１２月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
２０１９年１２月26日
プレミアムフライデー推進協議会

明日27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、１２月以降に実施される「プレ金大学」の情報、１月のプレミアムフライ
デーに併せて実施予定の「プレミアム ウィンター バザール」の情報をご紹介
いたします。（冒頭に掲載）

【プレミアムフライデー 12月の事例】
キャンペーン（小売）

ＪＲタワー（北海道）

サンピアザ・デュオ（北海道）

S-PAL（山形県、宮城県、福島県）

大丸札幌店（北海道）

水戸京成百貨店（茨城県）

北大路ビブレ（京都府）

松坂屋名古屋店（愛知県）
日本百貨店協会（全国）

三越伊勢丹（新潟県）
イクスピアリ（千葉県）

つくばクレオスクエア（茨城県）

めいてつ・エムザ（石川県）
ユアエルム成田店（千葉県）

阪神百貨店（大阪府）

ウイング高輪／ウイング新橋（東京都）

キャスティング（全国）

マークイズみなとみらい（神奈川県）

アティ郡山（福島県）

PePe（埼玉県）

紀伊國屋書店（北海道、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、大阪府、広島県、福岡県）
静岡東急スクエア（静岡県）
エミフルMASAKI（愛媛県）
LOFT（全国）

CoCoLo長岡（新潟県）
木の葉モール橋本（福岡県）

ラザウォーク甲斐双葉（山梨県）

イオン・イオンスタイル・イオンモール（全国）
MIDORI （長野県）

ベイドリーム清水（静岡県）

TERMINA（東京都）

さくら野百貨店北上店（岩手県）

ロッテ免税店銀座（東京都）

鹿島ショッピングセンターエブリア（茨城県）

宇都宮PASEO（栃木県）

シャボー市川・本八幡（千葉県）

東急スクウェア青葉台（神奈川県）
高島屋（神奈川県、大阪府、岐阜県）
西武・そごう（神奈川県、広島県）

エールエール Ａ館専門店街 （広島県）

鎌倉ビール（神奈川県）

アトレ（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）
LUSCA（神奈川県、静岡県）

ダーツハイブ（宮城県）

パソコン工房（オンライン）

東武百貨店（東京都）

ROUGH＆RODO（神奈川県）
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キャンペーン（飲食）
ココス（全国）

不二家レストラン（全国）
サントリー（全国）

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）

CIZA Restaurant Isehara （神奈川県）

帝国ホテル（東京都、大阪府）

天王洲シーフォートスクエア （東京都）
千人代官 本店 （兵庫県）

ロックベイガーデン （滋賀県）

炭火焼dining motubee（青森県）

HOT PEPPERグルメ（リクルート）（全国）

るるぶトラベル（全国）

浦安ブライトンホテル東京ベイ （千葉県）

串カツ田中（全国）

賑わい個室Narikomaya本町店（大阪）

マークイズみなとみらい（神奈川県）

キャンペーン（サービス）
ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国）
新宿瑠璃光院（東京都）

三井住友VISAカード ココイコ！（全国）

日本旅行（全国）

佐野クラシックゴルフ倶楽部（栃木県）

ふただ歯科クリニック（秋田県）

東京ドームシティ（東京都）

蔵前温泉 さらさの湯（大阪府）

豊島園 庭の湯（東京都）

カフェトーク（オンライン）

国立科学博物館（東京都）

タイムジップス２４（東京都）
ホテルグランヴェール岐山（岐阜県）

昭和の森テニスセンター（東京都）

ロッテ葛西ゴルフ（東京都）

西日本新聞パソコン教室（福岡県）

ホテルニューグランド（神奈川県） 平尾温泉見晴らしの湯（長野県）

静岡市美術館（静岡県）

GEO（オンライン）

トレイダーズ証券（オンライン）

ナムコ（オンライン）、namucoフェアモール福井大和田店（福井県）

百種の日替わり湯向島銭湯薬師湯（神奈川県）
ピノッキースパティオ宇部店（山口県）
木城温泉館湯らら（宮崎県）
山形ファミリーボウル（山形県）
パジェット・レンタカー（全国）
RS TAICHI（神奈川県）

セントラルスポーツ（全国）

静岡市ふれあい健康増進館ゆらら（静岡県）
江坂ゴルフセンター（大阪府）

いちの湯水戸店/古河店（茨城県）

アルゴプレスト ロープアクセス トレーニングジム（神奈川県）

静岡市のプレミアムフライデー（静岡県）

クリスタ長堀（大阪府大阪市）

日永カヨー（三重県）

エコレンタカー交野店（大阪府）

ボディメンテナンスサロン

金曜名画座（群馬県太田市）

センチュリー２１草加市民ハウジング（埼玉県）

ユーラシィー（滋賀県）

なんばグランド花月！（大阪府）

プレミアムフライデーわかやま （和歌山県）

山口市公共交通委員会 （山口県山口市）
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）

咲っく南花台（大阪府河内長野市）
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【プレミアムフライデー・トピックス ➀】
■ 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) 15：00～17：00
■場 所 ： 昭和女子大学 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。
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【プレミアムフライデー・トピックス ➀】
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/
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【プレミアムフライデー・トピックス②】
◇◇◇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
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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。
●プレミアムなスイー
ツをご紹介♪（地1階
和洋菓子売場）

＜対象ブランド＞
フルーツケーキ ファクトリー
モンシェール
足立音衛門

●生鮮品・保存品売場
からプレミアムなご紹
介♪（地1階ほっぺタウ
ン生鮮品・保存品売場）

＜対象ブランド＞
王子
釧路北匠
チーズ王国

●プレミアムなお惣菜
をご用意♪（地1階ほっ
ぺタウン惣菜売場）

＜対象ブランド＞
農家の息子
米八

■日時 ： 2019年12月27日（金）
■場所 ： 大丸札幌店 各階（各階で開催
期間が異なります。）
その他詳細については、公式サイトでご
確認ください。
（URL）
https://www.daimaru.co.jp/sapporo/prem
iumfriday/

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12月27日(金)～2019年12月29日(日)
■対象施設：エスパル仙台・福島・郡山・山形
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
・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/
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キャンペーン（小売）
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。
■日時 ： 2019年12月27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）
対象店舗その他情報は、公式サイトでご確認ください。
(URL) http://www.sunpi-duo.com/common/pdf/premium_friday.pdf

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、12月27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12月27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・サービス内容その他詳細については、公
式サイトでご確認ください。
（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 （12 月 27 日
（金））は、JRタワーアプリチェックイン バ
ルーンが2倍！

北大路ビブレ（京都府）
特集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】
★ プレミアムフライデー限定 各ショップの特典
【実施店舗】
１F…リンガーハット
２F…エステール、京都・嵐山 清修庵、テチチテラス、
リフォーム ブティック
３F…アスビーファム、アスビーファム メンズ、コナミス
ポーツクラブ、しゃぶ葉、ジンズ
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.vivre-shop.jp/kitaoji/special/772
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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 ： 次回の「京成プレミアムフライデー」の開催は、2020年1月末となります。
■場所 ： 水戸京成百貨店（茨城県水戸市泉町１丁目６−１）
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/index1.html

アティ郡山 （福島県）
アティのプレミアムフライデー
■開催日：12019年12月27日（金）
■会 場：アティ（福島県郡山市駅前1丁目16番7号）
4～8F専門店フロア対象
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。
※会計時にティーワン駐車券をご提示ください。
※駐車券1枚につき1回限りのサービスです。
※一部対象外またはサービスの異なる店舗がございます。

【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!!

プレミアムキャンペーン実施店
＜4F実施店＞
リミックスライン、デジタルパワーマーケット、
パープルヘブン、サード、ABCマート
＜5F実施店＞
ゼビオスポーツエクスプレス
＜6F実施店＞
島村楽器、チェルチェル、モナージュ、ー
門ー タロット占い処
＜7F実施店＞
タイトーFステーション、キャンドゥ、らしんば
ん
＜8F実施店＞
英会話イーオン、自遊空間、アニメイト

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.ati-koriyama.net/commons/uploader/1576929621.pdf
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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12月27日（金）～12月29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
●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

カトレヤレディスゴルフスクール
■2019年12月27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/
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キャンペーン（小売）
三越伊勢丹（新潟県）
◎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。
■日時：2019年12月27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12月27日(金)は午後5時開店とさせ
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)
【実施店舗】
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、越品ダイニング
＆カフェ
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.isetan.mistore.jp/niigata/shops/restaurant/restaurant00/shopnews_list/niigataisetan
_premiumfriday.html

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。
■日時：2019年12月27日（金）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.meitetsumza.com/saiji/19_12_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
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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12/27（金）
■日時 ： 2019年12月27日（金）
■場所 ： イクスピアリ（千葉県浦安市舞浜１−４）
その他詳細については、公式サイトでご確認く
ださい。
（URL）
https://www.ikspiari.com/ent/event/1211633_
23843251.html

サービス実施店
カリス成城（ハーブ＆香り生活雑貨）
LOCAL MOTION（サーフカジュアル）
THE BODY SHOP（化粧品）
JINS(眼鏡・サングラス)
HARUTA（シューズ・革小物）
マーレマーレ デイリーマーケット（オリジナルシューズ）

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』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～
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。

■日時：２０１９年12月27日（金）
■場所：ユアエルム成田店
（千葉県成田市公津の杜４丁目５−３）

【サービス実施店】
ウィズダム（婦人服）、Jinnee（婦人服）、GFC（婦人服）、ＧＥＥＴＡ（カレー・インド料理）、サイゼリヤ（イタリア
ンレストラン）、フランジパニー（ベーカリー）
ミスタードーナツ（ドーナツ）、リンガーハット（長崎ちゃんぽん）、おむらいす亭（オムライス）、マクドナルド
（ハンバーガー）、鶏そば やま木（ラーメン）、天たこ・あんたろう（たこ焼き・たい焼き）、ビタミンプラス
（サプリメント・健康食品）、パレットプラザ（ＤＰＥ アルバム、フレーム、雑貨等）、ザ・クロックハウス（時計）、
エステール（宝飾品）、アップルミント（バラエティ雑貨）、くまざわ書店（書籍）
はん印刷 大谷（印鑑・プリント）、メガネハット（メガネ・コンタクト）、山本鍼灸整骨院（整骨院）、保険クリ
ニック（保険）、ソフトバンク（携帯電話・アフターサービス）、ママのリフォーム（洋服のお直し）
ホットヨガスタジオ カルド（ホットヨガ）、開運サロン暖母（占い）、ヘアメークマーサ（美容室）、テクモピ
アロックダム（アミューズメント）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.yourelm.co.jp/narita/wp-content/uploads/2019/10/PF_A1poster2019-10.pdf
11

キャンペーン（小売）
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
カードのご利用ポイントが通常の３倍付与されます。
■日時 ： 2019年12月27日（金）15:00～
■場所 ： つくばクレオスクエア（茨城県つくば市吾妻１丁目６−１）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.creo-sq.com/service_info/card_big4/index.html

阪神百貨店（大阪府）
12月27日（金）は、プレミアムフライデーです。
1日限りのお得を、どうぞお見逃しなく。
2階・３階 化粧品売場：午前10時スタート
地下1階 スナックパーク：午後３時スタート
・地下1階 スナックパーク
１０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 12月27日（金）午後３時→午後１０時（ラストオーダー午後
9時30分）

【参加店舗】
えきそば、カドヤ食堂、牛焼みらく、粉心、寿司 魚がし日
本一、立ち喰い魚 ふじ屋、たまご丸、とり天うどん てん
ぼう、ローマ軒、ジャマイカ ブルーマウンテンコーヒー
・2階・3階 化粧品売場
34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。
12月27日（金）午前10時スタート ※なくなり次第終了。

【参加店舗（２階）】
RMK、SK-Ⅱ、アクセーヌ、アユーラ、イプサ、エスティ ローダー、エスト、オルラーヌ、カネボウ、カ
バーマーク、クリニーク、クレ・ド・ポーボーテ、ゲラン、江原道、コスメティックキューブ、コスメデコ
ルテ、資生堂、ドクターシーラボ、パーフェクトワン、フレグランス、ヘレナ ルビンスタイン、ポーラ、
マリークワント、メイクアップキッチン、ランコム、ロクシタン
【参加店舗（３階）】
ヴェーダヴィ、オルビス、ジュリーク、ニホンドウ漢方ブティック、ハーバー、ビューティセラー by ハ
リウッド、メゾンレクシア、山田養蜂場
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/special/friday/index.html/
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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12/27（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。
◆ 飲食 ◆
◎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
ホットワインとチーズポテトのセットが¥1,200（税込）！

◎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
ご利用いただいたすべてのお客様にパワーストーン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！

◎ボーテ ガール
15：00以降に¥3,300（税込）以上お買上げの先着20名様へサンプルセット
プレゼント！

その他詳細については、公式サ
イトでご確認ください。
（URL）http://www.wingnet.ne.jp/takanawa/eventnews/
#article1068

◎ウィング新橋
ウィング『プレミアムフライデー』 期間：12月27日(金)
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。
是非，お仕事帰りにお立ち寄りくださいませ☆
≪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」
◎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
※サービスは予告なく変更になる場合がございます。
※詳細は各ショップにお問い合わせください。

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.wing-net.ne.jp/shimbashi/eventnews/#article1109
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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２７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！
12/27(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。
■日時 ： 2019年12月２７日（金）
■場所 ： マークイズみなとみらい（神奈川県横浜市西区みなとみら
い３丁目５−１）
■実施店舗 ： アイシティ、カルディコーヒーファーム、WYTHE CHARM、
ORIHICA、カフェ コクテル堂、MOMO natural、横濱こてがえ
し、LA SALSA SOUTHERN CALIFORNIA BUFFET

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt0100PL.html

キャスティング（全国）
12/27（金）～12/29（日）3日間有効のクーポンを、
12/26（木）『キャスティングアプリ』に配信♪
今月のプレミアムフライデーは…！！12/27（金）～12/29
（日）3日間有効のクーポンを、12/26（木）に『キャスティングア
プリ』へ配信！！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》
2019/12/27（金）～2019/12/29（日）★3日間有効です★
《クーポン配信日》
2019/12/26（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。

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://castingnet.jp/news/detail.php?no=92956
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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12月27日（金）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.seibushop.jp/honkawagoe/event/detail.php?id=2788

◎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12月27日（金）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。。
（URL）http://www.seibushop.jp/iruma/pdf/iruma/store/storage/cname_20190827
112525.pdf

紀伊國屋書店 （北海道、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、大阪府、広島県、福岡県）
【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
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キャンペーン（小売）
静岡東急スクエア （静岡県）
12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12月27日（金）
■場所：静岡東急スクエア（静岡県静岡市葵区伝馬町6-1）
■実施店舗：キュート、ヴィレッジヴァンガード アウトレット、ディパーダン、
クレモ、イング、エメフェール、ベイビークラブ、マックハウス スー
パーストア、ファッションセンターしまむら
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.shizuoka-square.com/event/detail.php?evid=107

CoCoLo長岡 /湯沢・がんぎどおり （新潟県）
◎CoCoLo長岡
12月のプレミアムフライデー♪
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12月27日（金）～12月29日（日）
■場所： CoCoLo長岡（新潟県長岡市城内町１−６１１−１）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.cocolo-station.jp/pc/

◎CoCoLo湯沢・がんぎどおり
PREMIUM POINT CAMPAIGN
5，000円のお買物で、500ｐｔもらえる！
■日時： 2019年12月27日（金）～12月29日（日）
■場所： CoCoLo湯沢・かんぎどおり（新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢（大字）
２４２７−１）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.cocolo-station.jp/pc?sc_name=yuzawa
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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１２月27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12月27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
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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。
■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
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（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12月27日（金）
■場所：エールエール Ａ館専門店街
（URL）http://www.yaleyale.jp/?cn=100397

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１２月27日（金）～12月29日（日）
■場所 ： LOFT 各店舗
（URL）https://www.loft.co.jp/pages/premium3days/
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キャンペーン（小売）
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!
■日時：2019年12月27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）
【実施専門店】
cloverleaf（レディスシューズ）、green parks topic（レディス）、THE CLOCK HOUSE（時計）、
スタンプマート（印章）、T.G.C.（メガネ）、果汁工房 果琳（生ジューススタンド）、KALDI COFFEE FARM
（コーヒー豆・輸入食品）、パティスリー ザ・エレン（スウィーツ）、ミスタードーナツ（ドーナツ）、
8 café（カフェ）、回転寿司海鮮三崎港（回転寿司）、紅福酒家（中華料理）、シェーンズグリルTOKYO
（ステーキ＆ハンバーグ）、Soft Bank（携帯電話）、中央コンタクト（コンタクト）、docomoショップ（携
帯電話）、elvence-deux（レディス）、ジュアルディ（シューズ）、TIARA（レディス）、drug store‘s SHOP
（レディス）、ハニーズ（レディス）、BRICK HOUSE シャツ工房（シャツ）、meirire(メイリールー) （レディ
ス）、SWANKY MARKET（ファンシー雑貨）、セイビドー（メガネ・補聴器・サングラス）、WABI×SABI（和雑
貨）、アジアン亭（丼ぶり）、インド印度のカレー店 TIFFIN de CoCo（カレー）、
サーティワンアイスクリーム（アイスクリーム）、福龍(フーロン)（中華料理）、丸亀製麺（うどん）、
キッズUSランド（室内遊園地）、ベル ルミエール（エステ）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.lazawalk.com/tokuten/list04.html

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 or dポイントが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）～2020年10月31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&dataP
erPage=10&q.branch_id=145&q.topId=&q.branch=%2C145%2C&q.vie
wPageId=1
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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12月27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12月27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
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（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）
毎月、月末の週末はイオンモールでごゆっくり
●スポーツオーソリティ：「ヘルス&ウェルネス」※参加無料
・無料足型測定会・スポーツバイク展示会・スポーツバイク無料メンテナンス
場所：1F スポーツオーソリティ

●メガネのアイガン：「簡単耳年齢チェック」※参加無料
ご希望のお客さまに5分でできる「簡単耳年齢チェック」を致します。
場所：1F メガネのアイガン

●Friday Music Night：

●未来屋書店：「よみきかせ会」※参加無料
親子で一緒に楽しい絵本の世界を冒険しよう!
場所：2F キッズパーク

●美BI SHOP ENDO：「無料肌診断」※参加無料
簡単チェックでお肌を診断してみませんか?
わずか3秒間でお肌のうるおいをチェック!
場所：1F 美BI SHOP ENDO

毎月素敵なメロディーをお届けします!
場所：2F フードコート特設会場

●モーリーファンタジー：「おたんじょうび会」
みんなで楽しくゲームして盛り上がろう!
場所：1F 緑の広場
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.aeon.jp/sc/ishinomaki/event/event_e93170
615102412.htm
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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 無印良品前
→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12月27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.35-（イオンモールつくば）
■日程：2019年12月27日 (金) 18:00～（40分公演）
■出演者：「ジャズ・トリオ」 関根恒太朗（サックス）
堀江洋賀（ギター）
菊田茂伸（ベース）
■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/1438

ビッグフライデーライブ
ー群馬大学アカペラサークル Voice Creamー
（イオンモール高崎）
■日時：２０１９年12月27日（金）18:00～
■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：Glucklich〈uはウムラウトのu〉（グルクリッシュ）、
Go straight、極彩色の薔薇
Honu（ホヌ）
ぱっちわーく
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://takasaki-aeonmall.com/news/event/2818
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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】 小野翔太郎（おのしょうたろう）
■日程：２０１９年12月27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/1468

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】 出雲吹奏楽団
■日程：2019年12月27日 (金)18:30～
■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/1563
＼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12月27日（金）～12月29日（日）
【ご利用可能店舗】
【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

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://izumo-aeonmall.com/news/event/1564
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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
■開催日：2019年12月27日（金）
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。

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.everia.co.jp/event/index.php?e_id=1874

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、12月27日（金）から12月29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。

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.eki-midori.com/m_info/midori/

TERMINA（東京都）
プレミアムフライデー☆12/27(金)～12/29（日）
12/27(金)、12/28(土)、12/29(日)の3日間はプレミアムフライデー！
WEBエントリーの上、12/27(金)～12/29(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
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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12月27日(金)～12月29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///////
2020年1月中旬頃に付与予定です。
※ポイント有効期限は2020年1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/2726

アトレ（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）
JRE POINTカード（JRE CARD、アトレビューSuicaカード、アトレカードを含
む）をお持ちの方がご参加いただけるキャンペーンです。月末の金・土・日
は、アトレ・アトレヴィ各店でのお買物をおトクにお楽しみください！！！
■お買上対象期間：2019年12月27日（金）〜12月29日（日）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.atre.co.jp/news/123032/

さくら野百貨店北上店（岩手県）
今年最後のプレミアムフライデーは、お得が盛りだくさん♪
さくら野ポイント２倍 デー
■期間：12/27(金)～12/29(日)の３日間
さくら野セゾンカード永久不滅ポイント２倍デー
■期間：12/28(土)・12/29(日)の２日間
銘店・ギフト売場さくら野ポイント５倍デー
■期間：12/25(水)～12/31(火)の７日間
■場所：さくら野百貨店北上店（岩手県北上市本通り2-2-1）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://sakurano-dept.jp/kitakami/news.html
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キャンペーン（小売）
シャポー市川・本八幡(千葉県）
12月プレミアムポイントキャンペーンのご案内
１２/27(金)～12/29(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、公式サイトでご確認ください。
シャポー市川 （URL）http://shapo.jrtk.jp/ichikawa/topics/5899.html
シャポー本八幡 （URL）
https://www.jrepoint.jp/campaign/0060000266?utm_source=jrepoint&ut
m_medium=bannerpc&utm_campaign=201912premiumpoint

LUSCA（神奈川県、静岡県）
１２/27(金)～12/29(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：12/27(金)～１２/29(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/150/

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12月27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！
サービス対象店舗は随時公開致します！
詳しくは、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.aobadai-square.com/event/#551
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キャンペーン（小売）
鎌倉ビール（神奈川県）
鎌倉ビールインターネットショップからのお
知らせです
鎌倉ビールインターネットショップから、年末年始の出
荷についてお知らせします。
年内発送のご注文は、12月25日正午までお受けいた
します。
それ以降のご注文は、1月7日以降の発送となります。
工場直売場は12月26日が最終営業日となります。
ご不便をおかけし申し訳ございません。
本日12月20日は、今年最後の工場直売場プレミアムフ
ライデーです。
ビール2本買うと1本サービス！サイダーも2本買うと1
本サービスいたします。（以上、12月20日配信）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.kamakura-beer.co.jp/kbb20191220/

ダーツハイブ（宮城県）
家族や友達と楽しく過ごすお役立ちアイテムがいっぱい！

PREMIUM FRIDAY
何度でも使える『限定クーポン』
配布！
※ダーツハイブ本店のLINE公式アカ
ウントにて「クーポン」発言でコード
が貰える！

最新から定番まで『おすすめ商
品』紹介！
皆で楽しく遊べる『おもちゃ』が
続々登場！
■実施期間：2019年12月25日（水）15:00～12月29日（水）14:59
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.dartshive.jp/html/page90.html
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キャンペーン（小売）
高島屋 （神奈川県、大阪府、岐阜県）
◎港南台タカシマヤ

詳しくは、下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.takashimaya.co.jp/base/konandai/top/img/info_191226_konandai.pdf

◎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12月27日（金）～12月２９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/index.ht
ml

◎岐阜タカシマヤ
【12月プレミアムフライデーのご案内】
■2019年12月27日(金) → 29日(日)
■地階/1階/2階
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.takashimaya.co.jp/gifu/topics/other.html#os2941
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キャンペーン（小売）
パソコン工房（オンライン）
週末はじっくりお買い物。プレミアムフライ
デー特集
待ちに待った週末はじっくり楽しくショッピング！こ
の週末、パソコン工房では厳選したPCパーツ・周辺機
器やアウトレットPC・PCパーツをプレミアムプライスで
大放出いたします。特別な月末の週末をパソコン工房
のプレミアムフライデーでお楽しみください。
■プレミアムフライデー:2019年12月27日(金)12:00～
12月30日(月) まで
■タイムセール開催予定:2019年12月27日(金)17:00
～23:59まで
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.pckoubou.jp/pc/premium_friday.php?utm_source=pr&utm_medium=p191225_2&utm_campaign=p01

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!
12/27(金)～12/29(日)の3日間プレミアムなサービス
※12/27(金)は午後3時から。
12/28(土)・12/29(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

虎屋ういろ、チーズガーデン、メガネさろん

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、フィ二、
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、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…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

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/2665
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キャンペーン（小売）
西武・そごう （神奈川県、広島県）
◎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。
■実施日：2019年12月27日（金）
■対象売場：ビューティーフロア リファ（1F）、生活の木（６F）、
紳士服売場 フォーマルサロン（５F）、紳士服売場 ニューヨーカー（５F）、
洋菓子売場 レスポワール（B２F）、洋菓子売場 ラトリエモネイ（B2F）、
海苔・茶・名産品売場 佃の佃煮（B2F）、海苔・茶・名産品売場 福寿園（B2F）
■対象レストラン（１０F）：壁の穴、丸の内ディンドン、千房、ジャスミンパレス、
ガンボ＆オイスターバー
■［無料］結婚相談所の無料相談「コンパルプラス」プレミアムフライデー
キャンペーン…ブライダルサロン コンパル（６F）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（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。
■実施日：2019年12月27日（金）～12月29日（日）
■場所：本館1階＝化粧品売場
■お得情報：
・【クラランス】リップケアサービス
・【ジバンシイ】リップトリートメントと新作リップで美唇体験
・【イプサ】最適スキンケアご紹介サービス
・【ナーズ】チークメイクサービス
・【ポール＆ジョー】人気カラーのリップでお直しサービス
・【ソゴウキレイ ステーション】プレミアム美活体験！
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

ROUGH＆RODO（神奈川県）
素敵な週末を過ごしましょう！
お会計時にスマホ、携帯でこの画面を提示ください。
プレミアムFRIDAYはポイント10倍
■実施日：2019年12月27日（金）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.rough-and-road.co.jp/shop/shop_img/PREMIUM/pure.html
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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
12月27日（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。

■実施店：東京都（世田谷砧店・福生田園店・西永福店）、神
奈川県（横浜センター店・善行店・津久井浜店・瀬谷店・北
里病院前店・大和つきみ野店・秦野河原町店・川崎京町
店）、埼玉県（浦和田島店・大宮北袋店・川口青木店・川口
領家店・狭山根岸店）、千葉県（千葉作草部店・千葉幕張
店）、群馬県（前橋中央大橋店）、栃木県（栃木店・宇都宮
東武店）、茨城県（古河東本町店）、静岡県（富士高嶺町
店）、愛知県（東海店・津島店）、大阪府（桃山台店・茨木
清水店・東大阪店）、兵庫県（南塚口店）
詳しい情報は、公式サイトでご確認ください。
（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12月27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カードは富山県・石川県・福井
県・岐阜県・滋賀県・奈良県と京都府内のココスで
はご利用できません。）
詳しくは、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.cocos-jpn.co.jp/campaign/
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キャンペーン（飲食）
銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）
【銀座ライオン】【ヱビスバー】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 (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。
■実施期間：2019年 毎月最終金曜日 開店～18時まで
※ 店舗によって営業時間が異なります。
※ 金曜日が祝日の場合、祝日定休日の店舗は営業いたしませんの
で予めご了承ください。
・ 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。

■対象ビール：ヱビス、ヱビスプレミアムブラッグ、ヱビス＆ヱビ
ス（ハーフ＆ハーフ）、琥珀ヱビス、ヱビス スタウト、ヱビス マ
イスター
■実施店舗：コチラから → （URL）https://www.ginzalion.jp/event/premiumfriday/shoplist.html?pSclion
その他詳細は、公式サイトでご確認ください。
（URL） https://www.ginzalion.jp/event/premiumfrida

串カツ田中（全国）
2019年12月プレミアムフライデー
串カツ田中では今年最後の金曜日もプレミアムフライデーを開
催いたします！
今月のプレミアムフライデー2019年12月27日(金)は、➀一部地
域を除く店舗で15時OPEN、②終日串カツほぼ全品100円(税抜)
■対象店舗：一部地域を除く店舗
■注意事項：
※価格は全て税抜き。
※12月27日(金)以外は通常の営業時間。
※その他クーポンと併用不可。
※②のみ対象外店舗：要町店、新宿京王フレンテ店、新橋店、小伝馬
町研修センター店
※キャンペーン対象外店舗：東京ドーム店、アリオ亀有店、戸塚店、千
葉ニュータウン中央店、太田店、国際通り横丁店
※200円以下の串カツが対象。牛ヒレ串、大串エビ、アスパラ豚巻きは
対象外。

詳細は、下記のURLをご参照ください。
（URL）https://kushitanaka.com/news/entry/1172
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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12月27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」
2019年もそろそろ終わりを迎えますね。
そして、令和最初の年越し!
今年も1年、お疲れ様でした。
今月のプレミアムフライデーは12月27日です！
この日は、お仕事最終日の方も多いのではないでしょうか?
仕事納めの後は、お仲間と楽しい時間を過ごしませんか。
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12月27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、公式サイトでご確認ください。
（URL） https://www.e-tennoz.com/blog/archives/7299
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キャンペーン（飲食）
帝国ホテル （東京都、大阪府）
◎帝国ホテル東京
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：毎月月末金曜日

◎ホテルショップ「ガルガンチュワ」（本館1階）
金曜日限定発売のパンをご用意いたします。
・オニオンブレッド 【金曜日限定商品】
価格／1,200円（消費税込）
・パン オ ヴァン 【プレミアムフライデー限定
商品】
価格／650円 ※消費税込

◎本館1階 ランデブーラウンジ・バー『カクテル付ア
フタヌーンティー』
ホテルメイドの小菓子やスコーン、サンドイッチをお
楽しみいただける人気のアフタヌーンティーに、カク
テル各種または生ビール、ソフトドリンクの中からお好
きなドリンク1杯が付いた「カクテル付アフタヌーン
ティー」をご用意いたします。
■期間：毎月末金曜日
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
詳細は、公式サイトでご確認ください
■時間：15：00～18：00（最終入店時間）
ときをお過ごしください。
■ご利用時間：2時間
（URL）
■料金：4,200円（消費税込、サービス料別）
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/e
vent/premium_friday.html

◎帝国ホテル大阪
月末金曜日は、スインギー奥田グループのJAZZの生演奏とともに、
プレミアムフライデー限定の特別メニューをお楽しみください。
■開催日：2019年12月27日(金) テーマ：ザ スタンダード
2020年1月31日(金) テーマ：スイングジャズ
2020年2月28日(金) テーマ：ボサノバ＆ラテン
■時間：17：00～ 18：00～ 各回約40分
■会場：ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階）
■出演者：スインギー奥田グループ
■メニュー例：
○カクテル（キール）と特別ワンプレート（キッシュ、ミックスナッツ、オ
リーブピクルス）セット 2,500円 ※消費税・サービス料込
○アフタヌーンティーセット（スパークリングワイン付） 4,000円 ※
消費税・サービス料込

詳細は、公式サイトでご確認ください
（URL）https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/event/friday_jazz_night.html
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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 ： 毎月の第２金曜日及び月末金曜日
■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
■日時 ： 2019年12月27日（金） 15:00～
■場所 ： 千人代官 本店 （兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビルB1F）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（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/
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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）

１２月プレミアムフライデー開催！！
12月毎週金曜日は『プレミアムフライデー開催！』
OPENから閉
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。
店まで、各種サワー＆カクテルがALL￥１００ 何杯飲んでも￥１００
ですので是非遊びに来てくださいね♪110円（税込）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.hotpepper.jp/strJ001218469/

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。
プランのご紹介
◎メインバー「マートレット」 …「シャンパン」など飲み放
題！通常の飲み放題メニューに「シャンパン」もライン
ナップ。対象プラン NEW HAPPY HOUR。対象日 12/27

（※時間制限あり、※割引対象外）
◎味処「季布や」…「日本酒（5種）」など飲み放題
2,800円 対象日 12/27
◎京懐石「螢」 …「乾杯シャンパン」プレゼント！ 対象日
12/27
◎鉄板焼「燔」…通常3,500円のフリードリンクにシャンパン
も含めて3,000円！対象日 12/27

その他詳細は公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/
restaurant/topics/p-friday.html/
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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）

今月のプレミアムフライデーは27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！
12/27(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。

■日時：2019年12月27日（金）
■実施店：アイシティ（B４F）、カルディコーヒー
フ ァ ー ム （ B1F ） 、 WYTHE CHARM （ ２ F ） 、
ORIHICA （ ２ F ） 、 カ フ ェ コ テ ル 堂 、 MOMO
natural （ ３ F ） 、 横 濱 こ て が え し （ ４ F ） 、
LASALSA SOUTHERN CALIFORNIA BUFFET
（４F）
詳しくは、公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.mecmarkis.jp/mm/campaign/kt0100PL.html
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キャンペーン（サービス）
JR東日本 JRE POINT （全国）
１２月プレミアムフライデーＪＲＥ
キャンペーン

ＰＯＩＮＴプレゼント

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。
※ 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。
※ 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。
※ 2020年1月中旬頃に付与予定です。
※ ポイント有効期限は2020年2月末日までとなります。

♪＊♪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１２月27日（金）0：00 ～12月29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/0060000266?utm_source=jrepoint&utm_medium=bannerpc&utm_
campaign=201912premiumpoint

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
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キャンペーン（サービス）
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☆
2019年12月27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12月27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☆
◎30%ポイントバック対象レッスン…
TOEFL iBT 120/120! （55分）、Talk German ! （60分）、English for a Business Trip（25分）、ロシア語
入門(ショート) （30分）、【フリートーク】韓国人のように喋りたい！♥ （50分）、【繁体字】中国語のこと
わざを学ぼう！ （25分）、VOA News Lesson（25分）、 【単発】話し声改善レッスン（30分）、【Kid‘s向け】季
節の工作を楽しもう♫月替わりアートレッスン！（60分）、Beginner Travel English（25分）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://cafetalk.com/campaign/2019/premium-friday/12/?lang=ja

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」。
１２月の「お寺で！プレミアムフライデー」はお休みします。
次回の開催日をお知らせいたします。
■開催日：２０２０年０１月３１日（金）
■時 間：午後４時から約１時間半
/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、
■内 容：マインドフルネス（呼吸法と瞑想）、薬膳粥
なんと通常１０００Ｐのところ、２０００Ｐプレゼント☆
■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
いつもよりお得に遊べるチャンスです！！
復事業の懇志として）
■場 所：新宿瑠璃光院「空ノ間」

その他詳細については公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.byakurengedo.net/information/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%ef%bc
%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%bd%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e
3%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/
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キャンペーン（サービス）
日本旅行 （全国）
プレミアムフライデー
限定クーポンやプレミアムな商品をご紹介します♪
公式サイト（下記URL）では、以下の情報を検索できるようになっ
ています。
●プレミアムフライデーにおすすめ国内旅行
●プレミアムフライデーにおすすめ海外旅行エリア
●プレミアムフライデーにおすすめエリア海外航空券
●プレミアムフライデーにおすすめエリア海外ホテル

その他詳細情報は、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.nta.co.jp/theme/premiumfriday/

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12月27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）
詳細は、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.futada-dental.com/premiumf.html

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！
★１２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）
詳しい内容は、倶楽部公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.sano-cgc.co.jp/news.html#premiumFriday
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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。
[第35弾]12月27日(金) プレミアムフライデーサービス
◎ボルダリングナイト割引…1,500円（15:00～）
◎プレミアムフライデー限定スペシャルカクテル オランジュ2クーバー$
◎メンズ＆レディースファッションORIHICA… 3,900円までのワイシャツ・ネクタイ お好きな4点が10,000円に。ワイ
シャツ・ネクタイ組み合わせ自由。※3,900円を超える商品はセット価格＋差額でお求めいただけます。
◎アメリカンシーフードレストランBUBBA GUMP SHRIMP TOKYO…お会計から10％オフ

その他詳細は公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.tokyo-dome.co.jp/feature/premiumfriday/

国立科学博物館
【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
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キャンペーン（サービス）
豊島園 庭の湯 （東京都）
キャンペーン
【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。
◆入館料 割引 通常 2,350 円 ⇒ 1,950円
◆プレミアムフライデーセット（入館＋岩盤浴＋金券 2,000円） 通常 4,860 円 ⇒4,100円

■実施日時 ： 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）
その他詳細は、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.niwanoyu.jp/niwa/news/2017/premiumfriday.html

蔵前温泉 さらさのゆ （大阪府）
月末金曜日＜プレミアムフライデー＞
湯上がりセット、酎ハイセットがなんと７００円！
詳しい内容は、公式サイト等でご確認ください。
(URL)
https://www.sarasanoyu.com/wpcontent/uploads/2019/08/19_12%E6%9C%88%E3%81%95%E3%82%
89%E3%81%95%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3
%82%99%E3%83%BC.pdf

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！
■日時 ： 2019年12月27日（金）
■場所 ： タイムジップス24 （西東京市芝久保町5-8-2）
詳細は、以下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。
（URL）http://www.west-tokyo.co.jp/timezips/campaign/#pf
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キャンペーン（サービス）
昭和の森 テニスセンター（東京都）

■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
※2
※3
※4

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。
ご利用日1ヶ月前のご予約分より適用させて頂きます。
他の割引との併用はできません。
既にコートに空きがないお日にちもございます。

スピンやスライスもかけられる本格的「オ
ートテニスマシン」……￥100／1ゲーム

詳しい内容は、公式HP（下記URL）にアクセスの上ご確認ください。
（URL） http://dl.cubo-plus.jp/dl/2136-396ee6af34be18761959e4ace5c94c8e

ロッテ葛西ゴルフ （東京都）
プレミアムフライデー～運試し！第2回大あみだ
くじ付き！令和最初の正月はプレミアムな日本酒で～
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、サッポロプレミアム「福 YEBISU」500㎖入
り６缶パックをオリジナルグラスとともにプレゼントいた
します。
抽選で5名様に正月に呑みたい激レア日本酒「秋田
県 田酒 純米大吟醸・秋田県 花邑 雄町 純米吟醸」
1,800㎖入りいずれか1本をプレゼント！！
その他特別賞品もご用意いたします！！
１００口限定！この機会をお見逃しなく！！
■日時 ： 2019年12月27日（金）14:00～21:00
■場所 ： ロッテ葛西ゴルフ
詳細は、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.lottekasaigolf.com/event/detail/premium-friday/
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キャンペーン（サービス）
ホテルグランヴェール岐山（岐阜県）
【プレミアムフライデー限定】宿泊プラン
「月末金曜は、ちょっと豊かに。」
少し早めに仕事を終えて、グランヴェールでゆったりした週末を過ごしませんか？
1日2組様限定で特別なプランをご用意いたしました。
■選べるご夕食 ：西洋 or 中国料理コース
■概要：
●スペシャルプレミアムフライデープラン（PRICE：1泊2食付き）《1日2組様限定》
※ 通常価格1名様で￥31,500が→プレミアムフライデー限定￥20,000
※ 当日or翌日の嬉しいケア付き（ご宿泊ルームにて）フェイ
シャルorボディケアor足つぼ、よりいずれかおひとつ（各40分）
お選びいただけます。
特典：
□ウェルカムドリンク付き
□チェックアウト12時（通常10時）
□選べるご朝食もしくはご昼食
（パスタランチコース11Fボン・ルパにて）
□選べるご夕食（西洋料理コースもしくは中国料理コース）
どちらのコースもコラーゲンドリンク付き！
□お部屋での美顔器貸出しサービス有
□岐阜髙島屋のお買い物券（￥2,000分）プレゼント

●スーパープレミアムフライデープラン（PRICE：1泊2食付き）《1日2組様限定》
※ 通常価格1名様で￥31,500が→プレミアムフライデー限定 ￥16,000
※ 当日or翌日の嬉しいケア付き（1時間）（ご宿泊ルームにて）フェイシャルorボディケアor足つぼ、よりいずれかと
つ（各40分）お選びいただけます。
特典：
□ウェルカムドリンク付き
公式HPはコチラから、
□チェックアウト12時（通常10時）
（URL）
□選べるご朝食もしくはご昼食（パスタランチコース 11F ボン・ルパにて）
https://grandvert.com/hot
□選べるご夕食（西洋料理コースもしくは中国料理コース）
el/plan/premium-friday/
どちらのコースもコラーゲンドリンク付き！
□岐阜髙島屋ショッピング優待券（5％OFF）プレゼント

西日本新聞パソコン教室（福岡県）
プレミアムフライデー特別コース（エクセル講座）
月末金曜にスキルアップ！！
●ほとんど仕事において必須スキルだと言われているエクセル
のスキルアップが出来ます。
●エクセルは計算能力に優れていますので、今まで電卓等で計
算していた事がエクセルで効率的に計算出来るようになります
。また、仕事効率がアップすることで、業務時間短縮出来て自分
に使う時間がさらに増やす事が出来ます。
その他の情報は、下記URLにアクセスの上ご確認ください。
（URL）http://is-pro.net/nishi-np/b-premium-friday-excel.html
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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！
【来館特典】館内レストラン・バー・カフェでご利用いただけるグルメ利用
券プレゼント
【ご成約特典】ホテルオリジナルガトーショコラのプチギフトをご人数様
分プレゼント
その他詳細は、公式サイトでご確認ください。
（URL）
https://www.hotelnewgrand.co.jp/wedplan/smp/fair/detail/143/2019-12-27

【開催日時】 毎月最終金曜日
①15：00～16：30／②16：00～17：30
③17：00～18：30／④18：00～19：30
⑤18：30～20：00

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12月27日（金）、2020年1月31日（金）
■場所 ： 平尾温泉 みはらしの湯 （長野県佐久市下平
尾2682）
詳しい内容は、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.hiraoonsen.jp/archives/2358/
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キャンペーン（サービス）
静岡市美術館（静岡県）
12月27日（金）プレミアムフライデー企画
「15:00以降ご入場で選べる粗品プレゼント
！」
12月27日（金）15:00以降に、開催中の展覧会「奇蹟
の芸術都市バルセロナ展」をご観覧いただいた方に、選
べる粗品をプレゼントします。
当館は夜7時まで開館しています（展示室最終入場は
閉館30分前まで）。
お仕事やお買いものの帰りに、ぜひお立ち寄りくださ
い。
【開催中の展覧会】
・奇蹟の芸術都市バルセロナ展（2020年1月19日（日）
まで）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://shizubi.jp/2000/10/1026.php

GEO（オンライン）

プレミアムフライデーはおうちでエンタメ！
レンタルDVD、ブルーレイ準新作100円
※一部対象がございます。
※一部実施しない店舗もございます。

■実施日：2019年12月27日（金）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://geoonline.co.jp/campaign/regular/968?clk=campaign_pickup
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キャンペーン（サービス）
センチュリー21草加市民ハウジング（埼玉県）
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）

 夜間見学予約「アフターシックス草
加」（平日2組限定）

火曜日限定
 住み替え相談会

 ランチ付き物件見学（午後）（限定2
組）
 住み替え相談会

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、公式サイトで確認ください。
（URL）http://www.century21soka.com/

□□■■■ 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。
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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１２月２７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_201912/

ナムコ（オンライン）、namucoフェアモール福井大和田店（福井県）
【ナムコポイントアプリ】
１2月のプレミアムフライデー！
12／27（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、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！！
■日時 ： 2019年12月27日（金）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/premiumfriday_201912.html

◎namcoフェアモール福井大和田店

/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、
なんと通常１０００Ｐのところ、２０００Ｐプレゼント☆

12月の当店プレミアムフライデーイベント

いつもよりお得に遊べるチャンスです！！

①チェックインポイント2000ポイント！
プレミアムフライデー当日、ご来店いただいて、チェックインしていただ
くだけで、通常1000ポイント → 2000ポイント プレゼント！

②メダルスタンプカードDAY!!
当店のスタンプカードは、メダル1000円分ご利用でスタンプ１個を押印
いたします。スタンプが10個で、通常メダル100枚サービスいたします。
満タンのスタンプカードを5枚ためると、600枚サービス!!
通常でもお得なスタンプカードサービスが、なんと!!今回に限り、1000枚
に増量!!ぜひこの機会をお見逃しなく!!
※お１人様１日１回まで。
※スタンプカードの譲渡は禁止されております。

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/fukuiowada/NEWS/event3.html
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キャンペーン（サービス）
百種の日替わり湯 向島銭湯薬師湯 （東京都）
12/27月末金曜日はちょっとプレミアムなお風呂を

プレミアムフライデー銭湯実施中
【プレゼント】
女性：クラシエ 洗顔＆化粧水（パウチ）
小学以下：かっぱえびせん
※薬師湯ホームページへアクセス プレミアムフロオイ
デー画面提示で、『タオルセット無料レンタル』＆『入浴
剤プレゼント』
※入浴前に、各位ご提示ください。

■実施日：2019年12月27日（金）
※美容水風呂：コラーゲン

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）
http://yakushiyu.com/2019%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9b%bf%e3%82%8f
%e3%82%8a%e6%b9%af/

日永カヨー（三重県）
スペシャル1DAY
月末金曜プレミアムフライデーはチェックインポイン
トアップ(通常1000pt→2000pt）
■日時 ： 2019年１２月27日（金）
■場所 ： 日永カヨー ２Fアミューズメントパーク
（三重県四日市市日永４丁目２番４１号）
詳しい内容は、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://kayosc.com/shop/detail/84#special_1day

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
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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!?
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
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。
かな休日を過ごしませんか!?
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。

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？
■受付時間：平日：8時30分～20時（日・祝19時まで）
※「プレミアムフライデーのHPを見た」とひと言お伝えください。

■場所：エコレンタカー交野店（大阪府交野市私部西1-33-3）
その他詳細は、公式サイトでご確認ください。（URL）https://ecoren.jp/premium_friday/

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１２月２７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/20191227pfd
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キャンペーン（サービス）
木城温泉館 湯らら （宮崎県）
毎月月末金曜日★特別な金曜日
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、毎月限定40食（午前20食、午後20食）。
ラストオーダー20時30分
■実施日 ： 2019年12月27日（金）、2020年1月31日（金）
■場所 ： 木城温泉館 湯らら
（宮崎県児湯郡木城町大字高城1403-1）
詳しい内容は、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://service.kijo.jp/~yurara/event.html

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
※夜間料金に変更はありません。

５００円 → ２５０円

■日時 ： 2019年１２月27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）
詳しい内容は、施設公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.yurarashizuoka.com/news/20180102761

山形ファミリーボウル （山形県）
2019年12月度プレミアムフライデー開催
今月は12月27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12月27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、公式サイトにてご確認ください。
(URL) https://yamagatafamilybowl.themedia.jp/posts/4617006/
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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12月27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！）

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL) https://golf.amenityesaka.com/general/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e5%84%aa%e5%be%85%e3%83%87%e3%83%bc/

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12月27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

パジェット・レンタカー（全国）
PREMIUM FRIDAY- プレミアムフライ
デー - 月末金曜はバジェット・レンタカー
で少し贅沢な時間をすごしませんか

予約、その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://www.budgetrentacar.co.jp/premium-friday/
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キャンペーン（サービス）
アルゴプレスト ロープアクセス トレーニング ジム（大阪府）
2019/12/27プレミアムフライデーロープアク
セスセルフトレーニング
ロープアクセスのトレーニングをしたいけれど、なかなか
トレーニングの機会がない・・・トレーニングの場所がない・・・
というお客様の声にお応えし、弊社トレーニング施設のセ
ルフ利用メニューを復活させました。
以下の参加対象者で条件をクリアする方のみ受付をさ
せていただきます。
【ご参加いただける対象者】
・アルゴプレストにてロープ高所作業特別教育を受講いただいた
お客様
・アルゴプレストにてギア講習を受講いただいたお客様
・IRATA,SPRAT等ロープアクセスの国際ライセンスホルダーの方

【参加の条件】
2ロープ2ポイントを確実に運用されていること
・メインロープ・ライフラインの２本のロープを運用している
こと
・バックアップデバイスを運用していること
・セルフブレーキ機能の付いたディッセンダーを運用してい
ること
PPEは原則参加者個人にてご用意いただきます。
貸出希望の場合は必ず事前にご相談下さい。
講師・トレーナーは付きません。
各人のセルフトレーニングの機会としてご利用下さい。

■会場 : アルゴプレスト ロープアクセ
ス トレーニング ジム（大阪府寝屋川市
黒原新町4-8 (駐車場完備)
■開催時間 9:00 - 19:00
その他詳細については、公式サイトで
ご確認ください。
（URL）
https://gear.algopresto.jp/?pid=1454
12287

RS TAICHI（アールエスタイチ）（大阪府）
タイチでプレミアムフライデー
●ヘルメットクリーニングサービス（無料）
●お勧めのケミカルのサンプルをご用意！
無料でお試しをしていただけます。（無料）
●愛車無料点検いたします。（無料）
●ドライブチェーン給油！（先着順）
※調整作業は有料

■実施日：２０１９年１２月２７日（金）
■場 所：RS TAICHI（大阪府東大阪市加納 6-4-9）
その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）http://www.shop.rs-taichi.co.jp/news_detail.html?code=1297
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キャンペーン（サービス）
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/

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 「遅ればせながら・・・ネタとコー
ナーの大新年会2020！」
キャンペーン（サービス）
■日時：2020年1月31日（金）22:40開場 23:00開演
（翌朝5:00終演予定）
■出演：
ギャロップ、スーパーマラドーナ、スマイル、クロスバー直撃、
学天即、ミルクボーイ、トット、祇園、金属バット、ヘンダーソン、
爆ノ介、ツートライブ、セルライトスパ、ロングコートダディ、
パーティーパーティー、ネイビーズアフロ、ヒガシ逢ウサカ、
さや香、エンペラー、からし蓮根、コウテイ、紅しょうが、
カベポスター、たくろう、フースーヤ、ほか
■料金：前売 2,500円 当日 3,000円（全席指定）

その他詳細については、公式サイトでご確認ください。
（URL）
http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/event/2020/01/-2020.php
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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）

＜１／２＞

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！
※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。

◎公益財団法人するが企画観光局 清水事務所
［プレミアムフライデー／船宿「末廣」でプレミアムないっぷくを］多くの業績を残した
次郎長の素顔を紹介。船宿「末廣」でプレミアムないっぷくを
先着２０名様に次郎長ゆかりの「ゆび饅頭と抹茶セット」を割引サービス「１セット３００円
を２００円」で提供します。
■実施場所／清水港船宿記念館「清水次郎長の船宿」末廣
■実施時間／［プレミアムフライデー］毎月最終金曜日（2019年度内）10:00～16:00
詳しくは、コチラから。（URL）http://www.visit-shizuoka.com
◎大石精肉店
［プレミアムフライデー／和牛をわさびで食す]創業百余年の「老舗の味」を、あなたの
食卓へ！和牛ステーキ用、焼肉用を4000円以上お買い上げのお客様、先着10名様に本
わさび１本プレゼント。
■実施期間／プレミアムフライデー（2020年3月までの月末金曜日）
■営業時間／8:30～18:30
詳しくは、コチラから。
（URL）http://www.at-s.com/gourmet/article/takeout/bento/123419.html
◎創業天明元年の茶店 竹茗堂
［プレミアムフライデー／お買い上げの方に「お茶漬 日本の味」を 1パックプレゼン
ト］味で香りで、美味しさ多彩。四季折々の銘茶をお楽しみください。
■実施期間／2019年12月27日（金）～29日（日）
※お買い上げの方に「お茶漬 日本の味」を1パックプレゼント
■実施時間／10:00～19:00
詳しくは、コチラから。
（URL）http://www.at-s.com/gourmet/article/takeout/etc/127087.html
◎MARUZEN Tea Roastery（マルゼンティーロースタリー
［プレミアムフライデー／お茶のみセミナー「聖一国師と静岡茶」］世界初！！焙煎温
度が選べるティージェラートカフェ。
■実施期間／2019年12月27日（金）
※ご購入いただいた方全員に次回来店時に使える50円オフチケットをプレゼント！
■実施時間／11:00～19:00
詳しくは、コチラから。
（URL）http://www.at-s.com/gourmet/article/cafe/cafe/459945.html
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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）

＜2／２＞

◎MouMou Cafe（モーモーカフェ）静岡呉服町店
［プレミアムフライデー／ドリンク100円引き！]あの生クリーム専門店が静岡初上陸！濃厚で後味すっきり！
生クリームたっぷりのふわっふわシフォンケーキが自慢！ドリンク100円引き！
■実施期間／2019年12月27日（金） ※予約不要
■実施時間／11:00～21:00
詳しくは、コチラから。（URL）http://www.at-s.com/gourmet/article/cafe/cafe/570364.html
◎MOUMOUバル（モウモウバル）
［プレミアムフライデー／北海道牛乳のミルクカクテル550円→275円！]生クリーム
専門店「MouMou Cafe」の姉妹店。北海道産の生クリームを使用したメニューをご堪能
ください。
■実施期間／2019年12月27日（金）
■実施時間／17:00～19:00
※ 17:00 ～ 19:00 ま で の 間 に ご 来 店 い た だ い た お客 様 に 北 海 道 牛 乳 の ミ ル
クカクテル（通常550円）を275円で提供します。
詳しくは、コチラから。
（URL）http://www.at-s.com/gourmet/article/nomiya/yoshoku/638732.html
◎前田金三郎商店 茶町 KINZABURO
[プレミアムフライデー／お茶詰め放題］日本茶を通して生活の中に“ゆとり”と“やすら
ぎ”を感じていただける時間や空間のご提案をさせていただきます。深蒸し茶詰め放題
1000円で牧之原産の深蒸し茶を袋いっぱいに詰めることができます。約350g以上入りま
す。値段１０００円。
■実施期間／2019年3月～12月の月末金曜日
■実施時間／10:00～15:00
■実施場所／店舗横の通路にて（屋根あり）
詳しくは、コチラから。
（URL）http://www.at-s.com/gourmet/article/takeout/cake/126598.html
◎静岡鉄道
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！
■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
詳しくは、コチラから。
（URL）
https://www.shizutetsu.co.jp/191206002_%E5%86%AC%E4%BC%91%E3
%81%BF%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%91%E
3%82%B9.pdf

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
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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）
12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12月27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：
第一部 １４：００～（83分）「イタリア旅行」（1953年）
監督 ロベルト・ロッセリーニ
第二部 １６：００～（108分）「崖」（1955年）
監督 フェデリコ・フェリー二
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/4182.html
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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。「のるトクカード」を手に
入れてノーマイカーデーを楽しみましょう！
「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。
特典1 バス半額手形
バスを降りるときに「のるトクカード」
を提示すると運賃が半額になります。
※下記実施日に限り利用可能です。
※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。

特典2 特典サービス手形
協賛店舗・施設 で、来店時または注文時にカードを提
示するとお得なサービスが受けられます。
スペシャル特典
のるトクカードを使って「映画無料鑑賞券」を当てよう！
ノーマイカーデー当日、イオンシネマ防府の入場口で「のるトクカード」を見せ
ると応募用紙をお渡しします。
の応募用紙で応募された方の中から、毎月抽選で3名様に全国のイオンシ
ネマで利用できる「映画無料鑑賞券」をプレゼントします。
映画を観なくても、イオンシネマ防府へ行ってのるトクカードを提示するだ
けで応募用紙を手に入れることができます。
プレミアムフライデーにイオンシネマ防府へ行ってみましょう！

■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
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地域ぐるみの取組
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！

【プレミアムイベント】
◎プレミアムマルシェ
滝の広場にプレミアムフライデー限定のマルシェが登場！こだ
わって大切に育てた、大阪産の新鮮なお野菜さんが揃います。地
元の美味しいものを再発見できる、プレミアムなマルシェにぜひ、
お越しください！
■営業時間／12:00〜19:00 ※売切れ次第終了
■場所／滝の広場
■協力・運営／JAグループ大阪

◎プレミアムバー
クリスタ長堀にこの日一日限りのプレミアムなバースポットが登
場！ちょっと早めの時間からちょい飲み感覚で軽くお酒を楽しんだ
り、ご帰宅前やお買い物の合間に軽く一杯・・・。プレミアムなひと時
をお楽しみください。
■営業時間／15:00〜22:00（ラストオーダーは20:00）
■場所／プロムナード カフェ

◎プレミアムライブ
2019年12月27日（金） 忙しい年の瀬に落ち着くメロディ・心温まるホットな音楽。
■出演／Rio ＆ Syuga（ピアノ＆バイオリン）
■LIVEスケジュール／➀17:00～ ②18:00～ ③19:00～
■場所／プロムナード カフェ

【メニュー＆サービス】
この日一日限りのおトクな限定サービスもご用意しました。クリスタ長堀でプレミアムフライデーを満
喫しませんか。
ノベルティ・プレゼント

実施店舗…POLA、サルート by ワコール、ディズニーファンタジーショップ バイ ベ
ルメゾン

限定販売・限定メニュー

実施店舗…デザートローズ、コクミン長堀橋店、フォーベリーズ、ファンケル、アトリ
エはるか、ドクターストレッチ、フットリラクセーションスペース リフレ、
鎌倉パスタ、カフェブレーク、ラーメン横綱

ポイントサービス

実施店舗…スキップハウス、北野八番亭、鶴橋風月、ゴンチャ

その他詳細情報は、公式サイトでご確認ください。（URL）https://www.crystaweb.jp/
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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）
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！
鳥取県米子市角盤町える・もーる１番街で盛り上がり

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12月27日(金)15時～21時。テーマは、「仕事納め 年忘
れで 地ビール乾杯！」
■12月限定コース／【お好きなドリンク1杯＋贅沢寄せ鍋or本
格博多もつ鍋コース/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。
※4枚様以上 ※キャンセル不可
※鍋コースのご予約は開催1週間前まで

■場所 ：える・もーる一番街 ひまわり駐車場
詳細は、公式サイトでご確認ください。
（URL）https://craftbeer-yonago.com/
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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12月27日（金） 11：30～19：30
※上記以降の予定

2020年1月10日（金）、17日（金）、24日（金）、★31日（金）

■場所 ： 行幸地下通路 （東京駅直結）
詳しくは、公式サイトでご確認ください。
（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12月27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=12&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。
60

地域ぐるみの取組
咲っく南花台 （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

□□■■■ 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】
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