12月の 「プレミアムフライデー」 情報
2019年１２月20日
プレミアムフライデー推進協議会

今月のプレミアムフライデーは27日（金）です。
今月は、プレミアムフライデー・トピックスとして、来年1月に開催される
「プレミアム ウィンター バザール」と12月以降の「プレ金大学」情報につい
て紹介します。
また、月末金曜日に拘らない実施日設定の取組事例などをいくつかご紹
介いたします。
なお、プレミアムフライデー当日、各地で実施される「プレミアムフライ
デーの取組事例の紹介」は、直前情報として、12月２６日頃公開予定です。

【プレミアムフライデー・トピックス➀】
◇◇◇百貨店『プレミアム ウィンター バザール』◇◇◇
一般社団法人日本百貨店協会では、「プレミアムフライデー」を活用した新たな商機拡大策と
して、2018年７月より年2回（７月、１月）、「プレミアム ウィンター（サマー） バザール」の名称を用
いて、業界を挙げた販売喚起策に取り組んでいます。
参加店舗数も、初回（2018年7月）の141店舗から、150店舗（2019年1月）、162店舗（2019年7月）と
堅調に増加しており、入店客数や売上効果につきましても、天候要因などの影響を受けながらも、
一定の成果が見られております。また、顧客への認知度も、少しずつ高まってきていることから、
2020年1月につきましても「プレミアム ウィンター バザール」を実施する予定です。
「バザール」という言葉には、「セール」という意味の他、「活気のある市場（いちば）」という意
味も含まれることから、夏の「バザール」と同様、冬の「バザール」においても、各百貨店が工夫を
凝らした独自催事に取り組み「バザール」としての賑わいを演出いたします。
『プレミアム ウィンター バザール』ロゴマーク

※本企画は、一般社団法人日本百貨店協会からの呼びかけに応じて、同協会加盟の各百貨店
が実施するものです。セール等の内容・規模・期間などは、各百貨店が主体的に設定いたします。
実施店舗等については、2020年1月の「プレミアムフライデー」情報等でも、情報をお届けす
る予定です。
◎本件に関するお問い合わせ先は、一般社団法人日本百貨店協会・広報担当
（TEL 03-3272-1666）まで

【プレミアムフライデー・トピックス ②】
■ １２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。
12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？

昭和女子大学
海外働き方事情シリーズ「幸福な人生、幸福な社会、幸福な世界のため
に働く」～ヒュッゲでは分からないデンマーク人が幸福である秘密と楽しみながら働くこと
が出来る理由とは？～
世界一幸福なデンマーク人と日本人
の違いはどこにあるのでしょうか？日本
でもデンマーク文化のヒュッゲ（Hygge）
が紹介されるようになりました。
しかし、日本ではヒュッゲを体験しても、
すぐにいつものストレスに満ちた日常に
戻ってしまいます。
どうしたら幸福に満ちた状態で日々過
ごし、生きがいのある働き方を実現出来
るのでしょうか？ 今回は門外不出？の
秘密とノウハウをご参加者の皆さんだ
けに惜しみなくご開示致します。
■日

時 ： 2019年12月20日(金)

■場

所 ： 昭和女子大学

15：00～17：00

7号館7階7L02教室

■登壇者 ： デンマーク大使館 投資部 部門長中島 健祐氏
■U R L ： https://diversity.swu.ac.jp/news/2019/1474/

□□■■■ 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。

【プレミアムフライデー・トピックス ②】
常葉大学静岡草薙キャンパス
室内楽の世界
～ヴァイオリン2本とピアノによるトリオ作品の魅力～
室内楽の歴史や特徴、楽器編成と作品について知
識を深めるとともに、その魅力に迫る。第1回目は室
内楽について講義形式で解説を行う。第2回目では、
ピアノトリオとしては珍しいヴァイオリン2本とピアノと
いう編成のために作曲された作品に着目し、その特
徴や魅力、作曲家について解説を交えながら演奏講
演を行う。
■日

時 ： 2020年1月10日（金）18：00-20：00
※第2回講演となります。第1回は、2019年12月14日（土）に実施しています。

■場

所 ： 常葉大学 静岡草薙キャンパス C423(教室は変更する場合があります。)

■登壇者 ： 常葉大学 教育学部初等教育課程 明和史佳講師／ヴァイオリニスト 竹添みどり氏
／ヴァイオリニスト 村原美穂子氏
■U R L ： https://www.tokoha-u.ac.jp/community/extension-course/

ウナギ文・コンニャク文とはー比べてみると楽しい英語と日本語
日本語には「ウナギ文」や「コンニャク文」と言われる表現があり、英語でそのまま翻訳すると
おかしな意味になる。このような日常生活、映画、文学作品などの中に見られる英語と日本語
の表現を比較し、２つの言語の特徴の違いや共通点などについて学び、ことばの世界のおもし
ろさを味わう。
■日時 ： 第1回 2020年2月7日（金）18：30-20：00
第2回 2020年2月14日（金）18：30-20：00
■場所 ： 第1回 常葉大学 静岡草薙キャンパス A308
第2回 常葉大学 外国語学部英米語学科 新妻明子准教授
■登壇者 ： 常葉大学 外国語学部英米語学科 新妻明子准教授
■U R L ： https://www.tokoha-u.ac.jp/community/extension-course/

過去のプレ金大学の情報は、コチラのWEBサイトでご覧い
ただけます。
（URL）https://premium-friday.com/prekindaigaku/

【12月以降のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
国立科学博物館（東京都台東区）
【金・土 夜間開館限定】
公式Twitterフォロー＆リツイート
キャンペーン
公式Twitterアカウント【@museum_kahaku】をフォローし、リツイートしていただいた方限定でオリジ
ナルカレンダーをプレゼントいたします！
配布時間

2019年12月金・土曜の17:00～20:00

配布会場

地球館案内所

対

象

公式twitterアカウントをフォローし、リツイートしていただいた方

定

員

先着1,000名様

絶滅哺乳類の時代へタイムスリップ？！メリテリウムとスミロドンのモノクロシアター
■開催時期 ： 2019年12月27日（金）
■会
場 ： 地球館地下２階
■概
要 ： 「陸上を支配した哺乳類」のコーナーにて、17時以降、メリテリウムとスミロドンの
映像を上映します（複数回）。
上記イベントを含む国立科学博物館の情報は、下記URLにアクセスの上ご確認ください。
（URL）https://www.kahaku.go.jp/index.php

咲っく南花台.com（大阪府河内長野市）
人とまちがつながるお買い物企画、偶数月の最終金
曜日開催！

「南花台のわ！」南花台プレミアムフライデー
第19回目は 12月20日(金)開催！！
偶数月最終金曜日には、お買い得商品やお得な限定
サービスが飛び出す「南花台のわ！プレミアムフラ
イデー」の日。
今月は1週間早い、12月20日（金）の開催です。
南花台のパン屋さん・病院・薬屋さん・美味しいレストラ
ン。
様々なジャンルのお店がこの日限りの限定企画！
まちをぐるっとまわりながら、お得にお買い物しよう
(^^)
上記を含む、南花台プレミアムフライデーについての
詳細情報については、下記URLをご参照ください。
(URL) http://nankadai.com/post_30612

【12月以降のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
丸の内行幸マルシェ実行委員会（東京都千代田区）
丸の内行幸マルシェ×青空市場
「毎週金曜日」はマルシェの日！
東京駅直結の行幸地下通路で開催するマル
シェでは、安心でおいしい季節の食材や食品を
生産者が直接販売。
会話を楽しみながら購入できるのも魅力です。
■開催日時 ： 毎週金曜日 11：30～19：30
※変更になる場合がございます。

●2019年12月・2020年1月の開催日（※★「プレミアム
マルシェ」開催日）
2019年12月20日（金）、★27日（金）
2020年1月10日（金）、17日（金）、24日（金）、★31日（金）

プレミアムマルシェでは、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！
（URL）
https://www.marunouchi.com/event/detail/13977/

静岡鉄道（静岡県静岡市）
冬休み静鉄電車ワンデーパスを発売します！
静鉄電車では、１２月２０日（金）より冬休み期間に合わせ、
「冬休み静鉄電車ワンデーパス」を発売いたします。
小中高生は、ご購入当日に「冬休み静鉄電車ワンデーパ
ス」券面をお見せいただくことで、新静岡セノバ９階の「シネ
シティザート」での優待のほか、沿線の６つの施設で優待・割
引が受けられます。
また、プレミアムフライデーの２０１９年１２月２７（金）と、お正
月三が日の２０２０年１月１日（水）～１月３日（金）には、大人（大
学生以上）の方にもワンデーパスを発売します！
＜冬休み静鉄電車ワンデーパス＞
○発売金額 ： 中学生・高校生３５０円 小学生２００円
○発売期間 ： ２０１９年１２月２０日（金）～２０２０年１月５日（日）
○発売箇所 ： 静鉄電車各駅の自動券売機・有人駅窓口
※プレミアムフライデーとお正月三が日は大人（大学生以
上）の方にも発売。
○発売金額 ： 大人５００円
○発売期間 ： ２０１９年１２月２７日（金）正午～終車まで
２０２０年１月１日（水）～１月３日（金）終日
○発売箇所 ： 静鉄電車各駅の自動券売機

（URL）http://train.shizutetsu.co.jp/2019-winter1daypass.html

【12月以降のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
宮崎書道教室（東京都渋谷区・新宿区）
東京・渋谷新宿駅近く書道教室
渋谷書道教室は、渋谷駅から6分、代官山駅から11分！
新宿書道教室は、新宿駅から徒歩8分！
当教室では、生徒さんの希望に合わせて個別に指導をおこない
ます。
一日書道体験レッスンもございます。
書道具はすべて揃っていますので手ぶらでお越しいただけ、渋
谷書道教室では、買い物ついでや遊びついでに通えます。新宿書
道教室は新宿駅近くにあるので、お勤め帰りに気軽にお寄りいた
だけます。
仕事を始めて間もない25歳以下の方や学生の方には特別割引
料金をご用意しています。
開講日、その他の情報は、次のURLにアクセスの上、ご確認くださ
い。（URL）https://www.calligraphy-lesson.com/

KOTORI DELI 千林大宮店 （大阪府大阪市旭区 ）
全国唐揚げランキング（日本唐揚協会）で第1位を獲得したこと
もあるKOTORI DELIの「手羽トロ唐揚げ」!
唐揚げはもちろん、マザーフーズの串打ち職人が打った各種焼
鳥（93円～）・お惣菜・日替わりのお弁当などご用意しています！
揚げたて、焼きたてをご希望の方は、お気軽にスタッフまでお声
掛けください！！
毎週月曜日は、お弁当全品 ¥50円引き
毎週水曜日は、おススメ商品 ¥100円/ｇ
さらに、月末金曜日は、揚げ物全品 50％off
詳しくは、下記URLにアクセスの上ご確認ください。
（URL）https://mother-foods.co.jp/places

横芝光町商工会 駅前マルシェ（千葉県横芝光町 ）
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。是非、お越
しください。
◆駅前マルシェ（下記日時に実施）
日時：第３日曜日 １２月１５日（日）午前９時～１１時
場所：横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」店頭
◆おかずマルシェ
日時：毎週木曜日 午後３時～４時
場所：横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」館内
詳しくは、下記URLにアクセスの上ご確認ください。
（URL）http://www.shokokai.or.jp/12/marche/index.htm#sin61574

【12月以降のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
センチュリー21 草加市民ハウジング（埼玉県草加市）

プレミアムフライデー！月末だけじゃない毎週金曜対応！
〒340-0016
埼玉県草加市中央2-15-8草加市民
ハウジングビル
TEL 048-924-3511
営業時間 10:00～20:00
定休日 水曜日

草加市民ハウジングでは金曜日が毎週プレミアム！
お仕事帰りに立ち寄っていただくとプレミアムな情報をご提供いたします。
事前にお伝えいただいた希望条件にマッチした全物件の書類を一式用意してお待ちしており
ます。そこにはなんと...まだ公開していない情報も！
送迎サービス付きですので、お仕事帰りにお疲れの方も安心です。
草加市民ハウジングのプレミアムフライデーをご堪能くださいませ。
■開始時間：15:00～
■場所：草加市民ハウジング
■参加費用無料：終了後はご自宅まで送迎
事前に希望条件の登録が必要のため下記、または会員登録よりご連絡ください。
会員登録 ⇒ https://www.century21soka.com/customer/input
【金曜限定企画以外の企画】
デイリー常設企画

デイリー日替わり企画

ウィークエンド・ホリデイ企画

 早朝見学予約「グッドモー
ニング草加」（１組限定）

月曜日限定
 奥様同士住まいのランチ
ミーティング（限定3名様ま
で・食事無料）

 ランチ付き物件見学（午前）
（限定2組）

火曜日限定
 住み替え相談会

 住み替え相談会

 夜間見学予約「アフター
シックス草加」（平日2組限
定）

 ランチ付き物件見学（午後）
（限定2組）

木曜日限定
 営業一切なし「家づくり・土
地さがし教室」（3組程度ま
で・2時間程度）

上記企画を含むセンチュリー21 草加市民ハウジングの情報は、下記URLにアクセスの上ご確認
ください。（URL）http://www.century21soka.com/

【12月以降のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
ジンギスカンビヤホール ライオン 新宿ライオン会館4F（東京都新宿区）
月末の金曜日は毎週プレミアムフライデー！フェ
ア・サービス
開催日時：2019年12月27日（金）18:00
＜予約・お問い合わせ＞
TEL： 050-3476-4819
■月末の金曜日はプレミアムフライデー！月末の金曜日
は『ヱビス生ビール各種を”開店時間から18時まで”半額』で
ご提供致します。
上記企画を含むキャンペーンの情報は、下記URL等にア
クセスの上ご確認ください。
（URL）https://r.gnavi.co.jp/g008219/chefevent/1/

□□■■■ 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】

