静岡県静岡市）
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

【静岡市のプレミアムフライデー

サービス・イベント実施の施設】

※以下はサービス・イベント実施施設
の一部です。

◎タカラ堂（静岡市葵区呉服町）
＜ポンテヴェキオ＞2019ホリデーコレクション
今年もポンテヴェキオから素敵なプレゼントが届きました。大人可愛い新作ジュエリーの数々や期
間限定スペシャルプライス商品など。「一年間頑張った自分へのご褒美に」「大切な人へのクリス
マスプレゼントに」ぜひ店頭でご覧ください！
（URL） http://www.at-s.com/facilities/article/shop/fashion/jewely/136900.html

◎静岡駅ビル パルシェ（静岡市葵区黒金町）
JR静岡駅ビル。ファッションから食品まで豊富な品揃えで貸会議室、カルチャーセンターなどもあ
ります。 （URL） http://www.at-s.com/facilities/article/shop/store/department/137600.html

◎TEN ROSEs（テン ローズ）（静岡市葵区人宿町）
全商品10％OFF
プレミアムフライデーのサービスとしてお買い上げ金額を10％OFFにいたします。
（URL） http://www.at-s.com/facilities/article/shop/life/gardening/695262.html

◎静岡市美術館（静岡市葵区紺屋町）
［プレミアムフライデー／15:00以降ご入場で選べる粗品プレゼント！］
子どもからお年寄りまで誰もが気軽に立ち寄れる、“ちょっと面白い、街の中の広場”を目指す都市
型美術館
（URL） http://www.at-s.com/facilities/article/view/art/138023.html

◎静岡ウインビレッジテニス倶楽部（静岡市駿河区大谷）
プレミアムFridayテニススクール
初心者から上級者まで！クラスが選べるテニススクール。※毎月月末金曜日限定
■料金／1080円（1回）■実施時間／19:00～20:30 ※要予約
（URL） http://www.at-s.com/facilities/article/culture/sports/136506.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

地域ぐるみの取組
プレミアムフライデーわかやま（和歌山県）
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/

金曜名画座（群馬県太田市）
11月度映画上映会「金曜名画座」を開催します！
月末金曜は、ちょっと豊かに。「映画を見よう」
■日時：２０１９年10月25日（金）午後2時～
■会場：太田市美術館・図書館3階 視聴覚ホール
■定員：80席 程度（入退場自由）
■入場料：無料
プログラム：ドイツ映画の名作「響け！愛の歌声」（アンコール上映）
『サウンド・オブ・ミュージック』でおなじみ、「トラップ
一家」愛と感動の物語
第一部 １４：００～（９７分） 「菩提樹」（1956年）
第二部 １６：００～（100分） 「続・菩提樹」（１９５８年）
監督 ヴォルフガング・リーベンアイナー
原作 マリア・フォン・トラップ
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.artmuseumlibraryota.jp/post_event/3951.html

地域ぐるみの取組
山口市公共交通委員会 （山口県山口市）
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 ： 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

クリスタ長堀（大阪府大阪市）
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。
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！
【イベント】
・ 新 鮮 な 野 菜 が ク リ ス タ 長 堀 に 勢 揃 い PREMIUM
MARCHE
・プレミアムなバースポットが登場！PREMIUM BAR
・プレミアムライブ
詳細はこちら→https://www.crystaweb.jp/event/pf/
【メニュー＆サービス】
この日限りの限定メニューや特典が登場！
詳細はこちら→https://www.crystaweb.jp/event/pf/

地域ぐるみの取組
防府市地域公共交通活性化協議会 （山口県防府市）
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 ： 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）https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/3/bushangakutegata2.html

地ビールフェスタ in 米子 （角盤町商店街振興組合）（鳥取県米子市）
毎月月末金曜日（プレミアムフライデー）の15時
～21時に開催しています。
次回11月29日(金)15時～21時
テーマは「ワイン」です！
11月限定で【ワイン1杯＋9種の具材のチーズフォンデュ＋ワ
イングラス付コース/お一人様2000円(前売券5枚分)】
完全予約制・個数限定でご用意しております。
※グラスなしコースも2000円ですが前売券4枚分で、1枚はご自由
に利用可

▼前売券がお得です！簡単予約！
※11月28日(木)23時59分まで予約OK！それ以降の予約は無効と
なりますのでご了承下さい。

■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）
詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL） https://craftbeer-yonago.com/

地域ぐるみの取組
丸の内 行幸マルシェ 実行委員会 （東京都千代田区）
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１１月２９日（金） 11：30～19：30
※上記以降の予定

12月6日（金）、13日（金）、20日（金）、★27日（金）

■場所 ： 行幸地下通路 （東京駅直結）
（URL）https://www.marunouchi.com/event/detail/13977/

まつちかタウン （愛媛県松山市）
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11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=11&year_id=2019

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
◆◇◆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。

