８月の 「プレミアムフライデー」 直前情報
2018年8月30日
プレミアムフライデー推進協議会
明日31日（金）は、プレミアムフライデーです。残り少ない夏を大いに楽しみましょう！
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。

【プレミアムフライデー・トピックス】
■ 「週末探検家」を応援する三菱自動車工業株式会社と連携し、「プレ金 日本探検はじまる！」の
ポスターを作成しました。
三菱自動車工業株式会社では、「週末探検家」を応援するキャンペーンを実施中です。
プレミアムフライデー推進協議会では、三菱自動車工業株式会社と連携し、プレミアムフライデーを含めた週末
に日本各地の絶景を探訪することを提案する「プレ金 日本探検はじまる！」のポスターを作成しました。
今後、関係する自治体等と連携し、展開していきます。
三菱自動車工業(株)ホームページ
週末探検家 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/weekend-explorer/
雲海出現ナビ http://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/weekend-explorer/unkai/
古典絶景ナビ http://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/weekend-explorer/koten/
古典絶景ナビで紹介されている絶景ポイントは以下の18か所になります。
最上川 芭蕉乗船の地（山形県）、白米千枚田（石川県）、スッカン沢（栃木県）、日光の社寺（栃木県）、
高尾山（東京都）、山中湖湖畔（山梨県）、薩埵峠展望台（静岡県）、かぎろひの丘 万葉公園（奈良県）、
若草山（奈良県）、宇治橋（京都府）、布引の滝（兵庫県）、松帆の浦（兵庫県）、鞆の浦（広島県）、
八雲山（島根県）、千畳敷展望台（徳島県）、筑後川昇開橋展望公園（福岡県）、
えびの高原北展望（宮崎県）、波の上ビーチ周辺（沖縄県）

【８月の取組事例】
キャンペーン（小売）
大丸札幌店（北海道） うすい百貨店（福島県） 伊勢丹新宿店（東京都） 銀座三越（東京都）
日本橋三越本店（東京都） 西武池袋本店（東京都） 東武百貨店池袋店（東京都）
小田急百貨店新宿店（東京都）
名古屋栄三越（愛知県）
トキハ（大分県）

横浜タカシマヤ（神奈川県）

柏髙島屋ステーションモール（千葉県）

ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県）

日本百貨店協会（全国）

小倉井筒屋（福岡県）

ＪＲタワー（北海道） ラピナ（青森県） アプリーズ（青森県）

エスパル 仙台/福島/郡山/山形（宮城県/福島県/山形県）
横浜ベイクォーター（神奈川県）

松菱（三重県）

アトレ目黒（東京都）

マークイズみなとみらい（神奈川県） 青葉台東急スクエア（神奈川県）

横浜ワールドポーターズ（神奈川県）

本厚木ミロード（神奈川県）

コクーンシティ（埼玉県）

イオンモール浦和美園（埼玉県）

名古屋パルコ（愛知県）

ファボーレ（富山県）

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ（千葉県）

セレオ甲府（山梨県） ベイドリーム清水（静岡県）

北大路ビブレ（京都府）

クリスタ長堀（大阪府）

エミフルMASAKI（愛媛県） リバーウォーク北九州（福岡県） 木の葉モール橋本（福岡県）
ONWARD（全国）

ＤʻＵＲＢＡＮ （全国）

ローソン（全国） キャスティング（全国）

シュープラザ／東京靴流通センター（全国）

二木ゴルフ（通販）

BOOKOFF（東京都/神奈川県）

パソコン工房（通販）

キャンペーン（飲食）
串カツ田中（全国） ココス（全国） すたみな太郎（全国） 不二家レストラン（全国）
サーティワンアイスクリーム（全国）

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）

ビールマルシェ（横芝光町商工会） （千葉県）

地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）

JR東日本東北総合サービス（株） 仙台支店（宮城県/山形県/福島県）

キャンペーン（サービス）
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）（長崎県）
三井住友VISAカード ココイコ！（全国）

ＪＲ東日本 ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ（全国）

オリエントコーポレーション（全国）

ＴＯＨＯ ＣＩＮＥＭＡＳ（全国） 松竹マルチプレックスシアターズ（全国）
セントラルスポーツ（全国）

SPAT4プレミアムポイント（全国）

サントリービール（全国）

バンダイナムコアミューズメント（全国）

東京国立近代美術館（東京都）

ローズマリー（全国） 東京ドームシティ（東京都） ロッテ葛西ゴルフ（東京都）
浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県）

（公財）名古屋市教育スポーツ協会 富田北プール （愛知県）

帝国ホテル大阪（大阪府） エコレンタカー交野店（大阪府） 江坂ゴルフセンター（大阪府）
ボートピア梅田（大阪府）

その他
大阪城公園ナイトラン実行委員会（大阪府）

太田市美術館・図書館（群馬県）

【プレミアムフライデー ８月の事例】
大丸札幌店 （北海道）
大丸札幌店でプレミアムフライデー
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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 大丸札幌店 各階
＜URL＞ https://www.daimaru.co.jp/sapporo/premiumfriday/

うすい百貨店 （福島県）
8月のプレミアムフライデー
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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： うすい百貨店
＜URL＞ http://www.usui-dept.co.jp/event/42050/

伊勢丹新宿店 （東京都）
ISETANプレミアムフライデー
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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 伊勢丹新宿店本館・メンズ館他＝各階
＜URL＞ http://www.isetanguide.com/2018/premium-friday/

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

銀座三越 （東京都）
銀座三越全館でプレミアムフライデー企画開催！
今月は8月31日(金)〜9月2日(日)の期間、銀座三越全館で「プレミアムフライデー」を開催いたします。
この期間のスペシャルイベントやプレミアムな体験やコト企画など特別企画を各階でご提案いたします。
この機会に銀座三越各階にお立ち寄りください。

また、今月から、関ジャニ∞そっくりなサラリーマン、プレキン∞のプレキン節が流れます。
■店内放送期間
8月31日(金)〜9月2日(日)
■店内放送時間
8月31日(金)午前11時32分〜(1時間おき)
9月1日(土)〜9月2日(日)11時5分〜(１時間おき)

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 銀座三越 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza/event̲calendar/premiumfri.html

日本橋三越本店 （東京都）
プレミアムフライデー in 日本橋
期間限定の嬉しい特典体験イベント満載！
あなたのプレミアムな週末を応援します。
8月のプレミアムフライデーは31日(金)。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ：日本橋三越本店 各階
＜URL＞ https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nihombashi/event̲calendar/premium̲friday.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

西武池袋本店 （東京都）
「うれしい」「たのしい」「おいしい」プレミアムフライデーからはじまる3日間
百貨店でプレミアムな週末を。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 西武池袋本店 各階＝対象売場
＜URL＞ https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1260268.html

東武百貨店池袋店 （東京都）
TOBUのプレミアムフライデー
月末の金曜日、東武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 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 東武百貨店池袋店 対象売場
＜URL＞ http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/1631

小田急百貨店新宿店 （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？
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 小田急百貨店新宿店 本館・ハルク＝各売場
＜URL＞ http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/premium̲friday.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

横浜タカシマヤ （神奈川県）
横浜タカシマヤでプレミアムな週末を。
各階、楽しいサービスやプレゼントなど各種メニューをご用意しました。
横浜タカシマヤで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 横浜タカシマヤ
＜URL＞ https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/premium̲friday/index.html

柏髙島屋ステーションモール （千葉県）
ステモでプレミアムな週末を。
いつもと違う、豊かな時間を楽しむ日、それがプレミアムフライデー。
柏高島屋ステーションモールで、プレミアムな週末を、どうぞお楽しみください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 柏髙島屋ステーションモール 対象店舗
＜URL＞ https://www.stemo.jp/feature/?id=3258

名古屋栄三越 （愛知県）
名古屋栄三越のプレミアムフライデー
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。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 名古屋栄三越 各階
＜URL＞ http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/premium/index.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

ジェイアール名古屋タカシマヤ （愛知県）
月末の金曜日は、お楽しみがいっぱい！
各階で開催されるプレゼントやサービスをご紹介！
月末の金曜日は、ジェイアール名古屋タカシマヤで素敵な
ひとときをお過ごしください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： ジェイアール名古屋タカシマヤ 各階
＜URL＞ https://www.jr-takashimaya.co.jp/campaign/180828premium/

松菱 （三重県）
プレミアムフライデー
8.31（FRI）は、プレミアムフライデー。
松菱で、特別な時間を過ごしませんか。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 松菱 対象売場
＜URL＞ https://www.tsu-matsubishi.co.jp/topics/entry1.php

小倉井筒屋 （福岡県）
ヤマハミュージック GALLOP小倉 プレミアムフライデーライブ
ヤマハGALLOP小倉の講師陣によるデモンストレーションライブ。
今月はトランペット&トロンボーンの演奏をいたします。どうぞお立ち寄りください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
[1]午後4時から [2]午後5時から [3]午後6時から(各回30分間)
■場所 ： 本館・新館間1階 クロスロード (観覧無料)
■主催 ： ㈱ヤマハミュージックリテイリングGALLOP小倉
＜URL＞ http://www.izutsuya.co.jp/storelist/kokura/archives/51586047.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】
トキハ 本店／別府店／わさだタウン （大分県）
8月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です。
トキハでプレミアムな週末をおすごしください。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： トキハ 本店／別府店／わさだタウン 対象売場
＜URL＞ http://www.tokiwa-dept.co.jp/event/details/20429

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。
各百貨店で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＞ http://www.departinfo.com/premium-friday/

ＪＲタワー （北海道）
JRタワーのプレミアムフライデーはうれしい特典がいっぱい！
JRタワーでは、8月31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。
●ファッションからグルメまで、130ショップ以上で嬉しい特典をご用意しています。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。
●プレミアムフライデー当日は、JRタワーアプリチェックインバルーンが2倍！

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： JRタワー（アピア・エスタ・パセオ・札幌ステラプレイス）・T38
＜URL＞ http://www.jr-tower.com/premiumfriday

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ８月の事例】
ラビナ （青森県）
★プレミアムフライデー★
ラビナにて税込合計2,000円以上お買い上げで
インフォメーションにて、ふーどぎゃらりーあおのやのおやつセットプレゼント！
無くなり次第終了です。
※ご注意※
当日のお買い上げレシートをインフォメーションまでお持ちください。
引換えはお一人さま一回、当日限り有効です。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜
■場所 ： ラビナ １Ｆインフォメーション
＜URL＞ http://www.jre-abc.com/wp/lovina/index/

アプリーズ （青森県）
８月のプレミアムフライデー！
アプリーズの【プレミアムフライデー】！！
参加ショップではお得な割引やサービスが盛りだくさん！
これから涼しくなる季節ですので、早々と衣替え商品を安く手に入るチャンス！！
このお得な機会に、アプリーズでのお買物をお楽しみください！

■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜
■場所 ： アプリーズ 対象店舗
＜URL＞ http://www.jre-abc.com/wp/appliese/index/

エスパル 仙台／福島／郡山／山形 （宮城県／福島県／山形県）
月末金曜日はエスパルで過ごそう。
月末の金曜日は、お仕事をちょっぴり早めに切り上げて、
どうぞエスパルでのお買い物やお食事をお楽しみください。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： エスパル 仙台／福島／郡山／山形
＜URL＞ （仙台）
（福島）
（郡山）
（山形）

http://www.s-pal.jp/sendai/event/#event40515
http://www.s-pal.jp/fukushima/event/#event20118
http://www.s-pal.jp/koriyama/event/#event22770
http://www.s-pal.jp/yamagata/event/#event15135

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

アトレ目黒 （東京都）
プレミアムフライデー開催！
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！
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： アトレ目黒 対象店舗
＜URL＞ https://www.atre.co.jp/store/meguro/news/87986

横浜ベイクォーター （神奈川県）
８月のプレミアムフライデー
月末金曜をちょっとリッチに過ごす「プレミアムフライデー」。
横浜ベイクォーターでは対象の各ショップで嬉しい特典をご用意！どうぞお見逃しなく！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 横浜ベイクォーター 対象店舗
＜URL＞ https://www.yokohama-bayquarter.com/shop/premium201808/

マークイズみなとみらい （神奈川県）
今月31日(金)はプレミアムフライデー！
マークイズみなとみらいのプレミアムフライデーは各店舗でお得な商品や
メニュー、特典プレゼントをご用意！
月末金曜は、マークイズみなとみらいでプレミアムなひとときを。
内容の詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31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

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

青葉台東急スクエア （神奈川県）
プレミアムフライデー（8/31）

〜月末金曜は、ちょっと豊かに〜

2018年8月31日（金）、青葉台東急スクエアの約40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！
参加店舗およびサービス詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 青葉台東急スクエア 参加店舗
＜URL＞
http://www.aobadai-square.com/pdf/aobadai/store/storage/cname̲20180725121652.pdf

横浜ワールドポーターズ （神奈川県）
横浜ワールドポーターズのプレミアムフライデー
横浜ワールドポーターズでは、プレミアムフライデー限定イベントや、
8/31（金）〜9/2（日）の3日間限定でお得なサービス特典を実施します。

■日時 ： 2018年8月31日（金）15:00〜21:00：アプリ会員限定プレゼント
2018年8月31日（金）〜9月2日（日）：参加店舗にてサービス特典
■場所 ： 横浜ワールドポーターズ 対象店舗
＜URL＞ https://www.yim.co.jp/images/1808premiumfriday.pdf

本厚木ミロード （神奈川県）
プレミアムフライデーを楽しもう!! ギフトカードプレゼントキャンペーン
毎月最終金曜日に館内の一部サービス&カルチャー店舗で
5,000円(税込)以上ご利用いただいた当日お買い上げレシートを
お持ちのお客さまに1,000円分のミロードギフトカードをプレゼント!
参加対象店舗は、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 10:00〜20:30
■場所 ： ミロード①1F 案内カウンター
＜URL＞ https://www.odakyu-sc.com/file/premium̲friday2018.pdf

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ （千葉県）
プレミアムフライデー
毎月お得なメニューや嬉しいサービスをご用意！
月末金曜日からの週末限定
各日17時からのプレミアム

■日時 ： 2018年8月31日（金） 17:00〜
■場所 ： 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ 対象店舗
＜URL＞ https://www.otakanomori-sc.com/pdf/p̲friday1803.pdf

コクーンシティ （埼玉県）
コクーンシティ プレミアムフライデー
月末金曜日は、ちょっと豊かに。
プレミアムフライデーはコクーンシティで楽しもう！
8月は夏の風物詩「コワイおはなし」を開催！
怪談師の方が語る怖い怪談を聞けば、暑さも忘れてしまいそう。
各ショップではプレミアムフライデーにふさわしい体験イベントや、
この日限りのお得なサービスも実施します。詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 17:00〜
■場所 ： コクーンシティ 対象店舗
＜URL＞ https://www.cocooncity.jp/event/detail/1172

イオンモール浦和美園 （埼玉県）
毎月、月末の週末は
「イオン ビッグフライデー」。
プレミアムフライデー
3日間だけのおトクなセール!!
※実施時間は店舗により異なります

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： イオンモール浦和美園 対象店舗
＜URL＞ http://www.aeon.jp/sc/urawamisono/event/img/171027̲bigfriday.pdf

【プレミアムフライデー ８月の事例】
セレオ甲府 （山梨県）
8月31日はプレミアムフライデー♪
月末金曜は、セレオ甲府でちょっと豊かな週末を。
8月31日（金）はプレミアムフライデー！
セレオ甲府では各ショップで素敵なサービスをご用意しております。
サービスを行うショップは店頭のお知らせでご確認ください。
皆様のご来店をお待ちしております♪

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： セレオ甲府 対象店舗
＜URL＞ https://www.celeo.co.jp/news/detail.php?scd=5&nid=1196

ベイドリーム清水 （静岡県）
8/31限定プレミアムフライデー開催

プレミアムスタンプラリー

各店にて500円（税込）以上お買い上げのお客様にスタンプ１ケ進呈。
営業時間内に5店舗をご利用いただき、総額2,500円（税込）以上お買い上げの
お客様に「ベイドリームお買い物券 500円分」をもれなくプレゼント。
※カーブス、スルガ銀行、ほけんの窓口、チケットセンターは除外店舗となります。

■日時 ： 2018年8月31日（金）限り
■引換期間： 2018年9月1日（土）17:00まで
■場所 ： ベイドリーム清水
＜URL＞ http://www.baydream-shimizu.com/post2202.html

名古屋パルコ （愛知県）
プレミアムフライデー開催！
8/31（金）9/1（土）9/2（日）プレミアムフライデー開催！
対象ショップにてOFFやサービスを実施します！
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 名古屋パルコ
＜URL＞ https://nagoya.parco.jp/pnews/detail/?id=811

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ８月の事例】
ファボーレ （富山県）
ファボーレ専門店 プレミアムフライデー
＜レストラン・食品専門店＞では、特別割引、サービスなどをご用意！
<ファボーレの湯>では、ジェット風呂にて りんどうの香の湯 実施！
<TOHOシネマズ>では、映画鑑賞券プレゼント企画
さらに、8月31日(金)からの３日間！ ファボーレ専門店 プレミアム
ガラポン抽選会も開催！
ファボーレでゆったりとしたひと時をお楽しみください♪
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： ファボーレ専門店
＜URL＞ http://www.favore.jp/special/?id=19

北大路ビブレ （京都府）
プレミアムフライデー
毎月、月末の金曜日はプレミアムフライデー
各ショップにてプレミアムフライデー限定のオトクな特典がございます！
是非、ご利用下さい。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 北大路ビブレ 対象店舗
＜URL＞ https://www.vivre-shop.jp/kitaoji/news-event/contents/394

クリスタ長堀 （大阪府）
クリスタ長堀のプレミアムフライデー
クリスタ長堀のプレミアムフライデーは、
『大阪産食材などを使った当日限りの限定メニュー』、
『月に一度の自分磨き』、『30分プレミアム体験企画』、
『PREMIUM BAR』、『PREMIUM MARCHE』 の５本柱。
今月のプレミアムフライデーは、8月31日（金）。
クリスタ長堀で一日限りのプレミアムな時間を、ぜひお楽しみください。
イベント内容や限定メニュー・サービスの詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： クリスタ長堀 対象店舗
＜URL＞ https://www.crystaweb.jp/event/pf/

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

エミフルMASAKI （愛媛県）
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？

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： エミフルMASAKI 対象店舗
＜URL＞ https://emifull.jp/other/premium-friday/

リバーウォーク北九州 （福岡県）
毎月最終金曜日は、プレミアムフライデー!!
月末最後の金曜日は早めに仕事を切り上げて、充実の週末を過ごす「プレミアムフライデー」。
今週末の3日間、一部店舗にてf-JOYカードポイントがなんと5倍に！
通常100円につき1ポイントのf-JOYカードが、100円につきなんと5ポイント!!
リバーウォークでお得に楽しい週末を★

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： リバーウォーク北九州 対象店舗
＜URL＞ https://riverwalk.co.jp/event/premium-friday-0902/

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、下記の各ショップ情報や一覧ポスターをご覧ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 木の葉モール橋本 対象店舗
＜URL＞ http://konohamall.com/files/image/230/pic.pdf

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

ONWARD（全国）
ONWARD MEMBERS Point2倍キャンペーン
キャンペーン期間中、オンワードメンバーズ対象ショップにて
定価商品をお買い上げのお客様は、ステージに応じてポイント
の還元率が【通常の2倍】になります。
また、イベント公演 ペア鑑賞チケットプレゼントキャンペーンも
実施します。詳細は以下のホームページをご参照ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ：全国のオンワードメンバーズ対象ショップ
※一部対象外ショップがございます。
＜URL＞ https://www.onward.co.jp/premium̲friday/shop/

DʼURBAN （全国）
Premium Friday Campaign
8月31日（金）〜9月2日（日）の期間中、対象のダーバンショップでお
買い上げのお客様にアプリで使用できるポイントをプレゼント！
シリアルコードが記載されたカードをお渡ししますので、ダーバンアプリ
にてシリアルコードを入力し、ご応募いただくことで100ポイントをプレ
ゼントします。
さらに！ キャンペーン終了後に抽選で5名様に5000ポイントをプレゼ
ントします。
注意事項、実施店舗など詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 対象のダーバンショップ
＜URL＞ http://www.durban.jp/news/info/001919/

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 本紙 「プレミアムフライデー直前情報」について
プレミアムフライデーの過ごし方についての選択の一助となるよう、全国各地で実施が予定されている取組の一部について、
紹介させていただいておりますが、掲載情報は、プレミアムフライデー推進協議会に寄せられたものに加え、プレミアムフライ
デーロゴマーク申請企業による公開情報から事務局の判断で選択させていただいたものを含みます。削除等ご希望の方は、
事務局までご連絡ください。
また、事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、ぜひお寄せく
ださい。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp
※上記、「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー ８月の事例】
ローソン （全国）
水・木・金３日間限定でプレミアムな商品を発売！ ちょっと贅沢な焼そばを！
毎月月末の金曜日は、「プレミアムフライデー」！
今月もちょっと贅沢したい商品を発売します！
今月は、「海鮮あんかけ焼そば」 （ローソン標準価格 680円(税込)）を
8月29日(水)、30日(木)、31日(金)の期間限定で販売。
海老、いか、ホタテの3種類の海鮮具材を使った贅沢なおいしさ。
オイスターソースと鶏がらスープで旨味をきかせ、海鮮具材のおいしさを
引き立てたコクのあるあんかけ焼そばです。
麺は高温で焼き、香ばしく仕上げました。是非ご賞味を！

■日時 ： 2018年8月29日（水）〜31日（金）
■場所 ： 全国のローソン ※店舗によって取扱のない場合がございます。
＜URL＞ http://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1341419̲4659.html

キャスティング （全国）
8月のプレミアムフライデー アプリにクーポン配信!!
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8/31（金）〜9/2（日）有効のクーポンを、
『キャスティングアプリ』に配信！！週末の釣りを楽しみましょう！！
《クーポン内容》 税込5,400円以上お支払いでさらに〈300ポイント〉プレゼント
《クーポン配信日》 8/30（木） 『キャスティングアプリ』のプッシュ通知にて配信

■クーポン有効期限 ： 2018年8月31日（金）〜9月2日（日）
■場所 ： 全国のキャスティング店舗
＜URL＞ http://castingnet.jp/news/detail.php?no=62816

ＢＯＯＫＯＦＦ （東京都／神奈川県）
あなただけの１冊で、豊かな週末を。
東京・神奈川の5店舗限定で、8月31日（金）のプレミアムフライデーに、実施
店舗にて、当日の16時以降に本500円以上お買い上げいただくと、9月1日
（土）から使える『本500円割引券』をプレゼントいたします。この機会に是非
ご来店ください。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 16:00〜
■場所 ： ＢＯＯＫＯＦＦ 秋葉原駅前店、飯田橋駅東口店、横浜ビブレ店、
ＢＯＯＫＯＦＦ ＰＬＵＳ 荻窪駅北口店、西五反田店
＜URL＞ https://www.bookoff.co.jp/event/lp/pf̲20170224.html

キャンペーン（小売）

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（小売）

シュープラザ／東京靴流通センター （全国）
毎月末の金曜日「プレミアムフライデー」は、『靴の下取り3倍キャンペーン』を開催します！
履かなくなった不要な靴を店舗にお持ちいただくと、
下取り割引券と交換できる大好評の『靴の下取りキャンペーン』。
通常、1足につき200円（税込）分の割引券のところ、
プレミアムフライデーは、なんと通常の3倍！
600円分の割引券と交換します！
下取り割引券は、お渡ししたその場でお使いいただけます。
おトクに新しい靴を買って、週末を、
そして次の月をフレッシュな気分で楽しみましょう！

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： シュープラザ、東京靴流通センター各店
＜URL＞ https://www.chiyodagrp.co.jp/shop-campaign/premium-friday/

二木ゴルフ （通販）
どうする？ 月末金曜日。
もちろんゴルフもオススメです！
月末金曜のゴルフを応援！
オンライン限定 プレミアムフライデー限定クーポン
配信いたします。

■クーポンご利用期間 ： 2018年8月24日（金）〜31日（金）
■場所 ： 二木ゴルフ オンライン
＜URL＞ https://www.nikigolf.jp/special/contents-right.aspx?id=prfriday/index.html

パソコン工房 （通販）
お買い得アイテムがたっぷり詰まった、特別な週末。
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。
■キャンペーン開催スケジュール
プレミアムフライデー : 2018年8月31日(金)12:00〜9月3日(月) 11:00まで
タイムセール開催予定 : 2018年8月31日(金)17:00〜23:59まで
＜URL＞ https://www.pc-koubou.jp/pc/premium̲friday.php

【プレミアムフライデー ８月の事例】
串カツ田中 （全国）
8月のプレミアムフライデー
今月のプレミアムフライデー 8月31日(金)は、
〔1〕まるごとトマト爆弾串を当日限定300円（税抜）で販売
〔2〕野菜串カツ3種盛りをお得な250円（税抜）で販売
〔3〕15時オープン（ランチ営業店舗は通し営業）
〔4〕終日串カツ全品100円（税抜）
〔5〕大阪名物を食べて大阪気分を楽しもう！
皆さまのご来店をお待ちしております！

■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜
■場所 ：全国の串カツ田中店舗（一部店舗を除く）
※対象外店舗の詳細は、WEBサイトでご確認ください
＜URL＞ https://kushi-tanaka.com/news/entry/656

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 ： 2018年8月31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/

すたみな太郎 （全国）
プレミアムフライデーは金麦が1杯1円！
プレミアムフライデーは、毎月お1人様金麦1杯1円！
各月のプレミアムフライデーの前日までHPに掲載されているクーポンの画面
を保存、または印刷したものをプレミアムフライデーの当日に店舗でご提示く
ださい。お1人様1杯金麦1円でご提供します！

■日時 ： 2018年8月31日（金） 〜9月2日（日）
■場所 ： 全国のすたみな太郎各店
＜URL＞ http://t-stamina.jp/topics/8922.html

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー ８月の事例】
不二家レストラン （全国）
不二家レストラン店舗限定 8/31(金)は「プレミアムフライデー」！
不二家レストランでは、8/31（金）『プレミアムフライデー』の限定サービス
として【生ビール】を1杯無料でサービスいたします。
（※一部店舗を除きます）
また、『お子様限定』で【プチコロ1回】または【ミルキー1箱】をご来店のお
子様にプレゼントいたします。

■日時 ： 2018年8月31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
（実施店舗については、以下ＵＲＬをご参照ください）
＜URL＞ http://www.fujiya-fs.com/topics/2018/080901.html

サーティワンアイスクリーム （全国）
サーティワンのプレミアムフライデー
毎月末の「金・土・日」3日間は、サーティワンのプレミアムフライデー。
バラエティパック（レギュラー）を買うと、レギュラーシングルコーン
プレゼント券を差し上げます。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 〜9月2日（日）
■場所 ： 全国のサーティワンアイスクリーム
（一部、販売していない店舗がございます）
＜URL＞ http://www.31ice.co.jp/contents/sp/topics/170520̲01.html

銀座ライオン／ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ （全国）
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 ： 2018年8月31日（金） 開店〜18:00
■場所 ：全国の銀座ライオン・YEBISU BAR 実施店舗
＜URL＞ https://www.ginzalion.jp/event/premiumfriday/

キャンペーン（飲食）

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（飲食）

ビールマルシェ（横芝光町商工会） （千葉県）
８/３１ ビールマルシェ ヨリドコロがビアガーデンに！
プレミアムフライデー特別企画。横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」が
「ビアガーデン」となる納涼イベントです。
プレミアムフライデーの８月３１日（金）午後５時３０分から開催します。
大木式ソーセージをはじめ５店の屋台が出店し、ビールが楽しめます。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 17:30〜20:00
■場所 ： 横芝駅前情報交流館 ヨリドコロ
＜URL＞ http://www.shokokai.or.jp/12/yokoshibahikari/index.htm#sin56930

地ビールフェスタ in 米子（角盤町商店街振興組合） （鳥取県）
国内外からクラフトビール、地酒が集結！
場所は角盤町「える・もーる一番街」、8月31日（金曜日）をスタートに、今
後毎月プレミアムフライデーに定期的に「地ビールフェスタ in 米子」が開催
されます。
大人気の大山Gビールをはじめ、今話題沸騰の475ビール（ヨナゴビール）も
出展、その他国内外のクラフトビール、地酒が集結します。
各種料理のお店やフードカーも出店し、各店舗が地域産品を取り入れた商
品を必ず1品以上販売します。
職場の親睦に、友人・仲間内で、またまたご家族で、ぜひプレミアムフライ
デーの午後は、える・もーる一番街でごゆっくりお楽しみください。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜21:00
※9月以降も、年間を通じて毎月プレミアムフライデーに開催されます。
なお、12月は21日（プレミアムフライデーの1週前）です。
■場所 ：える・もーる一番街、ひまわり駐車場（やよいデパート跡地）
＜URL＞ http://www.city.yonago.lg.jp/24320.htm

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（飲食）

JR東日本東北総合サービス（株） 仙台支店 （宮城県/山形県/福島県）
プレミアムフライデーは Suica でおトク！ プレミアムサンデーも Suica でおトク！
2018年8月から2019年3月までの最終金曜日、仙台駅、長町駅、米沢駅、新白河駅、
会津若松駅のSuicaで貯まるJRE POINT加盟対象店舗（飲食・物販店）において、「JRE
POINT 10倍キャンペーン」を実施いたします。
また、2018年8月から2019年3月までの最終日曜日、仙台駅、くりこま高原駅、山形駅
、米沢駅、郡山駅、新白河駅、会津若松駅のSuicaで貯まるJRE POINT加盟対象店舗（
おみやげ店）においても、「JRE POINT 10倍キャンペーン」を実施いたします。
いずれも、通常、登録したＳｕｉｃａでのお買い物200円（税込）につき１ポイントのところ、
期間中は10ポイントが貯まります。
月末金曜のプレミアムフライデーと月末日曜のプレミアムサンデーはSuicaでおトクに！
※事前にJRE POINT WEB サイトへのSuicaの登録（無料）が必要です。

■日時 ： 2018年8月から2019年3月までの最終金曜日（プレミアムフライデー）
2018年8月から2019年3月までの最終日曜日（プレミアムサンデー）
■場所 ：管内のSuicaで貯まるJRE POINT加盟対象店舗
（詳細は以下のURLをご参照ください）
＜URL＞ http://www.livit.jregroup.ne.jp/company/news-release/article/premium-fridaysunday.html

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ ■■■□□
■ 本紙 「プレミアムフライデー直前情報」について
プレミアムフライデーの過ごし方についての選択の一助となるよう、全国各地で実施が予定されている取組の一部について、
紹介させていただいておりますが、掲載情報は、プレミアムフライデー推進協議会に寄せられたものに加え、プレミアムフライ
デーロゴマーク申請企業による公開情報から事務局の判断で選択させていただいたものを含みます。削除等ご希望の方は、
事務局までご連絡ください。
また、事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、ぜひお寄せく
ださい。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp
※上記、「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） （長崎県）
【フライデーナイトＪリーグ】 8/31(金)はサッカー観戦＠トラスタに行こう！
仕事や他の予定で土日をサッカー観戦に費やせない…。
そんな人に、Ｊリーグから新しいライフスタイルを提案！
スタジアムでしか味わえない興奮・感動を、金曜日の夜にみなさんにお届けします♪
今までにない金曜日の楽しみ方として、ビール片手に仲間と一緒にスタジアムで過ごす時間はいかが
ですか？
まだスタジアムへ行ったことがない！という人でも、日常では味わえない興奮を体験できますよ♪
8月31日のトラスタは、アイス食べ放題からアーティストライブまでイベントが盛りだくさん！
２０１８明治安田生命Ｊ１リーグ
第25節 Ｖ・ファーレン長崎 vs 湘南ベルマーレ
＜イベント情報＞
その１：来場者プレゼント
ご来場者先着15,000名様に、限定オリジナルＴシャツをプレゼントいたします。
その２：湘南乃風のメンバー・若旦那が来場！！
アーティスト・湘南乃風のメンバー、若旦那が来場します。
ハーフタイムにはあの曲を熱唱予定！みんなで盛り上がろう！
その３：チリンチリンアイス食べ放題！
高校生以下のご来場者限定で、当日の観戦チケットを見せれば、長崎名物・チリンチリンアイス
が食べ放題！
暑い日が続いた夏の終わりにひんやりアイスで疲れを癒しませんか。
※なくなり次第終了します。
その４：成功すると100万円！ＤＡＺＮチャレンジ！
「DAZNチャレンジ」とは、所定の位置(ペナルティエリアライン)からゴールに向かってボールを
蹴り、クロスバーに当たれば成功です。
成功すると「100万円」がもらえるスペシャルイベントです。
果たして初の成功者は誕生するのか！？ぜひスタンドから声援を送ってください。
※参加応募は締め切りました。
【時間】 18:45〜 (※選手ウォーミングアップ終了後)

■日時 ： 2018年8月31日（金）19:00キックオフ
■場所 ： トランスコスモススタジアム長崎
<URL> https://www.jleague.jp/fnj/2018/match/nagasaki-shonan.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

JR東日本 JRE POINT （全国）
８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5,400円(税込)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♪＊♪
※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。
※１回のお買上げ金額がポイント対象金額に満たない場合は、合計金額に含まれません。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 0:00 〜 9月2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/0060000155

三井住友VISAカード ココイコ！ （全国）
毎週金曜日はココイコ！の日
〜全ショップ ポイント＋３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！
2019年3月までの毎週金曜日は「ココイコ！」の日。
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＋３倍またはキャッシュバック+1.5％。
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 ： 2018年4月〜2019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/event̲sp/435/

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

オリエントコーポレーション （全国）
オリコカードでちょっと素敵な週末を。 PREMIUM FRIDAY キャンペーン
期間中にエントリーのうえ、カードショッピングを30,000円（税込）以上
をご利用頂いた方の中から、抽選でプレゼント！
さらに、プレミアムフライデー当日（8月31日、9月28日、10月26日、
11月30日）の4日間の内、1日の利用で2口、2日の利用で4口、
3日の利用で6口、4日の利用で12口！
詳細は、以下のURLをご覧ください。

■エントリー期間 ： 2018年8月15日（水）〜2018年11月30日（金）
<URL> https://www.orico.co.jp/campaign/1808151130̲friday/

サントリービール （全国）
「金曜日はプレモル買って、ＴＳＵＴＡＹＡに行こう！！」
毎週金曜日、全国のＴＳＵＴＡＹＡ店舗で、未開封のサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」
ブランド１本を提示すると、旧作ＤＶＤレンタルが１本無料に！

■日時 ： 2018年2月23日（金）〜12月28日（金）までの毎週金曜日
■場所 ： TSUTAYA対象店舗 http://tpcm.jp/pf
■内容 ： 毎週金曜日に、ＴＳＵＴＡＹＡ対象店舗（※一部対象外の店舗あり）
でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド１本を提示すると、
旧作ＤＶＤレンタルが1本無料になるキャンペーンを実施。
■対象製品 ： 「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド全商品
※未開封の商品のみが対象となります。
<URL> https://www.suntory.co.jp/beer/premium/campaign/tsutaya/

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

ＴＯＨＯ ＣＩＮＥＭＡＳ （全国）
「ミッション：インポッシブル／フォールアウト」 「オーシャンズ８」で使えるＬＩＮＥ友だち
限定クーポンを配信！
8月31日（金）は、プレミアムフライデー！金曜日は、映画で笑顔に！
ＬＩＮＥの友だち限定で、8月31日（金）の15時を過ぎてから使用できる作品限定クーポンを配信します。
対象作品は、「ミッション：インポッシブル／フォールアウト」 「オーシャンズ８」の作品限定で、1,100円で
鑑賞できるＬＩＮＥ友だち限定クーポンを配信します。

■日時 ： 2018年8月31日（金）15:00〜当日営業時間内までクーポン使用可
※クーポン配信は、8月31日（金）am8:00より
■場所 ： TOHO CINEMAS
<URL> https://www.tohotheater.jp/campaign/premiumfriday20180831.html

松竹マルチプレックスシアターズ （全国）
8月31日はプレミアムフライデ−
ＳＭＴの映画館でお得に映画を楽しもう！
㈱松竹マルチプレックスシアターズでは、「プレミアムフライデー」を楽しむ皆様を応援。
2018年8月31日（金）に、映画をお得に楽しんで頂ける以下のキャンペーンを実施致します。
月末の金曜日、早めに仕事を終えて、ちょっと豊かな週末を過ごしませんか？
SMT Members限定
インターネットチケット購入で、15時以降映画が1,100円！
SMT Membersの方限定。8月31日（金）15時以降上映開始の作品をインターネットチケット購入
すると、映画が1,100円でご覧いただけます。（特別興行、一部作品を除きます。）

■日時 ： 2018年8月31日（金）
■対象劇場 ：新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、神戸国際松竹、ＭＯＶＩＸ全劇場
（東劇は特別興行中につき、対象外となります）
<URL> https://www.smt-cinema.com/news/detail/005216.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

バンダイナムコアミューズメント （全国）
8月もやります！プレミアムフライデー！
ナムコのお店でもーっとお得に遊べるチャンス！！
①8月31日限定！ナムコポイントアプリのチェックインポイント
が通常の5倍！！
②ゲットした5000ポイントで、9月2日まで使えるプレミアムな
チケットと交換できる！
お店でお得に遊んじゃおう！！
サービス内容は店舗によって異なります。
直接店舗にお問い合わせください。
■日時 ： 2018年8月31日（金） 〜 9月2日（日）
■場所 ：バンダイナムコアミューズメント 対象店舗
<URL> https://bandainamco-am.co.jp/event/others/premium̲friday̲20180824.html

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
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。
8月31日(金)限定で、15時からワンコイン体験を開催します。
（体験料 1回500円：税込）
同僚、友達、家族をお誘い合わせのうえ、月末金曜の豊かな
自由時間をお楽しみください。
■日時 ： 2018年8月31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）
https://news.central.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/201808pfd.pdf
<URL> https://news.central.co.jp/notice/201808pfd

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

SPAT4プレミアムポイント （全国）
月末金曜日は南関競馬！
プレミアムフライデー当日は「15時以降のレース」がポイント3倍！
8/31(金) 船橋全レース(15時以降に発走を予定しているレース)
がポイント3倍！
本キャンペーンはエントリーした方のみが対象です。
（エントリー期限：2018年8月31日23時59分まで）
詳細は、以下のHP内、『プレミアムフライデーキャンペーン【8月】』を
ご参照ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金）
<URL> https://www.spat4pp.jp/spat4/pp

東京国立近代美術館 （東京都）
MOMATサマーフェス
東京国立近代美術館では、7月から9 月にかけて、大人も子どもも、
昼も夜も楽しめる夏のイベント「MOMATサマーフェス」を開催します。
展覧会を中心にイベントやワークショップを開催するほか、金曜・土曜
はナイトミュージアムとして夜9時まで開館し、お得な夜の割引料金で
観覧いただけます。芝生の緑が心地よいガーデン・カフェも夜はビアバ
ーとして楽しめます。
所蔵作品展「MOMAT コレクション」では、対話による参加型プログラム
「所蔵品ガイド」を毎日実施。毎週金曜には「フライデー・ナイトトーク」、
また夏休みにあわせた子ども向けプログラムも実施します。
週末の仕事帰りや夏休みにご家族で、また訪日外国人観光客の皆様
にもおすすめです。
この夏はぜひMOMATで新しい美術館の楽しみ方を体験してください。

■日時 ： 2018年7月20日（金）〜9月17日（月・祝）
※開館時間：10:00-17:00（金曜・土曜21：00まで）入館は閉館の30分前まで
※金曜・土曜の17時以降は、割引料金でご覧いただける、お得な「5時から割引」を実施中！
■場所 ： 東京国立近代美術館
<URL> http://www.momat.go.jp/am/exhibition/summer̲festival2018/

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

ローズマリー （全国）
8/31(金) 「プレミアム フライデー」 美容イベント開催！
9/1(土)発売の「ナチュラグラッセ メイクアップベース シアーモイスト」を
発売前にお試しいただけます！ お試しいただいた方に「メイクアップベ
ース サンプル (3回分)」をプレゼント！
さらに！同商品を発売前にご予約いただいた方には「チャントアチャーム
のサンプルセット(1週間分)」をプレゼント！
詳細は、以下のHPをご参照ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金）15:00〜閉店時間まで
■場所 ： ローズマリー 各店
<URL> http://www.rosemary-web.com/news/detail/?nid=96

東京ドームシティ （東京都）
東京ドームシティでプレミアムフライデー
月末の金曜日みなさんはどんな時間を過ごしますか？
東京ドームシティは抜群のアクセス！！
仕事を終えた後すぐにOFFタイムに入ることができます。
遊園地からボルダリング、宇宙ミュージアム、温泉に、
ショッピング、お食事まで・・・。特別な金曜日をちょっと豊かに。
■日時 ： 2018年8月31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/

ロッテ葛西ゴルフ （東京都）
プレミアムフライデー 〜月末金曜日は、Let's Enjoy Golf〜
下記期間中に、ICカードに20,000円をチャージしていただくともれなく
サントリー！プレミアムモルツ350ml６缶パックをプレゼントいたします。
さらに、神泡キットとオリジナルグラスもお付けいたします!!
※お一人様一回限りとさせていただきます。数量限定のため、無くなり次第終了となります。

■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜19:00
■場所 ： ロッテ葛西ゴルフ
<URL> http://www.lottekasaigolf.com/event/detail/180823/index.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

キャンペーン（サービス）

浦安ブライトンホテル東京ベイ （千葉県）
ブライトンのプレミアムフライデー
お得な特典いっぱいの プレミアムフライデーを
浦安ブライトンホテル東京ベイで 楽しみましょう。
8月は”毎週金曜日”プレ金開催！
詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 浦安ブライトンホテル東京ベイ
<URL> https://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/restaurant/topics/p-friday.html/

（公財）名古屋市教育スポーツ協会 富田北プール （愛知県）
プレミアムフライデーキャンペーンのお知らせ
毎月末金曜日（プレミアムフライデー）の午後３時から午後５時までに
大人の回数券をご購入いただいたお客様に「ちょっといいもの」をプレ
ゼントいたします。
詳細は、以下のURLをご覧ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜17:00
※11月までの各月のプレミアムフライデーに実施します
■場所 ： 名古屋市富田北プール １F事務所受付
<URL> http://www.nespa.or.jp/system/news̲data/17/201804251654038879.pdf

帝国ホテル大阪 （大阪府）
帝国ホテル大阪のプレミアムフライデー！
いつもより少し早めにお仕事を終えた後は、レストランで少し優雅なひとときを過ごしたり、ゆったりホテ
ルステイを満喫したり･･･帝国ホテル大阪では、そんな時間にぴったりのプランをご用意しております。
詳細は、以下のURLをご参照ください。

■日時 ： 2018年8月31日（金）
※同サービスは、2018年9月までの毎月最終金曜日に実施中
■場所 ： 帝国ホテル大阪
<URL>
https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/restaurant/other̲plan/plan/premium̲friday.html

【プレミアムフライデー ８月の事例】

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。
■場所 ： エコレンタカー交野店
<URL> https://ecoren.jp/premium̲friday/

江坂ゴルフセンター （大阪府）
8/31(金）はプレミアム 【女性限定】 優待デーです！！
月末金曜日は女性ゴルファーにはうれしい特典がいっぱい！！
【お試しレッスン】に女性グループで参加しよう！
8月31日（金）ゴルフスクール 初心者向けお試しレッスン
①12:15〜、②19:00〜、③ 20:30〜
レッスン時間60分／各回定員6名／お一人様3,240円（税込）
女性グループ2名で受講しても、3名で受講してもおひとり分の料金で受講できます！！
その他、グリーン60分無料サービスもございます。
詳細は、以下のURL内キャンペーン＆イベントのページをご参照ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金）
■場所 ： 江坂ゴルフセンター
<URL> https://golf.amenity-esaka.com/

ボートピア梅田 （大阪府）
8/31（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。
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。)
抽選券を期間内［9/1(土)〜10(月)］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。 詳細は、以下のURLをご参照ください。
■日時 ： 2018年8月31日（金） 15:00〜20:00
■場所 ： ボートピア梅田
<URL> http://www.boatrace-suminoe.jp/umeda/event/

【プレミアムフライデー ８月の事例】

その他

大阪城公園ナイトラン実行委員会 （大阪府）
大阪城公園ナイトラン
平日の夜に実施する大阪城公園でのランイベントです。
今年度は、プレミアムフライデーに合わせて５月から９月までの月末金曜日に開催します。
この「大阪城公園ナイトラン」、８年目を迎えコースが大きく変わります。ライトアップされた大阪城の景観が楽し
めるほか、ペースメーカーの導入やクリニックを併催。仕事帰りの方も気楽に参加できます。
ベテランから初心者の方まで、会社の同僚、仲間たちとの親睦に。ライトアップされた大阪城公園で爽やかな汗
を流してください。皆様のご参加お待ちしております。
※今月の参加のお申し込みは既に締め切られておりますが、次回９月以降のお申込みは、以下のホームページ
内にありますエントリーサイト【ランネット・JTBスポーツステーション・スポーツエントリー・スポーツナビDo・ローソ
ン】にて、受け付けております。
■ 日時 ：
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

５月２５日（金）
６月２９日（金）
７月２７日（金）
８月３１日（金）
９月２８日（金）

ー受付終了ー
ー受付終了ー
ー受付終了ー
ー受付終了ー

各回とも、受付は午後５時から各種目スタート１５分前まで
午後６時００分 １０キロ【一部】（制限時間６０分）
午後７時００分 ファンラン【約４キロ・約６キロ】（制限時間４０分）
午後７時４０分 １０キロ【二部】（制限時間８０分）
午後７時４０分 リレー１０キロ（制限時間８０分）
■ 場所 ：大阪城公園 太陽の広場（大会受付会場）
（アクセス）
ＪＲ大阪環状線 大阪城公園駅下車徒歩３分
ＪＲ・地下鉄・京阪 京橋駅下車徒歩１４分
ＪＲ・地下鉄 森ノ宮駅下車徒歩１５分
※前年の受付場所から変更になっておりますのでご注意ください。
＜URL＞ http://sponichi-marathon.com/osaka̲castle/

太田市美術館・図書館 （群馬県）
８月度 金曜名画座を開催します！
ようこそ！！銀幕の世界へ
プレミアムフライデー企画 映画上映会
月末金曜は、ちょっと豊かに。「映画を見よう」
■日時 ： 2018年8月31日（金）14:00〜
■場所 ： 太田市美術館・図書館 ３Ｆ視聴覚ホール
<URL> http://www.artmuseumlibraryota.jp/post̲event/2433.html

