


「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL

＜ラヴァネラ＞保湿トリートメントサービス
2/24

午後3時～
会社帰りにリラックスできるサービスを提供します。

＜ネイルズユーニーク＞保湿トリートメントサービス
2/24

午後3時～
3240円（税込）以上の施術のお客様へ左記内容をサービス。

＜キッチンステージ＞有料試飲・試食（仮称）
2/24

午後3時～

食品特設会場にて、ワイン・日本酒・焼酎とお酒に合う各種お惣菜を有

料でお楽しみいただけます。

＜レストラン＞レストランで楽しむ昼下がり
2/24

午後3時～
専用のスペシャルメニューをご用意します。

＜食品＞ちょっと贅沢なスウィーツ
2/24

午後3時～

数量限定で、スウィーツやパン、惣菜に至るまで、ちょっと贅沢をテーマにし

た商品をご用意いたします。

午後3時からのプレミアムメニュー/ご注文特典

道内札幌三越限定ショップ〈JPH〉・〈AFTベイク＆ティーラウンジ〉、食品

フロアのダイニングバーや喫茶を活用した、1日限りのメニューやご注文特

典のご提案。

午後3時からの月末フライデーセール 各階でのタイムセールを実施予定。

リビングフロアの体験セミナー

アロマランプのブレンドアドバイス会を開催、自分だけの香りをたのしんだ

り、枕の寝比べ体験会を実施。

ゆったりお買物を楽しんで頂けるイベント企画。

スタイリングコーディネート　サロン　マイ・クローゼット
午後3時からご予約いただいた方にお茶をサービスし、通常より上質なひ

とときをお過ごしいただくようおもてなしを実施します。

㈱大丸松坂屋百貨店　 大丸 札幌店

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。

抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使えるお買物券が当たり

ます。

㈱札幌丸井三越　 丸井今井札幌本店

㈱札幌丸井三越　 札幌三越店

実施店舗

【北海道地区】

[北海道]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

札幌店
2/24

15時～20時

ハンバーグプレートランチにビール小瓶＆ビッグハンバーグサービス

　1,300円+税　＜10食限定＞

（6階スイーツスマイル）

2/24

15時～20時

ガトーショコラ丸ごとパフェ　800円+税　＜10個限定＞（6階スイーツス

マイル）

2/24

15時～20時

「お父さんと一緒にハマビーズを作ろう！」　　参加費；540円（１組に

つき）お父さんはネクタイピン、お子様はキーホルダーにそれぞれのイニシャ

ル（2文字）で制作。親子がともに過ごす時間の提供。

お互いに交換してプレゼントしあえば、大切な思い出に。（８階ボーネル

ンド）

2/24

15時～20時

イージーオーダーをご利用で、お好きなオプションを1つサービス。（7階紳

士服）

【1階ペシェ・ミニョン】プレミアムフライデー　限定メニュー提供
2/24

14時から18時まで

24日1日限り。14時から18時まで「プレミアムフライデー限定メニュー」を

ご提供！

＜メニュー＞・そば粉のガレットとシードルのセット　1,296円（税込）

http://www.pechemignon.co.jp/news/
2017/02/3380/

【地階】プレミアムな時を過ごす「おすすめワイン試食・販売会 2/24～2/26
家族・恋人・友人とともにゆったりと楽しむひとときにオススメするワインを厳

選し、試飲・販売会を行います。

フジマル・バー
2/24

3時～7時
ホテル　ヌプカとタイアップ　地階食品売場にてミニバー開設

各階3時よりお買い得品
2/24

3時～
各階3時よりお買い得品のセール実施

化粧品　お直しサービス
2/24

3時～
1階　化粧品売り場にてお化粧直しサービス実施

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱函館丸井今井 丸井今井函館店

㈱藤丸

㈱東急百貨店　
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

末金(マツキン)のお取り寄せ 2/24～2/26 百貨店ならではのお取り寄せスイーツの限定販売。

金曜食品大市 2/24
ホームパーティー・家飲み・お土産など、プレミアムな週末に欠かせないこ

だわりの品と、会員様にお得な「さくら野ポイント5倍」

メイクアップフライデー 2/24
各店化粧品コーナーにて、週末の女性を応援する特別企画をご用意。

会員様は化粧品コーナー限定「さくら野ポイント2倍」

“お買い物して、プレミアムなときを過ごそう。”プレミアムフライデープレ

ゼントキャンペーン
2/24～2/26

期間中、お買い物頂いたお客様の中から抽選で市内レストランお食事

券プレゼント。

プレミアムコース 2/24～2/26

頭皮スッキリ髪ツヤツヤ。プレミアムコースを１５時～半額でご提供致し

ます。

(５階　美容室　ネオヒス)

末金(マツキン)のお取り寄せ 2/24～2/26 百貨店ならではのお取り寄せスイーツの限定販売。

金曜食品大市 2/24
ホームパーティー・家飲み・お土産など、プレミアムな週末に欠かせないこ

だわりの品と、会員様にお得な「さくら野ポイント5倍」

メイクアップフライデー 2/24
各店化粧品コーナーにて、週末の女性を応援する特別企画をご用意。

会員様は化粧品コーナー限定「さくら野ポイント2倍」

末金(マツキン)のお取り寄せ 2/24～2/26 百貨店ならではの、お取り寄せスイーツの限定販売。

金曜食品大市 2/24
ホームパーティー・家飲み・お土産など、プレミアムな週末に欠かせないこ

だわりの品と、会員様にお得な「さくら野ポイント5倍」

メイクアップフライデー 2/24
各店化粧品コーナーにて、週末の女性を応援する特別企画をご用意。

会員様は化粧品コーナー限定「さくら野ポイント2倍」

HIROCOLLE SPURING2017 FASHION SHOW 2/26
2017年のスプリングコレクションをいち早くご紹介。多彩でココロ弾むファッ

ションショー。

http://sakurano-dept.jp/

http://sakurano-dept.jp/

㈱さくら野百貨店　 弘前店

㈱さくら野百貨店　 本店

㈱さくら野百貨店　 八戸店

http://sakurano-dept.jp/

【東北地区】

[青森県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

レストラン＆カフェプレミアムメニュー 2/24～2/26 3日間限定プレミアムメニューを提供！

イタリアワイン試飲販売会 2/24～2/26 当店人気№1赤ワインを試飲販売！

カシミヤ ニット販売会 2/25～2/26 春でも着られる白田のカシミヤ販売会

季節のアロマを体感イベント 2/24～2/26 生活の木のウェルカムアロマをご体感

白龍チータンタンサービス 2/24～2/26 16時～18時30分 にじゃじゃ麺ご注文の方

うまいもの大会限定販売 2/24～2/26 17時より3日間限定商品の販売あり

末金(マツキン)のお取り寄せ 2/24～2/26 百貨店ならではのお取り寄せスイーツの限定販売。

金曜食品大市 2/24
ホームパーティー・家飲み・お土産など、プレミアムな週末に欠かせないこ

だわりの品と、会員様にお得な「さくら野ポイント5倍」

メイクアップフライデー 2/24
各店化粧品コーナーにて、週末の女性を応援する特別企画をご用意。

会員様は化粧品コーナー限定「さくら野ポイント2倍」

http://sakurano-dept.jp/

㈱さくら野百貨店　 北上店

㈱川徳

[岩手県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

化粧品おめかしフライデー
2/24

午後4時から8時まで

金曜の午後、春メイクでより美しく変身し、楽しい時間を過ごして頂きま

す。他、美肌へ導く、肌カウンセリング等も実施します。

友人・同僚と「ちょい吞み」メニュー

2/24

午後3時～

2/26

油淋鶏、青菜の炒め物 + ジョッキ生ビール一杯

（燕来香）

友人・同僚と「ちょい吞み」メニュー

2/24

午後3時～

2/26

季節の焚き合わせ、豆腐ハンバーグ、鮪山かけ、香の物+ ジョッキ生ビー

ル一杯

（佑次庵）

友人・同僚と「ちょい吞み」メニュー

2/24

午後3時～

2/26

タンドリーチキン、シシカバブー、生野菜サラダ+ ジョッキ生ビール二杯

（タージ）

友人・同僚と「ちょい吞み」メニュー

2/24

午後3時～

2/26

おつまみ二品盛り合わせ + やくらい瓶ビール 小瓶2本

（おこん伊達）

０次会をカフェではなくヴェランダで！ 2/24
メゾン・ド・ブラッスリー　ヴェランダにて16：00～選べるフランス風サンド

イッチ「カスクルート」+セットドリンク　税込1,080円

会社帰りにみんなで宴会 2/24
森のパルクにて15：00～10名様以上団体限定　プレミアムフライデー

特別コース

一週間のご褒美に樽生ビールをプレゼント 2/24
森のパルクにて17：00～（2名様ご利用可能）

コース注文で工場直送樽生ビール全7種類からお好きなものをプレゼント

家にかえって作ろうこだわりのディナー 2/24
精肉売場　①普段料理をしないパパが家族サービス。国産牛　スジ煮

込み用100ｇ　322円　②仙台黒毛和牛　スネ肉　100ｇ702円

プレミアムフライデーにパンを買って帰ろう！ 2/24
藤崎初登場の５種類を含む全10種類の100円パン（税込108円）

を販売。

プレミアムマリアージュ 2/24 料理とワインとの組合せにこだわった試飲販売会

グリーングルメ(惣菜コーナー)ベーカリー1日限定10％OFF 2/24 通常割引販売していない惣菜コーナー、ベーカリーを１日限りの割引販売

プレミアムメニュー&"フライ”デー 2/24 フライデーと"フライ”を掛け揚げ物の特集(各惣菜コーナーにて)

[山形県]

㈱大沼　 本店

http://www.fujisaki.co.jp

㈱エマルシェ　 さくら野百貨店仙台店

㈱藤崎

[宮城県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

金曜夜！楽しく飲みたい

赤・白ワインセミナー
2/24

地下１階　午後5時～　プレミアムフライデーに最適なワインを

厳選して、お飲みいただきながら、ワインがさらに楽しくなるお話しをいたし

ます。

バイタミックス

デモストレーション
2/24～26

7階イベントスペース各日午前11時、午後3時　公認デモストレーターが

実演を交えながら、特徴や使い方を紹介します。

アーマテラスカフェ

午後2時30分からの限定メニュー
2/24～26 4階アーマテラスカフェで特別限定メニューの販売

アフタヌーンティー･テールーム

パンボックス限定販売
2/24～26

2階アフタヌーンティー･テールーム

パンボックス（7点入）各日30個限り 税込1,188円

エルマールプラス

プレミアムフライデー限定メニュー
2/24～26

10階エルマールプラス

チーズフォンデュ（2～3人前）税込1,580円

鞄工作社いたがき

名入れ刻印サービス
2/24～26

税込32,400円以上お買上げのお客様に名入れ刻印サービスをいたし

ます。

㈱うすい百貨店

[福島県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

限定スイーツ・限定ミニオードブルの特別販売 2/24～2/26
小田急百貨店を代表するショップの期間限定品各種

(例:1個216円～/税込)(本館・ハルク地下2階)

「トロワグロ」特別アペリティフセット（一口前菜＆グラスワイン）の特別販売
2/24

午後4時～６時
惣菜とワインの期間限定マリアージュ(500円/税込)(本館地下2階)

「エノテカ」ワイン限定セットの特別販売 2/24～2/26
スパークリング・赤・白、各ハーフボトルの３本セット(1,944円/税込)

(ハルク地下2階)

秋田の地酒「飛良泉」お燗特別試飲（無料）
2/24

午後3時～7時
無料特別試飲会の開催(ハルク地下2階)

マンハッタンヒルズプレミアムコンサートの開催（無料）

2/24

午後6時～

午後7時～

レストランフロア特設会場での生演奏(本館13階)

プレミアムフライデーにハルクでゴル婚（ゴルフスクールで婚活)
2/24

午後5時～

屋上ゴルフスクールを貸し切っての婚活イベントを実施

(参加費4,000円/税込/男女とも）(ハルク屋上)

［ポール］限定メニュースパークリングワインセット
2/24

15 時～

パンとキッシュまたはサラダにプレミアムフライデー限定でスパークリングワイン

のセットをご紹介。

[ネイルズユニーク アルティミッド]週末を美爪で過ごそう！ネイル特別

コース

2/24

15時～

普段時間の無い方にも楽しんでいただけるよう、マニキュアカラーリング他

セットの限定コースをご紹介。

［美濃吉、旭鮨、PAOPAO、RF1］お家でゆっくり過ごす週末

プレミアムディナー

2/24 15 時～

2/25 10 時～

2/26 10 時～

普段取扱の無い限定メニューや人気メニューを京王百貨店新宿店オリジ

ナル詰合せでご紹介。

［アンテノール、トップス、モンロワール］お家でゆっくり過ごす週末

限定スイーツ販売

2/24～2/26

店舗により異なる

京王百貨にて通常取扱いの無いケーキやスイーツをプレミアムフライデー

にあわせ限定販売。

[鎌倉ニュージャーマン、塩瀬総本店、銀座鈴屋、山文、鶴屋八

幡、

フォション(パン)、キーコーヒー] お得な週末プチギフト

2/24～2/26

店舗により異なる
対象店舗でお買い上げの方にプチギフトを進呈

㈱小田急百貨店　 新宿店 

㈱京王百貨店　 新宿店

【関東地区】

[東京都]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

仕事が終わったら15時グランデュオに集合

飲もう！食べよう！プレミアムフライデー
2/24

グランデュオ蒲田のレストランにて2/24(金)の15時以降に来店のお客様

にお得な特典をご用意。

JR 東日本グループの３つのポイントがおトク！「プレミアムポイントキャ

ンペーン」
2/24～2/26

期間中にWEB からエントリーの上、合計5,000円（税抜）以上お買

上げの方に、もれなく、JREポイント500ポイント(500円相当)をプレゼント

※ 対象店舗：グランデュオ立川･蒲田含むJREポイント加盟店全店

（駅ビル等68施設2月24日時点）

※ 複数店舗、複数駅ビル会社の合算可（詳細は「JRE POINT」サイト

内のキャンペーンページでご確認ください。）

㈱そごう・西武　 西武池袋本店

足湯　ｄｅ　お花見気分

2/24～2/26

初日は午後3時～

最終日は午後5時ま

で

屋上で足湯に浸かりながら満喫する一足早い「花見気分」をご提案。開

放感あふれる屋上で桜をテーマにした弦楽の生演奏が流れる中、足湯に

癒されながら巨大パネルに描かれる桜をご観覧いただけます。

弦楽三重奏コンサート

2/24(金)

　午後4時

　　・5時

レストラン街スパイス11階特設会場において、クラシックコンサートを開

催。

マジックショー

2/24(金)

午後4時30分

・5時30分

レストラン街スパイス11階フロア内各所をマジシャンが巡回。

足湯イベント 会社帰りに「足湯」でおもてなし 2/24～2/26

プレミアムデーを記念して足湯イベントを実施。

各日15：00～はご利用のお客様に甘酒ふるまいサービスも

１階北口アーケード　参加費無料

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。

抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使えるお買物券が当たる

㈱東武百貨店

http://www.granduo.jp/kamata/index.asp

㈱大丸松坂屋百貨店　 松坂屋 上野店

池袋店

ジェイアール東日本商業開発㈱ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ蒲田

8/48

http://www.granduo.jp/kamata/index.asp


「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

大丸創業300周年記念「300秒マジック　スペシャル体験イベント｣
2/24

10時～21時

300秒＝5分で気軽にお試しいただける2ブランドのメイクアップ体験ブー

スが3階フロアに登場。17時～人気モデルが登場するスペシャルメイク

ショーも開催予定。

■大丸東京店　3階イベントスペース　参加無料

「フラワーカウントダウン」
2/24

14時50分～予定

無数に敷き詰められた花の開閉によって、人の影や文字を映し出す花の

電光掲示板「フラワーミラー」で、プレミアムフライデーを記念して「3・2・1」

のカウントダウンを実施。午後3時の瞬間に乾杯でお祝いします。（予

定）

■大丸東京店　1階メインウインドウ

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。

抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使えるお買物券が当たる

大丸東京店のプレミアムフライデー 2/24～2/26 イベントやお得なコンテンツが盛りだくさん。

＜プレミアムニュー＞

帝国ホテル・大和屋 三玄・五代目 野田岩　三店合同スペシャル

ディナー

2/24～2/26

各日午後5時から

特別食堂の３つの名店の味が一度に味わえるスペシャルメニュー。税込

8100円。各日限定20食。　８階特別食堂

http://www.takashimaya.co.jp/storen
ews/tokyo/topics/syousai.html?id=17
441

＜3時から市＞

期間中の午後3時から、できたて商品やお買得品を取り揃えます
2/24～2/26

各日午後3時から

いつもは午後5時から「五時から市」を開催しているところ、プレミアムフライ

デー期間中限定で3時からスタート。

地下１階食料品フロア

http://www.takashimaya.co.jp/storen
ews/tokyo/topics/syousai.html?id=17
441

この時期だけの福袋

「プレミアムパック」販売
2/24～2/26

地域イベント「プレミアムフライデーin日本橋」開催を記念して、三越日本

橋本店・日本橋髙島屋・YUITO・日本橋案内所、それぞれでオリジナ

ル福袋を販売。　各階

http://www.takashimaya.co.jp/storen
ews/tokyo/topics/syousai.html?id=17
441

「日本橋プレミアムペーパー」を

ご提示でお買上げプレゼント
2/24～2/26

地域イベント「プレミアムフライデーin日本橋」で発行するフリーペーパーを

ご提示のうえ、1階婦人アクセサリー売場・化粧品売場の対象ブランドで

お買上げのお客様に、各ブランド先着で限定サービスやプレゼントをご用

意。

1階婦人アクセサリー、１階化粧品

http://www.nihonbashi-tokyo.jp/pf
※プレミアムフライデーin日本橋　特
設サイト

「プレミアムフライデー　大丸東京店の
詳細はコチラ」

http://www.daimaru.co.jp/tokyo/toky
o_event/

㈱大丸松坂屋百貨店　 大丸 東京店

㈱髙島屋　 日本橋店

9/48

http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.takashimaya.co.jp/storenews/tokyo/topics/syousai.html?id=17441
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/pf/
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/pf/
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/pf/
http://www.daimaru.co.jp/tokyo/tokyo_event/
http://www.daimaru.co.jp/tokyo/tokyo_event/
http://www.daimaru.co.jp/tokyo/tokyo_event/
http://www.daimaru.co.jp/tokyo/tokyo_event/


「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

タカシマヤ タイムズスクエアで学ぼう！ 新“塾”タカシマヤ 2/24～2/26

発酵食品セミナー　　　《学び》

■2月24日（金）午後6時45分～8時30分

■8階 喫茶＜Kouji＆ko＞

■事前予約制　先着10名様　■参加費2,160円(お食事込み)

大島今日シェフによる発酵食品についてのセミナーを開催。セミナーの後

は発酵食品を使ったお食事をお楽しみいただけます。

金曜日のお茶会　　　　 《体験》

■2月24日（金）午後5時30分～（約30分）

■予約優先制　先着6名様　■1名500円

ご自分でお茶を点てる体験をしてみませんか？茶室 桐庵で作法を教

わった後、お茶とお菓子をお楽しみいただきます。

～お父さんの株上げ手みやげ～

新宿プレミアムシュークリーム
2/24～2/26

月末金曜日の夜は、シュークリームを食べて自分にご褒美！

■地下1階 洋菓子（パティシェリア）期間限定販売

・【パティスリー ラ・ヴィ・ドゥース】

　2月24日（金）・26日（日）販売

・【シュークリー】【ブールミッシュ】

　2月24日(金)・25日(土)の販売

タカシマヤタイムズスクエア

ウイークエンド　ハッピーアワー 2/24～2/26

ウイークエンド　ハッピーアワー

■12～14階 レストランズ　パーク

毎月最後の金曜日スタート、午後3時～6時（ラストオーダー）にて、ウ

イークエンド金・土・日曜日にアルコール＋おつまみの特別メニューを税込

1,000円でご提供いたします。

㈱髙島屋　 玉川店

～お父さんの株上げ手土産～

いちごスウィーツコレクション
2/24～2/26 人気のブランドに、旬のいちごを使ったスウィーツが勢ぞろい http://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/

2/24

15時・16時30分

18時

音のプロジェクト開催

弦楽器・管楽器によるクラシックアンサンブル　“音の力プロジェクト（3～

4人編成）”(1F正面口・4F・8F)

2/24

16時～

クラフトビール トレーラー“エルカミオン”出現

思わず写真を撮りたくなるトレーラーの中の特別な空間で、天王洲の自

社工場『T.Y.HARBOR BREWERY』から直送したクラフトビール6種＆

フードを提供

(1F正面口）

2/24
一部メニューのラストオーダー時間を一部店舗にて22時まで延長（レス

トラン全店）(8F）（要予約の店舗あり）

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱東急百貨店　 本店

㈱髙島屋　 新宿店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

2/24

プレミアムフライデー限定メニューを提供

・グラスビール1杯付きの当日限定メニューを提供

・Bunkamura「これぞ暁斎」コラボメニューをご提案（なだ万）(8F）

2/24 Bunkamuraシアターコクーン公演「陥没」の顧客へ当日限定メニュー(8F)

2/24

駐車場無料サービス

渋谷・東急本店8階レストランご利用のお客様は、本店地下駐車場お

よびアットパークに17時以降入庫の場合お食事のご利用金額にかかわら

ず駐車料金をサービス

※22時30分出庫まで

2/24

15時～16時30分

ブルゴーニュ ワインセミナー　（要予約・有料）

有楽町アピシウスのシェフソムリエ情野博之氏を招いてブルゴーニュワイン

の魅力を探るセミナーを開催(地下１F和洋酒売場)

ビール好き女子のためのビアセミナーを開催
2/24

18時～

場所：本店7階 丸善＆ジュンク堂書店内「萩原珈琲」

定員：40名（要予約）

2016年春までWEBマガジン「ビール女子」の創刊編集長を務め、現在

は新たな媒体「BEERISTA.TOKYO」を創刊、「ビール語辞典」の著者

でもある瀬尾裕樹子さんによる、「ビールセミナー」を開催します。瀬尾さん

が企画・醸造にも携わった「シブヤビール」を実際に試飲していただきなが

ら、ビールの基礎知識から最近流行のクラフトビールについて学んでいただ

けます。

2/24～2/26

15時～

特別メニューの実施（下高井戸旭鮨総本店、銀座立田野、小松庵総

本家、杏花、まい泉、銀座アスター、天松）

(9Fレストラン街)

2/24

15時～

限定宴会コースメニュー（ｶﾜﾗｶﾌｪ　ｶﾜﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ6品　3,780円、

飲み放付）要予約

(9Fレストラン街)

2/24

17時～

ハッピーアワーの実施（饂飩四国・・・アルコールを特別価格、ペッシェドー

ログラスビール1杯サービス）

(9Fレストラン街)

2/24

18時～19時

「青山フラワーマーケット」フラワーアレンジメントワークショップ

(6Fプロモーションスペース)

2/24

15時～19時

春のポイントメイクアドバイス会（カバーマーク・エスト・エスティローダー、ア

ユーラ、カネボウ、スック、クレドポーボーテ、ローラメルシエ、クリニーク、コス

メデコルテ、ナチュラグラッセ、ハリウッド、アクセーヌ、イプサ、クラランス）

(5F化粧品入り場）

プレミアムフライデー　スターティングイベント

「シブヤビール」のサンプリング

2/24

・16時

・17時

・18時

場所：東急フードショー

アミノ酸が豊富なペルー産の100「マカ」を使用している「シブヤビール」を

飲みながら東急フードショー内のイートスペース「シブヤSTAND」でデリが

楽しめます。また、特製コースターや撮影用巨大シブヤBEERパネルの用

意していますので、インスタグラム上でも楽しめます。

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱東急百貨店　 本店

㈱東急百貨店　 東横店
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日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

2/24

15時～

メイクプチレッスン

眉カットを5分間でできるお悩み解決。プチレッスンを無料で行います。

(B1メイクアップライフ)

2/24

12時～

厳選国産豚の贅沢ステーキ販売

「厚切りローストポークステーキ　旬のグリル野菜添え」を、10個限定でご

提供。(B3rinato DAIKANYAMA)

【日本橋千疋屋総本店＆ブレッドストーリー】

プレミアム試食会500円

2/24

18時～18時30分

「収穫の恵みプレミアムジャム」＆「焼き立てパン」の試食会。

（地下2階ライブキッチン）

和酒BAR 「AEL」【プレミアム酒 飲み比べセット　2,700円】 2/24～2/26
極めて入手困難な“プレミアム酒”の飲み比べ。

（地下1階グルマルシェSAKE）

【ボルドー・ブルゴーニュ 高級ワイン4種お試しセット　3,240円】 2/24～2/26
ボルドー・ブルゴーニュの高級ワイン4種の飲み比べ。

（地下1階グルマルシェ・ヴァン）

エアー×UCHINO　お昼寝快眠体験会 2/24～2/26 「マシュマロガーゼ パジャマ」を着て、「エアー」の体験会。（7階寝具）

【イ プリミ ギンザ】プレミアムフライデー限定コース　5,400円　10食限り
2/24

15時～

プレアミフライデー限定「フルコース」をご用意。

（8階レストランシティGINZA）

ゴルフスクール「打ち放題」特別ご優待　540円
2/24

15時～
打ち放題を特別ご優待価格にてご案内。（屋上ゴルフスクール）

㈱阪急阪神百貨店　 大井食品館
プレミアムDON 2/22～2/24 2/24・15時までにご予約いただく限定どんぶり(DON)を販売。

週末めぐらナイト 2/24
レストラン街をバル感覚で食べ歩くプレミアムなイベント。参加費1,000

円。

手ぶらで簡単～きものの着方講座 2/24 簡単な着物の着方や帯結びのレッスン。参加費2,160円。

ルパン座トークin伊勢丹 五右衛門お着物講座 2/24 期間限定ルパン・リストランテでのトークイベント。伊勢丹オンラインで要予約。
http://isetan.mistore.jp/onlinestore/f
ood/1702lupin_ristorante/index.html

プレミアムシュー 2/24 人気の洋菓子ブランドが手掛けたシュー生地スイーツの特別販売。

プレミアムディッシュ 2/24 ローストビーフやすき焼きなどプレミアムなお弁当を1日限りの特別販売。

プレミアムフライデー・バー 2/24・2/26
グラスによって味の違いをお楽しみいただける体験型イベント。参加費

1,080円。

㈱松屋 銀座本店

㈱東急百貨店　

㈱三越伊勢丹 

渋谷ヒカリエShinQｓ

伊勢丹新宿本店
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日本橋プレミアム券抽選会 2/24
日本橋エリアで使用出来る振興券「日本橋プレミアム券」が当たる抽選

会

http://www.nihonbashi-
tokyo.jp/special/pf/

日本橋プレミアムパック 2/24～2/26 食品を中心としたお得なスペシャルセットを販売

体験型・参加型イベント各種 2/24～2/26 バッグお手入れやゴルフワンポイントレッスン等の参加型企画多数

レストラン・イートイン特別メニュー 2/24～2/26 ハッピータイム限定メニュー、限定女子会プランなど

ザ・プレミアム・モルツ スペシャルイベント 2/24～2/26
プレミアムな週末は、3.14にリニューアルする新モルツで乾杯。

関連イベントを銀座テラスで開催。

JAZZ NIGHT スペシャルステージ 2/24
プレミアム・モルツを飲みながら恒例のJAZZ演奏のプレミアムフライデー

ヴァージョンを楽しめる。

フラワーデザイナー ライブパフォーマンス 2/24
JAPAN CUPチャンピオンのフラワーデザイナー新井光史氏による桜の生

け込みパフォーマンス。

プレミアムフライデー＆サントリー プレミアム特別セット 2/24～2/26 みのる食堂でのサントリーコラボの特別メニューのご提供。

銀座三越限定 プレミアムフライデー マカロン 2/24 金箔を纏ったオリジナルマカロンの特別販売

三越日本橋本店㈱三越伊勢丹 

㈱三越伊勢丹 三越銀座店
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日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

2/24

15時～22時

「ふぐと鮨の膳」3,780円をご注文いただいたお客様にグラスビールまたは

ソフトドリンク1杯サービス（旭鮨総本店)

2/24

15時～

「フライデー」は、”フライ（揚げ物）”がお得！　（まい泉、エクリュ、柿安

ダイニング、地鶏屋）（B1フードショー）

2/24

15時～
ワインと日本酒の試飲会（B1フードショー）

2/24

15時～20時
リップのお直しサービス（RMK・資生堂）（１階　化粧品）

2/24

15時～20時
パドカレポイントカード2倍押印（パドカレ）（２階　婦人服）

2/24

10時～20時

毎月最終金曜日にイージーオーダーをご注文の方に、裏地オプション

（4,000円相当）を無償サービス（５階　紳士服）

2/24

～19時

パンツの裾上げ加工をクイックサービス（1時間）にて承り。（5階　紳

士服）

2/24

15時～20時

マタニティ売場にて犬印本舗の商品5.400円（税込）以上お買上げの

お客様に、粗品をプレゼント。（6階　新生児）

2/24

15時～20時

新生児売場にて赤ちゃんの城の商品3.240円（税込）以上お買上げ

のお客様に、ガーゼハンカチをプレゼント。（6階　新生児）

2/24

15時～20時

新生児売場にて、ベッタの哺乳瓶をお買上げのお客様に、ハートピンをプ

レゼント。（6階　新生児）

2/24

15時～20時
「お試しキット」プレゼント（ハウス　オブ　ローゼ）（7階　ホーム）

2/24

15時～20時
「アートグッズ」プレゼント（アートプリント）（7階　ホーム）

2/24

15時～20時
「クリアファイル」プレゼント（7階　寝具）

2/24

15時～20時
ショップスタンプをサービス（パレフローラ）（7階　ホーム）

2/24

17時～19時
おめかしヘアアレンジのご優待　15％off（9階　ヘアサロンYOKOTA）

2/24

17時～20時

施術ご利用の方へ、オプション施術のウォームマスクをサービス。

（9階　マリコール）

2/24

17時～20時

お仕事で疲れた身体を癒す「ゆったり全身エステ」　ゆったり全身トリートメ

ント　120分　27,000～45,000円　（4階　エステサロンさくら）

2/24

17時～20時

お仕事で疲れた身体を癒すリフレクソロジーご利用の方へバスソルトをプ

レゼント（9階　ローズガーデン）

2/24

12時～18時

お仕事で疲れた身体を癒すスペシャルフットトリートメント

100分　10,800円（9階　ネイルバー）

2/24

終日

カスタムメイクを受けていただいた方へクレンジングサンプルをプレゼント

（9階　ケサランパサラン）

2/24

17時～18時
商品ご購入先着2名様へポイントメイクサービス（8階　ちふれ化粧品）

2/24

17時～19時

ヘアウィッグをお買上げの方へ、ケアー用品プレゼント（8階　フォンテー

ヌ）

吉祥寺店

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱東急百貨店　
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

地階＝フーズマーケット

ジュースバー　しぼりたて あまおう　100％ジュース　【600円】

2/24～2/26

15時～

酸味・甘味に優れた人気のいちご「あまおう」のみを使用したプレミアム

ジュースをご紹介いたします。

地階＝フーズマーケット

〈魚勢〉　漬魚用切身 タレつけ　特別サービス

2/24～2/26

15時～

期間限定で、タレつけの出来る全商品を対象に漬魚用タレつけサービス

をご紹介いたします。専門のスタッフがお客さまのご要望に応じて、おすす

めの味をご提案いたします。

地階＝フーズマーケット

〈イセタンミート〉　牛肉タレつけ　特別サービス

2/24～2/26

15時～

期間限定で、通常のタレに加え、おすすめのタレのバリエーションを増やし

てご紹介いたします。

地階＝フーズマーケット

〈イセタンミート〉　銘柄豚×銘柄牛　ハンバーグ販売

2/24～2/26

15時～

期間限定で、銘柄牛・銘柄豚ならではの旨みや味わいが楽しめるハン

バーグをご紹介いたします。

地階＝パン

〈アンデルセン〉　１５時以降の限定販売

2/24～2/26

15時～

復活のご要望が多かったエスプレッソブレッドのバナナサンドを各日３時以

降に限定販売いたします。

地階＝惣菜

〈夢こがね〉　限定イートイン　メニュー

2/24～2/26

15時～

期間中各日１２時～５時までイートインコーナーにて、「お茶漬けセッ

ト」がお召し上がりいただけます。

地階＝惣菜

〈鶏三和〉　限定イートイン　メニュー

2/24～2/26

15時～

期間中各日１０時３０分～７時までイートインコーナーにて、「八丁味

噌名古屋コーチン親子丼」をお楽しみいただけます。

地階＝惣菜

〈ホテルオークラ〉　ローストビーフの菜の花添え

2/24～2/26

15時～

ローストビーフに季節の素材「菜の花」を添えた出来立て惣菜を、期間限

定でご紹介いたします。

１階＝メゾンカイザー

〈メゾンカイザー〉　１５時以降のサロン限定メニュー

2/24～2/26

15時～

お酒とアペリティフ盛合せ(ｓｍａｌｌサイズ)にパン(お替わり自由)の限

定メニューをご紹介いたします。＊お酒は(スパークイングワイン・赤ワイン・

白ワイン・ビール)からお選びいただけます。

１階＝化粧品

〈クリニーク〉　ベースメイク体験会　【随時受付】

2/24～2/26

15時～
ベースメイクの体験会をショップにて開催いたします。

１階＝ビューティフォレスト

〈イプサ〉最適な化粧選びをお手伝い【５，６１６円】

2/24～2/26

15時～

肌測定器イプサライザーで「素肌型」を見極めて、１７種類の化粧液の

中からお肌に合う１本をお選びいたします。お買いあげの方にはサンプル

をプレゼントいたします。

１階＝ビューティフォレスト

〈ヘルシーワン〉この春始めたいサプリメント【３，８８８円】

2/24～2/26

15時～

【イクラサ＆ペパーミント】　むずむずする前にケアしていただく事で、快適に

春を過ごせます。２本お買いあげの方に食物繊維が豊富なイヌリン５日

分をプレゼントいたします。

１階＝ビューティフォレスト

〈ヘルシーワン〉　この春始めたいサプリメント【１５，７６８円】

2/24～2/26

15時～

体のシルエットが気になる・ダイエットの時間が取れない・食生活を変えら

れない方におすすめのスペシャルキットです。３‐ＡＭＩＮＯ＋ＹＥＡＳ

Ｔ ＥＮＺＹＭＥをお買いあげいただくと、ＧＹＭＮＥＭＡ１本プレゼ

ントいたします。

２階＝アクセサリ

〈アッカ〉　いつもの髪型からイメージチェンジ

2/24～2/26

15時～

〈アッカ〉ヘアアクセサリー製品をお持ちいただいたお客さまにヘアアレンジメ

ントサービスをいたします。

２階＝レディスシューズ

〈トーエー〉　靴を磨いて出かけよう、靴磨きサービス

2/24～2/26

15時～

婦人・紳士問わず、１分程で終わる手軽なシューケアサービスをいたしま

す。

㈱三越伊勢丹 伊勢丹立川店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

３階・４階＝婦人服

婦人服カラーコンサルティング＆アテンドサービス
2/24、2/25

①５時３０分～６時３０分

②６時３０分～７時３０分

ご予約いただいた方に、お肌の色や目の色などから一人ひとりに合ったカ

ラーをお選びいたします。

２月２２日(水)１０時３０分からご予約を承ります。各日・各回１

名さま

電話　０４２(５４８)２１４７(直通)

５階＝紳士靴

紳士靴　靴磨きサービス

2/24～2/26

15時～
紳士・婦人問わず、大切な靴をお手入れいたします。

８階＝呉服

〈ＷＡＫＫＡ〉　着物体験　【各日３名さま】

2/24～2/26

15時～

呉服担当のスタイリストが着付けをし、着物を体験していただけます。

着物の貸し出しもございます。＊詳しくは係員におたずねください。

２月２２日(水)からご予約を承ります。各日３名さま

電話　０４２(５４８)２２２２(直通)

１階＝スターバックスコーヒー

リザーブコーヒー＆フードのテイスティング

2/24

15時～

３時～７時３０分まで、リザーブコーヒーとコーヒーに合うフードの

ご紹介を兼ねてテイスティングを行います。

３階＝アフタヌーンティーティールーム

店内メニューにないお茶のご提供

2/24

15時～

３時３０分～７時３０分まで、通常お取り扱いのない「季節の紅茶

１種」のテイスティングを店内にて行います。

８階＝イートパラダイス

〈イセタンダイニング〉　晩酌セット 【１，０８０円】

2/24

15時～
チーズ盛合せ・チャーシュー・枝豆・ワンドリンク(生ビール他)

８階＝イートパラダイス

〈キハチイタリアン〉　アルティッチヨ　【１，６２０円】

2/24

15時～

前菜３種盛合わせ・ワンドリンク(生ビール・ワイン〈赤・白・スパークリン

グ〉・ハイボールから１杯)＊ディナータイムのみとさせていただきます。

８階＝イートパラダイス

銀座アスター遊彩〉 プレミアムフライデーセット 【１，９４４円】

2/24

15時～
本日の前菜３種・点心盛合せ３種・生ビールまたは紹興酒１杯

８階＝イートパラダイス

〈素饎齋ソソンジェ〉　豆腐チャンジャと生ビールセット【１，０８０

円】

2/24

15時～
豆腐チャンジャ・ニラチジミ・キムチ・生ビール

８階＝イートパラダイス

〈歌行燈〉　金曜日晩酌セット【１，２００円】

2/24

15時～

長芋のパリパリ揚げ・軟骨のレモン風味さっぱり和え・中生ビールまたは伊

勢小徳利

８階＝イートパラダイス

〈西櫻亭〉　オードブルセット 【１，２００円】

2/24

15時～

スモークサーモンのサラダ・小エビのソテートマトソース・生ハムのオレンジ包

み・ミニメンチカツとミニコロッケ・生ビール小

８階＝イートパラダイス

〈モレット〉　ちょい飲みセット 【１，０８０円】

2/24

15時～
鶏のから揚げ・カポナータ・フライドポテト・ソーセージ２種・生ビール

８階＝イートパラダイス

〈鮨魯山〉　フライデーセット 【１，２９６円】

2/24

15時～

海鮮サラダ・子持昆布わさび漬・小松菜と油あげのおひたし・ねぎとろ巻

(ハーフ)・ワサビ入りかんぴょう巻(ハーフ)・生ビール小

８階＝イートパラダイス

〈更科堀井〉プレミアムセット 【９８０円】

2/24

15時～

おつまみ２種ハーフサイズ(板わさ・にしん棒煮)・赤坂生ビールまたは日

本酒(名倉山)

㈱三越伊勢丹 伊勢丹立川店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

８階＝イートパラダイス

〈銀座天一〉プレミアムフライデーセット 【１，７７７円】

2/24

15時～
天ぷら(海老×２・魚×１・野菜×４)・サラダ・小鉢・生ビール

地階＝フーズマーケット

〈中島水産〉　「魚」名前当てクイズ

2/24

15時～

約１０種類の魚種をご用意しております。「魚」の名前を当てられたら、

特別に時価の半値でご提供いたします。

地階＝和菓子

〈笹屋伊織〉　関東風桜餅限定販売 【２１６円(１個)】

2/24

15時～

通常関西風の道明寺のみ販売しておりましたが、初めて関東風「桜餅」

を販売いたします。

地階＝洋菓子

プレミアムマリオジェラテリア　限定フレーバーのＳＳサイズ１個プレゼ

ント

2/24

15時～

１，０８０円以上お買いあげの方にショーケースには並ばない限定フ

レーバーのＳＳサイズ(お持ち帰り用)を１つプレゼントいたします。

７階＝こどもメガネ

こどもメガネアンファン＋ファミリー　キズ防止コーティング無料サービス
2/24～2/26

期間中、めがねをお買いあげいただいたお客さまにキズ防止コーティングを

無料サービスいたします。　＊小学生以下のお子さまのめがね製作には

処方箋が必要です。

グランデュオ立川・プレミアムウィークエンドクーポン

2/24～26

※ショップにより期間

異なる

グランデュオ立川館内でお買物や飲食を楽しんでいただけるノベルティプレ

ゼントや特別プライスなどの特典を掲載したショップクーポンをご用意。

（館内および特典対象ショップにて配布）

JR 東日本グループの３つのポイントがおトク！

「プレミアムポイントキャンペーン」
2/24～2/26

期間中にWEBからエントリーの上、合計5,000円（税抜）以上お買

上げの方に、もれなく、JREポイント500 ポイント(500円相当)をプレゼ

ント

※ 対象店舗：グランデュオ立川･蒲田含むJREポイント加盟店全店

（駅ビル等68施設2月24日時点）※ 複数店舗、複数駅ビル会社の

合算可

（詳細は「JRE POINT」サイト内のキャンペーンページでご確認くださ

い。）

<ワインショップ・エノテカ＞ワインセミナー
2/24

午後5時～6時

オーパス・ワン2013などの試飲を含めたテイスティングセミナー

＜事前予約制　定員18名＞TEL042‐710‐5621

会場：9階＝バンケットルーム(地下１階＝＜ワインショップ・エノテカ＞)

＜ブールミッシュ＞銀座一丁目ロール期間限定販売 2/24～2/26
通常お取り扱いの無い銀座一丁目ロール（約16ｃｍ1,296円）を3

日間限定で販売(地下1階＝和洋菓子売場)

＜リラクゼーションサロン ローズガーデン＞15時以降　施術10％OFF 2/24
プレミアムフライデー当日　15時以降　施術全コース10％OFF

(７階＝＜リラクゼーションサロン　ローズガーデン＞)

http://www.granduo.jp/tachikawa/index.a
sp

㈱三越伊勢丹 伊勢丹立川店

町田店

ジェイアール東日本商業開発㈱ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ立川

㈱小田急百貨店　
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2/24

17時～20時

プレミアムフライデーはデパ地下のお惣菜

"プレミアム夕の市"と題して、当日の限定プレミアム価格にてご提供。

（イースト1Ｆ）

2/24

終日

TOKYU　CARDでのクレジットご精算時のポイントを10％にポイント

UP。※食料品・レストラン、カフェなど一部は対象外（各階）

2/24

17時～22時

プレミアムフライデーは外飲み

宴会メニュー（ちょい呑みメニュー）をプレミアムフライデー限定価格にて。

（8階レストラン）

2/24

終日

プレミアムフライデー当日出発を狙った限定プランの販売（旅行代理店

各社）

2/24

終日

普段の施術をプレミアムフライデーならではのちょっと長めのコースで。

（ビューティーテナント）

㈱京王百貨店　 聖蹟桜ヶ丘店

［エノテカ］ちょい呑みプレミアム樽Bar
2/24　16時～

2/25・26　11時～

プレミアムなワインのスタンディング形式での提供に加え、チーズの有料試

食も併催。

http://info.keionet.com/seisekisakura
gaoka

京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店HP

食品フライ祭 2/24

惣菜各売場にて対象フライが税込1,080円均一

※①【天ぷら つな八】プレミアム天ぷらセット

　 ②【とんかつまい泉】プレミアムとんかつセット（午前10時、午後3時：

限定20点））

　 ③【まつおか】プレミアム揚げ物セット（午前10時、午後3時：限定

20点）

　 ④【神戸コロッケ】プレミアムコロッケセット（午前10時、午後3時：限

定20点））

　　(食品惣菜売場)

2/24
午後6時以降にお買上げの方にもれなく『ワンドリンク』サービスいたしま

す。(紳士服売場)

2/24
銘柄ロースかつ御飯をご注文の方に「茶わん蒸し１コ」をプレゼントいたし

ます。(レストラン【和幸】)

2/24
午後5時以降にお買上げの方、先着１０名様に『靴磨き防水スプレー』

サービス。(婦人靴売場)

2/24
うな重（松）うな重（竹）お膳ものをご注文の方に「肝吸い」サービス。

(レストラン【日本橋伊勢定】)

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱東急百貨店　 レシピ町田

㈱京急百貨店

[神奈川県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

2/24
午後6時以降にジュエリーを持参の方に「洗浄クリーニング」サービス。

(ジュエリーリフォーム　フォルム)

2/24

お買上げの方先着200名様に「【柿崎醤油店】の甘酒」をサービスいたし

ます。

(婦人服)

2/24
アクセサリー売場にて午後３時以降にお買上げの方にプレゼントをご用

意いたしております。（婦人雑貨売場)

2/24
税込1,500円以上お食事の方に「ビ―ル１杯」サービス。

(レストラン【サンマルク】)

特別限定メニュー 2/24
びんちょうまぐろのレアカツ　おろしポン酢（１人前）税込1,108円。

(レストラン【おぼんdeごはん】)

アルコールの持ち込みＯＫ 2/24～2/26
夕方５時以降、対象店舗にて西武店舗内で購入したアルコールの持ち

込みをＯＫとします。　(レストラン街)

プレパパナイトツアー 2/24
お子さまが生まれる予定のお父様向けの子育てレクチャーです。(アカチャ

ンホンポ)

コスメティックアドバイス 2/24 おうちで継続できるマッサージなどのアドバイス会を実施。　(化粧品)

ハンドマッサージサービス 2/24 体験の方にハンドマッサージをサービス。　(ミス・パリ／ダンディハウス)

寛ぎのハマ湯プラン（仮称）

2/24～2/26

初日は午後3時～

最終日は終了時間

未定

気軽にお立ち寄りいただける足湯が登場。足湯に癒された後は、普段よ

りも早い時間から、ゆっくりと美味しい料理と美味しいお酒に酔いしれるこ

とができるレストランのプランをご提案いたします。

濱バル

2/24

午後3時～

(終了時間未定)

マツキンは、プチリッチにちょい飲み＆はしご酒で百貨店を楽しみましょう。

１０階「ダイニングパーク横浜」では対象店舗にて、ちょい飲み特別メ

ニューをご用意します。

ローズダイニングバル 2/24～2/26

午後5時から使える4枚つづりのチケットを各レストランにて2,000円で販

売。各レストランにて、枚数に応じたお得なメニューを多数ご用意！

各日午後5時～各レストラン ラストオーダー

レストラン街（18店舗中14店舗）

プレミアム「フライ」デー 2/24～2/26

期間限定で、プレミアムな「フライ」をご用意しました。

[ 人形町今半 ]田村牛のメンチカツ（1個）432円

[ 勝烈庵 ]高座豚のロースカツ（1枚）702円

[ キッチンＳ ]北海道サーモンフライ（1枚）368円　ほか

地1階食料品

http://www.takashimaya.co.jp/yokohama
/

㈱そごう・西武　 そごう横浜店

㈱そごう・西武　 西武東戸塚店

㈱京急百貨店

㈱髙島屋　 横浜店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

プレミアムコーヒーの販売 2/24～2/26
期間限定のプレミアムな豆で挽いたコーヒーをご提供

（１杯）756円　＊各日10杯限り　地階[キーコーヒー]

プレミアムフライデー限定コース 2/24～2/26
期間限定のふかひれの姿煮をメインとした中国料理のコースをご提供。

（1人前）　10,000円　地階[南国酒家]

プレミアムカステラの販売 2/24～2/26
期間限定のカステラの販売

棹（1本）648円　　＊各日5点限り　地階[横濱文明堂]

特別弁当の販売 2/24～2/26
期間限定のお弁当の販売

蟹ごはん弁当　（1折）1,080円　　＊各日5点限り　地階[崎陽軒]

特別天ぷらの販売 2/24～2/26

期間限定の天ぷらの販売

車えびの天ぷら　（1品）　540円　＊各日10点限り　地階[銀座ハゲ

天]

2/24

15時～20時

ｵｲﾙ・ﾘﾌﾚ+ﾍｯﾄﾞ・ﾘﾌﾚ（40分）税込5,400円を受けられる方に、ﾊﾝﾄﾞ

５分かｱﾛﾏｵﾌﾟｼｮﾝをｻｰﾋﾞｽ。（1階化粧品・ﾋﾞｭﾃｨｰ〈クイーンズウエ

イ〉）

2/24

「ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰﾒﾆｭｰ」ハンド＆フットシェラック（約2時間）お得なｾｯﾄ

価格税込10,800円〈要予約〉（最終受付18：00）

（1階化粧品・ﾋﾞｭﾃｨｰ〈ﾈｲﾙｽﾀｼﾞｵViVi〉）

2/24
フェイシャルメニューを税込3,240円以上ご利用で、グレードアップ。

（1階化粧品・ﾋﾞｭﾃｨｰ〈シーボン〉）

2/24

16時～18時

ボディオイルまたはヘアトニックをお買上げのお客様に、ヘッド＆ネックトリー

トメントレクチャー。

（1階化粧品・ﾋﾞｭﾃｨｰ〈ヴェレダ〉）

2/24

17時～20時

エクステ増毛施術ご予約のお客様にさらに10本プレゼント。

（1階E＆W〈ｴﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾟﾗｸｼｰ〉）

2/24

17時～20時

10,800円＜税込＞以上お買い上げのお客様にポップコーンを一袋プレ

ゼント。（1階E＆W〈Jフェリー〉）

2/24

16時～20時

靴の修理20%OFF　時計の電池交換50%OFF

（1階婦人靴〈ミスターミニッツ〉）

2/24

16時～20時

[婦人服リザーベーションサービス]事前にリクエストいただいた商品をウエア

から雑貨までトータルコーディネート。

（2階婦人服）

http://www.takashimaya.co.jp/konandai/

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱東急百貨店　 たまプラーザ店

㈱髙島屋　 港南台店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

2/24

15時～

プレミアムお酒高級お酒セット（地ビール・海外ビール・高級ワイン・日本

酒・希少価値の高い焼酎など贅沢なセット）の販売。惣菜店舗の割引

券の進呈も。（1F食品フロア）

2/24

15時～

プレミアムセットメニューを対面売場で販売。２店舗でお買上げいただくと

粗品プレゼント。（1F食品フロア）

2/24

15時～

4名様以上でご来店のお客様に「プレミアム限定メニュー＆1ドリンクサー

ビス」を実施。（テルメ）（南館3Fレストラン）

2/24

11時～19時

青葉台初の蔵元やﾜｲﾅﾘｰ商品の試飲販売会

（日本酒、焼酎、ﾜｲﾝの何れか一つ）（B1〈和洋酒〉）

2/24

終日

週末ご褒美スイーツ〈ガトー・ド・ボワイヤージュ/モロゾフ/クローバー/パス

テル〉の1日限りの限定スイーツご提案（B1〈菓子〉）

2/24

15時～

午後3時からのタイムセール。夕食時にプラス1品を全15店舗でご提案

（B1〈米飯・惣菜〉）

2/24

終日

家族や友人との集まりにちょっと贅沢なﾒﾆｭｰとしてローストビーフ等の肉惣

菜のオードブルをご提案（B1〈米飯・惣菜〉）

2/24

終日

生鮮4品のちょっと贅沢商品を各店長のｾﾚｸﾄによる特別提供品として提

案。ぐろっさりーはぱんの週末限定販売（富士屋ﾎﾃﾙ、金谷ホテルブレッ

ド）

（B1〈デイリーマート〉）

＜クレ・ド・ポー　ボーテ＞トリートメント体験 2/24～2/26
ショップ内キャビンにて、はりと弾力に満ちた、鮮明な印象の肌をご体験い

ただけるトリートメントサービス。

＜ちふれ＞メイクお直しサービス 2/24～2/26 週末のお出かけの前におすすめの、メイクのお直し無料サービス。

＜リビング用品売場＞ゴールド抽選会 2/24～2/26
リビング用品売場にて税込1,000円以上お買上げの方先着100名様

限り、ゴールドペアタンブラーなどが金色の景品が当たる抽選会を開催。

ちょっと豊かな美味しい時間 2/24
地下１階・１階食料品フロア各ショップより、ちょっとリッチなメニューをご提

案。

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

https://www.tokyu-
dept.co.jp/premium_friday/

㈱東急百貨店　 レシピ青葉台

㈱東急百貨店　 日吉avenue店

横須賀店㈱さいか屋
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

生鮮３品お買い得市 2/24～2/26 鮮魚・精肉・青果を３日間夕方から限定品のお買い得市を開催！

レストラン街　時間限定メニュー～お得なちょい飲みセット～ 2/24～2/26 アルコールドリンクとおつまみのお得なセットメニューを時間限定の提供！

北海道物産展　ワインやビールとチーズのお得なセット！ 2/24～2/26 北の大地の恵みセットをイートインで召し上ってください！

エントランスコンサート 2/24 ギターやフルート演奏によるコンサートを夕方より２回開催します。

ちょっと豊かな美味しい時間 2/24
地下１階・１階食料品フロア各ショップより、ちょっとリッチなメニューをご提

案。

＜婦人服売場＞ドリンクサービスでちょっと豊かなお買物 2/24
婦人服売場にお買物に来ていただいたお客様にドリンクをサービス。ドリン

クを飲みながらゆったりとしたお買物をお楽しみいただく。

＜カラダファクトリー＞施術１０分無料延長サービス
2/24

15時～

骨盤矯正やボディケア､フットケアなど各施術コースをプレミアムフライデー

限定にて１０分無料延長サービス。

＜宝飾品・時計売場＞自分へのご褒美にちょっと贅沢 2/24
一生懸命働いてきた自分へのご褒美に女子会前のドレスアップとしても

最適なちょっと贅沢な宝飾品、時計をご提案。

＜化粧品売場＞メイクお直しサービス 2/24
化粧品売場各ショップにてカウンセリングを受けられた方に限り、メイクお

直しサービス。

㈱小田急百貨店　 藤沢店

㈱さいか屋 藤沢店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

日替わり「いちご大福」特集 2/24～2/26 老舗の和菓子店から、人気のいちご大福を日替りでお取り寄せ
http://www.takashimaya.co.jp/storenews
/omiya/topics/syousai.html?id=13821

［PAUL］クロワッサンお買得パック 2/24～2/26
フランスの老舗ベーカリー［PAUL］から人気のクロワッサンをおトクなプラ

イスで販売

http://www.takashimaya.co.jp/storenews
/omiya/topics/syousai.html?id=13821

飲食街で優雅なお食事タイム 2/24～2/26
午後4時以降、6階の飲食街特設コーナーにてピアノ演奏会。（レストラ

ン街）

プレミアムフライデー　ワイン試飲会 2/24～2/26
フランスボルドーの有名AOCワインの試飲会。ボルドー格付けグラン・ヴァ

ンなど特別なワインをご用意致します。　（地階和洋酒ギフト）

ちょい飲みメニュー 2/24～2/26
午後3時以降、お酒とつまみのお得なセットメニューです。（レストラン

街）

花の種「エコポット」プレゼント 2/24～2/26
対象ショップでの商品ご購入で優雅な気持ちに浸っていただけるよう「花」

にちなんだノベルティをプレゼント。　（婦人服、服飾雑貨、紳士服）

女の子のマルシェ

　①icing cookie Lemon

　②Piace unique

　③NEUTRAL

　④MYA‐ZUKI

　⑤Yocicotan café

　⑥SAZA COFFEE

2/24～2/26

アイシングクッキーやアップルパイ、スコーンやコーヒーなど、カフェスペースを

開設。また、ハンドメイド雑貨やフランスプロカント雑貨や作家オリジナルネ

コ雑貨など、盛りだくさん。

Jazz Live 2/24～2/26

プレミアムな音楽で豊かな時間を。

　2/24 17:30～jazz trio

　2/25 11:30～carrot

  　   　 13:30～えみ×ゆき

    　 　 15:00～jazz trio

　2/26 11:30～carrot

  　   　 13:00～藤井ケイイチwith Friends

    　 　 15:00～藤井ケイイチwith Friends

㈱丸広百貨店　 川越店

㈱水戸京成百貨店

㈱髙島屋　

[埼玉県]

[茨城県]

大宮店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会
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<とちぎストロベリーフェスタ2017応援企画>

プレミアムフライデーで使える！商品お取替券100円分プレゼント

2/24

午後3時～

オリオンスクエア受付にて当店で24日～26日に使用できる100円券を

先着1000名様に配布いたします。　※無くなり次第終了

8Fレストラン街「スパイス」ほかスペシャルメニュー 2/24 週末金曜を素敵に過ごす限定メニューをご用意いたしました。 https://www.tobu-u-dept.jp/

㈱高崎髙島屋

限定お買得品「あったか鍋特集」 2/24～2/26

週末はこだわり食材で、おいしい鍋を囲もう！

【中島水産】とらふぐちり鍋　（1パック・２～3人前）5,800円

【筑紫亭】上州麦豚　肩ロース鍋物用（1パック・200g）580円

【ｻﾝﾌﾚｯｼｭ】群馬県産ほか　生しいたけ（1袋）399円

www.takashimaya.co.jp/takasaki

㈱髙島屋　 柏店
～お父さんの株上げ手土産～

採れたて新鮮いちご販売
2/24～2/26

2/24（金）午後3時～　当日採れたフレッシュないちごを販売、千葉の

新種いちご「チーバベリー」もご紹介。
http://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/

週末めぐらナイト
2/24

15時～

７階レストラン街全店で1ドリンク＋1フードの特別メニューを500円でご

提供。３店飲み歩きで1ドリンクサービス。

婦人靴コンサルティング 2/24
１階婦人靴でシューカウンセラーが春にぴったりのパンプス選びのポイント

を分かりやすくご説明。

資生堂ビューティーフーズドリンク試飲サービス 2/24
１階化粧品、資生堂カウンターにご来店された先着300名に試飲サー

ビス。

フラワーショップ　ハーブティーサービス
2/24

15時～

１階フラワーショップにてフラワーを1輪でもご購入のお客様にハーブティを

サービス。

RMK　お買上げプレゼント 2/24
１階化粧品、RMKにて7,560円以上お求めの方へスキンケアキットプレ

ゼント。

コンプレックスビズヘアアレンジ体験 2/24
２階ファッション雑貨にてコンプレックスビズスタイリストによるヘアアレンジ体

験会。

スパークリングワイン試飲サービス
2/24

15時～

地階ワインコーナーにて“ワインアドバイザーおすすめ”のスパークリングワイ

ンの試飲販売。ケーキの試食も合わせてご紹介。

㈱東武宇都宮百貨店

㈱新潟三越伊勢丹　 新潟伊勢丹店

[栃木県]

[千葉県]

[新潟県]

[群馬県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
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イベント名 期間 概要 URL実施店舗

【学ぶ】suzuki coffee academy プロが教えるコーヒーセミナー 2/24
新潟珈琲問屋の珈琲のプロが教えるコーヒーセミナー。全3回各回

1,500円（税込）お土産付/先着5名さま

【磨く】ワンポイントメイクサービス 2/24
プレミアムフライデーは、ちょっとうれしい「ワンポイントメイクサービス」を実

施。

【磨く】プレミアムフライデー〈ソシエ〉体験コース 2/24～2/26
遺伝子検査コース付！ボディーコース全てのコースがALL5,400円（税

込）の体験価格でエステ体験できます。

【集う】月末金曜日は、ちょっと豊かに。こだわりワインを楽しむ。 2/24～2/26
いつもより時間をかけてこだわりのワインや食材を選びませんか。ワイン専

門店お勧めワイン等揃えます。

【集う】（地下食品）ＰＦ限定5時の市 2/24～2/26
プレミアムフライデー限定の5時の市を開催。集いの贅沢アイテムを特別

価格で販売。

プレミアムフライデー全館Ｗポイントフェア 2/24
オカジマカード・岡島ポイントカード＜現金専用＞のご利用で、ポイントを

通常の2倍プレゼント　【全館】

プレミアム＜フライ＞デー 2/24
<フライ=揚げ物>として、グリーングルメのフライ商品を10％OFF　【地

階グリーングルメ】

プレミアムフライデー限定スイーツ 2/24～2/26 通常取り扱いの無い人気スイーツを限定販売　【地階和洋菓子】

プレミアムお手入れ会 2/24～2/26
コスメショップにて、お肌診断やスキンケアのアドバイス等、お手入れ会を

実施　【1階コスメティックワールド】

プレミアム春樹フェア 2/24～2/26
村上春樹 7年ぶりの長編新刊「騎士団長殺し」と担当者おすすめの村

上春樹フェア　【6階ジュンク堂書店】

みんな揃ってプチ贅沢な食卓 2/24
家の中で、家族全員が、楽しいくつろぎの時間を過ごしていただけるよう、

少し贅沢なオードブルや御寿司をご提案

化粧品 2/24
ゆっくりとリラックスしていただけるイベントやお出掛け前のメイク直しを開

催。（肌色診断、頭皮チェック、プチエステ）

㈱ながの東急百貨店 

㈱新潟三越伊勢丹　 新潟三越店

㈱岡島

[山梨県]

[長野県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

クレ・ド・ポーボーテ　春のメーキャップアドバイス 2/24 メーキャップアドバイスを受けた方にファンデーションサンプルをプレゼント。

信濃ワイン試飲販売会 2/24 信濃ワイン奏音(かのん)の試飲販売会

カフェレストラン「ジョージィ・ポージー」果物バイキングサービス
2/24

15時以降

15時以降に本格フレンチトーストをご注文されたお客様に果物バイキン

グをサービス。

プレミアムフライデー・シアター
2/24

18時50分～

映画ファインディング・ドリー(2D日本語吹替)を井上友の会会員様に無

料でご鑑賞いただけます。

チャイニーズレストラン　「シュンリー」スペシャルコース
2/24～2/26

（17時以降）
通常価格2160円のスペシャルコースを1,620円で提供

2/24～2/26
ボルドー・ブルゴーニュ・シャンパーニュの主要産地のワインを、お好みやメ

ニューに合わせソムリエがご紹介・試飲販売致します。

2/24　15時～ 「野菜ソムリエ」によるコンサルテイング販売

2/24～2/26

食卓に華をそえる人気のオードブルをセットに。エスカルゴ・ミートパテ・キッ

シュ・オリーブ・ピクルスを詰め合わせましたスペシャルオードブルセット　12

点限り　2000円

家族・友人と過ごす・プレミアムな食 2/24 プレミアムフライデー限定！生の本マグロを使用したおまかせセット

2/24　16・17・18

時～

簡単ｽﾄﾚｯﾁ教室＝専属ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ指導のもと､ﾓﾋﾞﾊﾞﾝ(ｺﾞﾑ状のﾊﾞﾝﾄﾞ)

を使った約45分の簡単ｽﾄﾚｯﾁ教室を開催いたします｡

2/24　15時～
「男を磨く」テーマに、身だしなみを整える、靴磨き・靴磨きのコツお教え

サービス

2/24　15時～
通常は特別なお客さまにしか実施しない、お一人様約15分の春のメイク

アップ・タッチアップサービスの実施（12テナント・各5名）

㈱大丸松坂屋百貨店　 松坂屋 静岡店

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使

えるお買物券が当たる

「日本酒×フルーツ」カクテルを楽しむ会

2/24

午後4時～

(約1時間)

日本酒の新しい楽しみ方をご紹介します。

参加費：1,080円

極旨ワイン試飲会

2/25・2/26

午後2時30分～

午後4時30分～

(約1時間)

プレミアムな極旨ワインの試飲会

参加費：3,240円（2グラス）

[静岡県]

㈱井上　 本店

アイシティ21店

自分へのご褒美・プレミアムな食

自分磨き・プレミアムな体験

㈱静岡伊勢丹

㈱井上　

㈱遠鉄百貨店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

婦人雑貨×婦人服売場　お買上げ抽選会 2/24～2/26

期間中、婦人服売場と婦人雑貨売場（婦人洋品、化粧品、婦人靴

など）の両方でそれぞれ税込1,000円以上お買上げいただいた方の中

から抽選で合計100名様にタカシマヤギフトカードをプレゼント。

(婦人雑貨売場)

リビングフロア　お買上げプレゼント
2/24

午後3時～8時

2月24日（金）9階リビングフロアにて、税込3,000円以上お買上げの

お客様先着100名に「ホットマン」ポケットタオルをプレゼント。(リビング売

場)

食料品フロア　お得な3時の市
2/24

午後3時～

週末をちょっぴり贅沢に。生鮮食料品からスウィーツまで、ご家族で楽しめ

るメニューや嬉しいサービスをご用意します。(食料品売場地下1階・2

階)

Fridayはお得な“フライ”デー
2/24

午後3時～

プレミアム“フライ”デーにちなんで、カツやコロッケなどの人気のフライメニュー

がお得に！(食料品売場地下1階・惣菜売場)

バイオリン　ミニコンサート

2/24

午後5時～

午後6時30分～

店内各所で、バイオリンの生演奏を行ないます。（3階フロア、7階フロア

で実施)

気軽に“キレイ”を試しちゃおう！「300秒マジック」

2/24

15時～各店舗の閉

店時間まで

大丸創業300周年を記念して、大丸・松坂屋の対象店舗の化粧品ブ

ランドで実施する「300秒（＝5分）で気軽に体験できるビューティサー

ビス」。普段は時間がなくて化粧品カウンターのサービスをお試しいただけ

ないお客様にも、5分間のメニューで簡単なリラックス体験をしていただい

たり、ワンポイントメイクで変身して、ちょっと豊かなプレミアムフライデーをお

過ごしいただきます。

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15:00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使

えるお買物券が当たる

http://dmdepart.jp/premium-friday/

㈱大丸松坂屋百貨店　 松坂屋 名古屋店

㈱ジェイアール東海髙島屋

[愛知県]

【中部地区】
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

JAZZミニライブ 2/24

サックス・ギター・ベースのトリオ演奏を開催

16:00～1階ライオン口

17:00～4階ライオンエスカレーター前

18:00～5階北エスカレーター横

陶芸体験会 2/24
愛知県瀬戸市在住の陶芸作家をお招きし、お客様にぐい呑みやマグカッ

プを製作して頂く（参加費3,000円）（7階美術画廊）

プレミアムフライデーセット
2/24

一部2/26まで開催

地下1階食料品売場にて、ご家族で楽しんでいただける鍋セットや特上

寿司の販売を実施。プレミアムフライデーだけのお得なセットが盛りだくさ

ん。

（地下1階食料品）

プレミアムフライデー限定メニュー 2/24～2/26
9階のレストラン各店にて、プレミアムフライデー期間限定の特別メニュー

や利き酒セット等を販売。（9階レストランフロア）

㈱名古屋三越　 ラシック

ラシックプレミアムフライデー 2/24～2/26
“食”を通じて、「仲間」と楽しむ「家族と楽しむ」をテーマに限定メニューや

パーティーコース、スイーツ、ベイカリー等をお客様にご提案。
http://www.lachic.jp/

㈱名古屋三越　 星ヶ丘店

ホーム＆レストラン

家でもレストランでも星ヶ丘でプレミアムな週末を
2/24～2/26

星ヶ丘三越と星ヶ丘テラスとの共同企画。星ヶ丘三越は食材、星ヶ丘テ

ラスはレストランにフォーカスし、お値打ち企画や特別メニューをご提案。
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

㈱名鉄百貨店　 本店

名鉄ミューズカード 毎週金曜日は食品5倍ポイントデー
2017年2月24日

から毎週金曜日

毎週金曜日、食料品売場を対象にハウスカードでのお買上げでポイント

5倍プレゼント
www.e-meitetsu.com

プレミアムフライデー in北海道物産展 2/24 お取り寄せもできない「北菓楼」夢不思議を午後3時より特別販売。

プレミアムフライデー in北海道物産展 2/24 北海道物産展プレミアム弁当をスペシャル価格で販売。午後4時から

㈱そごう・西武　 西武岡崎店

家ナカで満喫。プレミアムフライデー 2/28まで
家ナカで本格バーベキューが楽しめる本格グリルプレートをご紹介いたしま

す。

https://www.sogo-
seibu.jp/okazaki/kakutensublist/?article_
seq=224307

㈱名鉄百貨店　 一宮店

名鉄ミューズカード 毎週金曜日は食品5倍ポイントデー
2017年2月24日

から毎週金曜日

毎週金曜日、食料品売場を対象にハウスカードでのお買上げでポイント

5倍プレゼント
www.e-meitetsu.com

http://honokuni-dept.jp

㈱名古屋三越　 栄店

㈱ほの国百貨店

http://nagoya.mitsukoshi.co.jp/
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

ワンポイントメイクサービス 2/24 リップをメインにお化粧直し、メイク方法のご提案を実施します。

シューケアサービス 2/24 お履きの靴のシューケアサービス実施（紳士靴売場）

バルーンアートプレゼント 2/24 来店したお子様にバルーンアートプレゼント（おもちゃ売場）

お買いあげプレゼント 2/24～2/26

ビューティウォーター（アロマ化粧水）2,160円以上お買いあげでビュー

ティーオイル（シャンプー＆トリートメント）サンプルをプレゼント。

（5階生活の木）

プレミアムなお肉特集 2/24
特選松阪牛すき焼き用やローストビーフなどのお買い得品

（1階食品売場）

成城石井ワインソムリエ　フライデー 2/24

ゆったりとおうちで飲むのにふさわしいワインを見つけるべく、店頭でワインソ

ムリエが接客いたします。

（成城石井ワイン売場）

LINE会員限定優待クーポン
2/24

各ショップによる

会員さまにレストランで使えるクーポンをお送りします。

（９・１０階レストラン街）

プレミアムお楽しみ袋 2/24
お土産企画として“和洋菓子“のお楽しみ袋を展開。

540円（税込）～1,080円（税込）（1階和洋菓子売場）

プレミアム特別メニュー 2/24～2/26
レストラン街にて、特別価格メニュー、ドリンクサービスなどをご用意。

（11階レストラン街）

食料品スタンプキャンペーン 2/24～2/26 月末の金・土・日は、食料品お買上スタンプキャンペーンの対象日！

食料品特別奉仕品＆オードブル 2/24～2/26
月末の食卓はちょっと贅沢をテーマに、3日間限定の特別奉仕品、特別

オードブルを用意。

㈱大和　 富山店

プレミアム企画 2/24 「食＆遊」を切り口とした商品企画のご提案

http://www.d-
kintetsu.co.jp/store/yokkaichi/news/

[三重県]

[岐阜県]

[富山県]

㈱近鉄百貨店　 四日市店

㈱岐阜髙島屋
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「クリニーク」簡単キレイ　ファンデ体験
2/24

16時～

ファンデーションの選び方、仕上げのコツ、カバー術をアドバイス

(化粧品)

プレミアム・セレクト　日本酒販売 2/24 特別なお酒を限定販売。２月は「立山　無濾過大吟醸　愛山原酒」

女性限定！ リフレッシュ＆女磨きコース 2/24
ネイルケア、マッサージ、フェイスシェービングのコースを特別販売（限定数

あり、先着予約優先）

男性限定！ 料理レッスン体験コース
2/24

16時より
男のこだわり料理を作るレッスンコース（有料先着、要予約）

シーフードマイスターのお魚料理セミナー
2/24

16時～
シーフードマイスターによる旬の魚の料理レシピを実演公開

コーヒーのおいしい入れ方教室
2/24

17時～
キャピタルコーヒーによる豆の知識入れ方などをレクチャー

ワインセミナー（予定）
2/24

16時～
エノテカによるワインの試飲イベント

万年筆オリジナルインク作成体験イベント 2/24～2/26 インクをブレンドして自分だけのオリジナルインクを作成

アイドルステージイベント 2/25 紀伊國屋書店によるアイドルステージイベント＆グッズ販売会

レストラン1,500円均一祭 2/24～2/28 期間中来店者へ特別メニューを提供

～プレミアムフライデー～決算謝恩特別ご招待会 2/24～2/28 高付加価値商品を中心とした全館特招会を開催

㈱金沢名鉄丸越百貨店

www.daiwa-dp.co.jp

㈱大和　 香林坊店

[石川県]
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日 本 百 貨 店 協 会
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家族deデートチケット
3月以降の

プレミアムフライデー

店内デートチケットを販売。展望台を含めたあべのハルカスの中で家族で

楽しんで使っていただける、お得なチケットを限定販売。ハルカスダイニング

ディナーチケットや展望台チケットがセットになって1万円で販売。

(12,500円相当)

（ウイング館4Fギフトセンター）

サントリープレミアムモルツバー 2/24

和洋酒売場内の「ビールラウンジ」にてサントリーのプレミアムモルツの試飲

宣伝販売を実施。ビールとプレミアムなおつまみのセット販売などその場で

楽しんでいただけるご提案も。

（ウイング館B2和洋酒売場）

プレミアム‘フライ’デー 2/24

＜フライ（＝揚げ物）の日＞として、有頭エビまるごとフライ\2,970な

ど、プレミアムな食材・珍しい食材をフライや天ぷらにしてご提供します。

（ウイング館Ｂ２和洋惣菜売場）

希少部位限定販売 2/24

１頭から数キロしか取れないヒウチ、ハネシタ、ミスジなどの希少部位を

「食べ比べセット」などでご提案します。

（タワー館B2精肉売場）

プレミアムフライデー企画

お父さんのお土産スイーツ特集
2/24

「月末金曜日はお父さんが買ってきたお土産スイーツを家族みんなで楽し

む」をテーマに、月替わりでおすすめ限定スイーツをご用意。

（タワー館B１菓子売場）

プレミアムフライデーディナー
2/24

のディナー

 レストラン・喫茶にて、夕方から夜にかけての「プレミアムメニュー」「プレミア

ムコース」をご用意。

（あべのハルカスダイニング、あべの市場食堂、各階喫茶 参加店舗）

「Surfside Kitchen Aloha Friday Live」 2/24

①19：30～②20：30～各回約30分　ウクレレと電子ピアノのフラダン

スショーがお楽しみいただけます。

（タワー館14階　あべのハルカスダイニング<サーフサイドキッチン>）

週末を彩るメイクアップ体験会
3月以降の

プレミアムフライデー

週末のお出かけに、季節にあわせたトレンドメイクアップの体験会をキャビ

ンを利用して実施。（夏季はスキンケア)

（タワー館2階ビューティーオアシス）

【近畿地区】

㈱近鉄百貨店　 あべのハルカス近鉄本店

[大阪府]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

エノテカ　ワイン有料試飲 2/24

５大シャトーのサードを１杯500円、セカンドを1500円～2000円で提

供すると共にフルボトルの販売も実施。

※内容は変更の可能性あり。（B1エノテカ）

プレミアムちらし 2/24 月末金曜日限定のプレミアムちらし寿司を展開（B1サンマルカワ）

希少部位限定販売 2/24
１頭から数キロしか取れないヒウチ、ハネシタ、ミスジなどの希少部位を

「食べ比べセット」などでご提案（B1精肉コーナー）

パン・スイーツ限定販売 2/24
人気のパンやスイーツを１日限定で販売。　(※商品は無くなり次第終

了となります。)（B2菓子売場）

グルメな食卓 2/24
いちおしの素材を使って味わう「プチ贅沢」2月は「焼肉」と「牡蠣」をピック

アップしてご提案いたします

“家呑み"のススメ 2/24
気分や食事に合わせて、自分好みの1本を2月は各店おすすめの「日本

酒」をピックアップしてご提案いたします

気軽に“キレイ”を試しちゃおう！

「300秒マジック」

2/24

15時～各店舗の閉

店時間まで

大丸創業300周年を記念して、大丸・松坂屋の対象店舗の化粧品ブ

ランドで実施する「300秒（＝5分）で気軽に体験できるビューティサー

ビス」。普段は時間がなくて化粧品カウンターのサービスをお試しいただけ

ないお客様にも、5分間のメニューで簡単なリラックス体験をしていただい

たり、ワンポイントメイクで変身して、ちょっと豊かなプレミアムフライデーをお

過ごしいただきます。

http://dmdepart.jp/premium-friday/

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。

抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使えるお買物券が当たり

ます。

京都フィルハーモニー　スーパーパフォーマンス2017
2/24

18時～

フルート、クラリネット、ヴィオラ、コントラバスの４重奏で生ライブ。レストラ

ンフロアでお食事しながらプレミアムな音楽体験を。14階レストランフロア

アルレッキーノ前

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使

えるお買物券が当たります。

㈱京阪百貨店　 京橋店

㈱大丸松坂屋百貨店　 大丸 大阪・心斎橋店

㈱大丸松坂屋百貨店　

㈱近鉄百貨店　 上本町店

大丸 梅田店
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

“プレミアムなフライ”が登場！ 2/24
近江牛を使用したプレミアムな牛串や、高さ約10cmのかき揚げなど、プ

レミアムフライデー限定の“プレミアムなフライ”４種類が登場。

『金曜音楽会』JAZZアーティストによる トーク＆ライヴ 2/24

3階ローズパティオにて、

午後４時～「崔勝貴JAZZトリオ」、

午後6時～「OSAKA Gipsy Jazz Quartet」が、

ジャズのスタンダードナンバーを解説付きでお届けします！

ハッピーアワー 2/24
なんばダイニングメゾンの22店舗にて、午後4時～7時限定の特別サービ

スを実施。

午後4時からのメイクチェンジサービス 2/24
1階化粧品売場の対象ブランドにて、午後4時～6時限定で、お出かけ

メイクのアドバイスやメイクチェンジサービスを行います！

うめはんバル　プレミアムフライデー
2/24

15時～

2/22(水)から実施のバルメニューに加え、スペシャルドリンクや5店舗で

阿蘇あか牛を使ったプレミアムメニューが登場。

マツキンセット
2/24

15時～
21店舗で前菜3～4品とドリンクをセットにしたちょい飲みメニュー。

祝祭広場　プレミアムフライデーライブ

2/24

15時～

18時～

FM OSAKAタイアップ。2組のゲストライブと人気番組DJによる生レポー

ト、抽選会など。

生鮮食品プレミアムセール 2/24 16店舗の生鮮店でプレミアム食材を販売。

ちょっと贅沢な惣菜特集 2/24 16店舗の惣菜店でプレミアム食材を使ったメニューを販売。

レストランプラザプレミアムメニュー 2/24 10店舗のレストラン/カフェでワンランク上の食材を使ったセットメニューを

1日限りのプレミアムスイーツ 2/24

ヘアアレンジレッスン
2/24

16時～

ヘアアクセサリーを使って簡単にできる春らしいヘアスタイルの作り方レッス

ン

デニムパーソナルコーディネート
2/24

17時～
春のデニムスタイルを楽しむためのトップスのあわせ方をレッスン

幸せの1杯 2/24 でこぽん生搾りジュースの販売　（食料品売場きたけい）

贅沢なご褒美 2/24
東大阪店だけの限定プリンプリンの上に贅沢にフルーツがたっぷり

（食料品売場ケンテル）

高級食パン 2/24
高級小麦を使用した食パンで、プレミアム食パンの販売予定

（食料品売場コクランエネ）

㈱髙島屋　 大阪店

㈱阪急阪神百貨店 阪神梅田本店

㈱阪急阪神百貨店 阪急うめだ本店

㈱近鉄百貨店　 東大阪店

http://www.takashimaya.co.jp/osaka/pre
mium_friday/index.html

http://www.hankyu-
dept.co.jp/honten/h/premiumfriday/inde
x.html
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化粧品売場　ポイント3倍進呈 2/24
守口店・くずは店の化粧品売場で当日お買い上げいただくと、ポイントを

通常の3倍進呈いたします

リラックスフライデー 2/24
守口店・くずは店・住道店のビューティコーナーで、施術されたお客様にオ

プション（ヘッドスパ等店舗により異なる）メニューをサービスいたします

グルメな食卓 2/24
いちおしの素材を使って味わう「プチ贅沢」2月は「焼肉」と「牡蠣」をピック

アップしてご提案いたします

“家呑み"のススメ 2/24
気分や食事に合わせて、自分好みの1本を。2月は各店おすすめの「日

本酒」をピックアップしてご提案いたします

グルメな食卓 2/24
いちおしの素材を使って味わう「プチ贅沢」

2月は「焼肉」と「牡蠣」をピックアップしてご提案いたします

“家呑み"のススメ 2/24
気分や食事に合わせて、自分好みの1本を

2月は各店おすすめの「日本酒」をピックアップしてご提案いたします

㈱大丸松坂屋百貨店　 松坂屋 高槻店

2/24

15時～18時

ふるまいスーパードライ（お買い上げの方のみ・500杯限定）

※各レストランとレストラン街のオープンスペースにて実施

※3月は新製品を122杯配布予定（10階レストラン）

＜食料品企画＞月末は家族みんなでプレミアム! 2/24 すき焼・しゃぶしゃぶなどにぴったりなブランド牛のお肉を特別販売いたします。
https://www.takashimaya.co.jp/sakai
/premium_friday/index.html

＜ミスターミニット＞靴のお修理 2/24～2/26
ご帰宅やお出かけ前に。

靴のお修理をプレミアムフライデー価格でご提供します。

https://www.takashimaya.co.jp/sakai
/premium_friday/index.html

ハーブティーご相談会

2/24

午後3時（約30

分）

2階化粧品売場〈ヴェーダヴィ〉コーナーにて、冷え改善などお悩みに応じ

たハーブティーをご提案させていただきます。

カウンセリングを受けていただいたお客様にはハーブティー2回分をプレゼン

ト。

お父さんの株上げ手土産提案 2/24～2/26

１階和洋菓子売場にて、家族みんなが喜ぶ泉北タカシマヤ　イチオシス

イーツを総勢20ブランドにてご提案。

苺をたっぷり盛り込んだ苺づくしのタルトや山形県産さくらんぼを包み込ん

だほんのり甘いゼリーなど家族みんなが喜ぶフルーツ菓子を多数ご用意し

ました。

週末をプレミアムに過ごすための食料品提案 2/24～2/26

「筍ちりめん」や「えびすめ」など、お父さんの酒の肴にも最適なアイテムで

いつもと違うプレミアムな週末を過ごす最適な食料品アイテムを多数ご用

意いたしました。

㈱京阪百貨店　 くずは店

㈱京阪百貨店　 ひらかた店

㈱髙島屋　 泉北店

堺店㈱髙島屋　
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日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

「SENRIガーデンテラスプレミアムメニュー

2/24

15時～ プレミアムな食材を使った特別メニューを

生鮮食品（青果・鮮魚・精肉）
2/24

15時～

プレミアムと名のつく商品や、希少部位などをご用意。

一部タイムセールも。

惣菜 2/24
9店舗でプレミアな食材を使ったメニューや増量、この時だけの限定商材

を販売

化粧品売場　ポイント3倍進呈 2/24
守口店・くずは店の化粧品売場で当日お買い上げいただくと、ポイントを

通常の3倍進呈いたします

リラックスフライデー 2/24
守口店・くずは店・住道店のビューティコーナーで、施術されたお客様にオ

プション（ヘッドスパ等店舗により異なる）メニューをサービスいたします

プレミアムフライデーポイント 2/24 7階レストラン街でポイントを通常の2倍進呈いたします

グルメラリーonプレミアムフライデー 2/24～2/26

9月までの毎月プレミアムフライデーを含む金土日の3日間（延べ24日

間）の対象日に7階レストラン街の異なる3店舗以上でご飲食いただくと

ボーナスポイントを10月に進呈いたします

グルメな食卓 2/24
いちおしの素材を使って味わう「プチ贅沢」

2月は「焼肉」と「牡蠣」をピックアップしてご提案いたします

“家呑み"のススメ 2/24
気分や食事に合わせて、自分好みの1本を

2月は各店おすすめの「日本酒」をピックアップしてご提案いたします

リラックスフライデー 2/24
守口店・くずは店・住道店のビューティコーナーで、施術されたお客様にオ

プション（ヘッドスパ等店舗により異なる）メニューをサービスいたします

グルメな食卓 2/24
いちおしの素材を使って味わう「プチ贅沢」

2月は「焼肉」と「牡蠣」をピックアップしてご提案いたします

“家呑み"のススメ 2/24
気分や食事に合わせて、自分好みの1本を

2月は各店おすすめの「日本酒」をピックアップしてご提案いたします

守口店

㈱京阪百貨店　 すみのどう店

㈱京阪百貨店　

㈱阪急阪神百貨店 千里阪急
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日 本 百 貨 店 協 会
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「週末スイーツめぐらナイト」 2/24

① プレミアムスイーツ販売　各日15:00～

② 2/24(金)16時より6階イベントホール横にて、2/26まで地階和洋

菓子売場で使える1,500円分の金券を税込1,000円で販売。

※おひとり1セット限定　※限定300セット限り

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15:00～応募抽選用紙を3階・4階婦人服売場、5階紳士

服売場で税込1,000円以上お買上げの方に配布。

抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使えるお買物券が当たる

週末めぐらナイト 2/24～2/26
7階ダイニングガーデン内14店舗にて、「お料理＋ドリンク」が付いて税込

2,000円の「プレミアムフライデー」特別セットをご提供。

手土産特集 2/24～2/26
ご家族やご友人への手土産におすすめのスウィーツや、夕方からの出来

立て販売商品などをご用意いたします。

ミニライブ 2/24
18時から約20分7階ダイニングガーデン京回廊石の庭前特設スペース

にて京都で活躍するシンガー「和紗」さんのライブを実施。

鏡割り 2/24
プレミアムフライデー初日を祝って、午後4時から鏡割り＆振る舞い酒で

乾杯をおこないます

㈱髙島屋　 洛西店

プレミアムフライデーミニコンサート
2/24

16時～

洛西ショッピングセンター共同イベントとして、ソプラノとフルート演奏による

ミニライブと地元を中心に活動されている「ヴィオリラアンサンブルあじさい」

によるリズミカルな演奏の２本立てでお楽しみいただきます。

http://www.takashimaya.co.jp/rakusai/in
dex.html

プレミアムフライデー限定「旬鮮にぎり」販売 2/24～2/26

「旬鮮にぎり 本まぐろ大トロ、大穴子入り」9カン1パック　798円（税

込）人気の「旬鮮にぎり」に大穴子が入ったプレミアムフライデー限定パッ

クが登場。本まぐろの大トロや赤えびなど定番人気のネタも入っています。

通常よりボリュームもUP!!しました。お価格据え置き、かなりお値打ちで

す。

(B1F TAVELT（タベルト）・鮮魚コーナー)

「ワインとチーズのフロマージュ」ワインの試飲会
2/24

15時～

普段お取り扱いのないワインを2種類ご用意しました。ワイン売り場にて特

別に試飲会を行います。贈り物や週末のディナーのお供に、ワインと相性

抜群のチーズと一緒にご提案いたします。

(B1F TAVELT（タベルト）・ワインコーナー)

プレミアムフライデー限定メニュー「プレミアムストロベリーパフェ」 2/24～2/26

「プレミアムストロベリーパフェ」1,880円（税込）旬のイチゴをたっぷり15

粒も使いました！パンナコッタとバニラアイス、ストロベリーソースをあわせた

パフェにフレッシュイチゴとマカロンをデコレーションしたプレミアムフライデー限

定の贅沢なパフェです。

(5F shuhari dolce（シュハリドルチェ))

http://www.daimaru.co.jp/kyoto/topi
cs/2017022159360.html

[京都府]

㈱髙島屋　 京都店

㈱大丸松坂屋百貨店　 大丸 京都店

㈱藤井大丸

http://www.takashimaya.co.jp/kyoto/pre
mium_friday/index.html

https://www.fujiidaimaru.co.jp/
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ヘッドケア5分無料サービス 2/24
2/24（金）の16時以降に限り60分以上のコース以上をお利用の方

に5分無料サービスを実施（3階ナチュラルガーデン）

「ひなまつり・ガールズフェスタ」メイクアドバイス会 2/24
OL層を中心にメイクアドバイス会を実施。メイク体験をされた方にサンプ

ルをプレゼント（2階化粧品）

肌測定会 2/24
肌測定器によるお肌測定会の実施。肌測定を体験していただいたお客

様にサンプルプレゼント（2階化粧品）

特別コース
2/24

の夕刻
ワインと共に楽しめるスペシャルコースのご提供。（バジリコ）

週末持込バル
2/24

の夕刻

ドリンク＋一品セットをオーダーすれば地階　食品売場でのお買上げ商品

を持ち込みし飲食していただく企画を予定しています（バジリコ）

〈ふなまつりガールズフェスタ〉

女子会パーティーおすすめリカー特集
2/24

春らしい淡いピンクのロゼワインを中心に女子会におすすめのワインのご提

案を先行展開。　（各ユニット）

〈ひなまつりガールズフェスタ〉

“コスメ”　テイスティングナイト
2/24

☆16時よりスタート

普段から気になっているコスメブランドのタッチアップを、スタンプラリー形式

で受けていただく。

※スキンケア ⇒ メイク ⇒ ネイルなど。 （２箇所以上を想定 ）

時間が無いとできない体験のご褒美に、各売場からのサンプル進呈とハン

ドケアマッサージクーポンをプレゼント。（ネイルサロンで施術を予定）

※ハンドケアマッサージ券は、KIPSクレ会員様＋お買上げ 15,000円

以上が条件

※当日10名さまに先着プレゼント　１回@1500円（化粧品売場）

体験＆サンプルプレゼント 2/24

16時以降に各コーナーにご来店いただいた方に、春の新商品のお試し

体験をしていただきます。体験後には、お肌に合ったサンプルをプレゼント

いたします。（各コーナー）

スペシャルコース 2/24

プレミアムフライデー限定サービスを設定（交渉中）。16時以降に

5,000円以上のコースをご利用の方に、ハンドマッサージ、甘皮処理など

をサービス。

（ネイルズユニーク）

ビューティーフェイス　特別キャンペーン 2/24

季節対応保湿キャンペーンとして、しっとりコース、つるつるコース、つやつや

コースに限り各コース通常価格から1,000～2,000円割引します。

（ビューティーフェイスグランデ）

[滋賀県]

[奈良県]

㈱近鉄百貨店　 草津店

奈良店

㈱近鉄百貨店　 橿原店

㈱近鉄百貨店　
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ビューティーフェイス　特別キャンペーン 2/24

極上セーブル糸を使用した上下振り分け160本を120分10,800円の

特別価格で施術

（ビューティーフェイスアイラッシュ）

<ドンク>パンとワインのマリアージュ 2/24

17時から約40分間。ソムリエ（和洋酒係長）からワインの紹介・試

飲、ドンクからワインと相性の良いパンの紹介。参加費500円。ワインとパ

ンの販促につなげられるよう今後も継続して行う。

募集開始：2/15（水）10時から　5組10名さま

（ドンク喫茶コーナー)

プレミアムメニュー 2/24

いつもより少しのプラスの価格でそれ以上の価値を感じるプレミアム感と限

定食を打出すことによる特別感により利用促進を図る。

（レストラン・各階喫茶）

洋菓子プレミアム商品販売 2/24

「ドンクプレミアム食パン」など少し贅沢な、プレミアム感のある食パン、ケー

キ、生菓子の展開

（2階菓子売場）

ビンテージワイン特別販売 2/24 普段飲めない、ビンテージワインの特別販売（和洋酒）

プレミアム惣菜フェア 2/24

くじらの竜田揚げなど普段取扱いのない食材や高級食材にこだわった惣

菜を金曜日限定で販売。

（1階料理品）

プレミアムメニュー 2/24
上質な霜降り牛のすき焼きなど少し贅沢なメニューのご提案

（6階レストラン街）

週末に向けて気分リフレッシュ 2/24
初めてラフィネにご来店のお客様は、ご優待価格にて施術

（6階ラフィネ）

ボディケア延長サービス 2/24
施術5分延長サービス

（6階ラフィネ）

㈱近鉄百貨店　 橿原店

㈱近鉄百貨店　 生駒店
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イベント名 期間 概要 URL実施店舗

ミレニアムカードセゾンご利用&新規入会で宇治式部郷

「花うららけし」プレゼント

2/24～

2/26

ミレニアムカード セゾン で1回税込10,000円以上のクレジットご利用ま

たは　新規ご入会の方、先着600名さまにプレゼント（本館1階=化粧

品）

大人の寄り道。ちょい飲みセットで乾杯。

2/24 ～

2/26

※午後3時～

「鮨処 順」、「天冨羅 銀座天一」で特別メニュー　「東京の味 やぶそば」

でアルコールをご注文の方に、ひと口サイズの「揚そば」または「そば味噌」

をサービス（新館２階=味の一番街）

週末前に気軽にリフレッシュ

2/24

午後3時～

2/26

クイックリフレッシュ（約20分）特別価格1､080円

<要予約>078‐242‐6030　　(本館３階ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ ﾃｨﾖｰﾙ)

「新潟・酒ＢＡＲ 日本酒セミナー」 2/24、25

 （本館９階=大新潟物産展会場内 酒ＢＡＲ）

（1）2/24　①午後6時～、②午後7時～（各回40分）　各回8

名、500円（税込）

　新潟の日本酒マリアージュ

  ※新潟の日本酒3種とそれに合う新潟の食を食べていただきながら日

本酒学講師がご説明いたします

（2）2/25　①午後1時～、②午後5時～（各回30分）

  日本酒学講師が日本酒の楽しみ方・奥深さをご紹介します

「お得」と「べっぴん」の特別メニュー 2/24～2/26
普段人気のメニューをベースにした「お得メニュー」と、こだわり食材を使っ

た「べっぴんメニュー」をご用意します。(9階・10階レストラン)

(PC)
http://www.daimaru.co.jp/kobe/topic
s/2017022158977.html

「じゃらん」マツキン抽選会 2/24～2/26

2/24(金)15：00～応募抽選用紙を対象売場で税込1,000円以上

お買上げの方に配布。抽選で、じゃらん限定ポイントや大丸松坂屋で使

えるお買物券が当たる

(スマホ)
http://www.daimaru.co.jp/smp/kobe/
topics/2017022158977.html

まぐろの解体（本マグロ） 2/25
毎週土曜日14：00～開催しているまぐろの解体を、通常のキハダマグ

ロから本マグロにバージョンアップして実施をする

レストラン、喫茶特別クーポン 2/25～2/26 同時期（2/26(日))開催の姫路城マラソンも兼ねての値引きサービス

15時以降化粧直しサービス 2/24 各コーナーでお客様の化粧くずれのお直しを実施(対象外コーナーあり)

マツキンdeサンバ 2/24
ブラジルリオのカーニバルにあわせて、15時より、周辺商店街から催会場

までを、マツキン(月末金曜日)を告知しながらサンバ隊と行進を行う

プレミアムな“食”限定販売
2/24

午後3時～

＜ドンク＞あらびきポーク　プレミアムブレッド

1個：1,620円／限定3個

プレミアムな“食”限定販売
2/24

午後3時～

＜花梨＞ごろごろいちごのプレミアムショートケーキ

1個：1,620円／限定5個

「サントリーほろよいレモン」試飲缶プレゼント
2/24

午後3時～
地階お酒売場で、お酒類をお買い上げいただいた方、先着70名様対象

＜中島水産＞まぐろ解体実演販売
2/24

午後3時～
捌きたての新鮮な刺身、希少な部位をぜひ味わって見てください。

㈱そごう・西武　 そごう神戸店

[兵庫県]

㈱ヤマトヤシキ 加古川店

㈱ヤマトヤシキ 姫路店

㈱大丸松坂屋百貨店　 大丸 神戸店

www.sogo-seibu.jp/kobe/
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“女子力アップ”「プレミアムフライデー女子会」 2/24
喫茶を貸切り、女子会を開催、プレミアムフライデー限定セットを楽しみな

がら、各分野で活躍する女性を招いてセミナーを実施。

プレミアムフライデー　4時から出来立て市 2/24
＜RF1＞真いわしのロースト、肉じゃがコロッケほか各惣菜、弁当売場に

てご馳走出来たて販売（惣菜・寿司・弁当）

午後4時からの特別タイムサービス 2/24
2/24　午後4時から特別タイムサービス「黒毛和牛ステーキ切り落とし」

を販売

近鉄デパ地下　週末限定プレミアムな食卓提案 2/24～2/26

2/24～26　週末限定ファミリー寿司＆旬の生かつお・タタキのっけ盛り

特別販売

2/25　午前11時から　近大マグロ解体販売＆特選寿司販売

プレミアムフライデー限定販売
月末金曜日・

日曜日限定販売

2/24（金）、26（日）おとりよせパン特集として神戸トミーズ『あん食

パン』限定販売。

（スイーツ）

プレミアムフライデー限定販売 2月24日
2/24（金）紀美野町山のパン屋さん『ドーシェル』１日限定販売。

（紀州スイーツ）

化粧品お肌診断＆サンプルプレゼント
2/24

午後3時から

対象売場でお買いあげ、またはお肌診断を受けられたお客様にサンプル

をプレゼント（化粧品売場）

化粧品売場ハンドマッサージサービス
2/24

午後3時から

ドクターシーラボにてハンドマッサージのサービスを実施。　　（女性の方限

定、約5～10分程度）

（化粧品売場）

[和歌山県]

㈱近鉄百貨店　 和歌山店
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プレミアムビュ－ティ 2/24 ネイルサロンやフェイシャルエステ等の無料体験 http://www.tenmaya.co.jp/yonago/

レストランサ－ビス 2/24 レストラン街各店の15時以降のオトクなサ－ビス

㈱岡山髙島屋　
～お父さんの株上げ手土産～

国内産牛肉「サーロインステーキ」特別販売
2/24～2/26

国内産牛肉「サーロインステーキ」（1枚150ｇ）1,750円

※各日30枚限り　を特別販売
http://www.takashimaya.co.jp/okayama/

暮らす×Class 2/24
プレミアムフライデーをきっかけに新しいコトを始めませんか？という提案型

ワークショップを開催。
http://www.tenmaya.co.jp/okayama/

プレミアムバル 2/24
有機野菜を中心にした市内の人気レストランのビュッフェと市内の人気日

本酒バーの出張カウンター。ライブも開催

㈱天満屋　 倉敷店

《贅沢》プレミアム 2/24
スイーツ、御惣菜などを中心に、プレミアムフライデーのためにちょっと贅沢

をご提案。
http://www.tenmaya.co.jp/kurashiki/

㈱天満屋　 津山店

ケーキ　NIGHT 2/24

洋菓子売場にてショートケーキ5個お買上毎にショートケーキ１個サービ

ス。

15：00～19：00

http://www.tenmaya.co.jp/tsuyama/

㈱天満屋　 広島アルパーク店

プレミアムフライデー特典 2/24
22時まで営業の飲食店3店舗和食「酔心」、中華「三国苑」、バイキン

グ「GUGU」にてお食事いただいた方にプラスワンサービスを実施。
http://www.tenmaya.co.jp/alpark/

㈱天満屋　 広島緑井店
イタリアンレストラン「マリオエスプレッソ」ドリンクサービス 2/24～2/26 午後3時からドリンク全商品1杯目無料（2杯以上ご注文の方） http://www.tenmaya.co.jp/midorii/

㈱天満屋　 福山店
プレミアム「Ａｆｔｅｒ“３”」 2/24

美容室TAYA、サロンサガン（エステ）にて、3時以降限定のサービス実

施
http://www.tenmaya.co.jp/fukuyama/

＜女性限定＞肌解析＆カラー診断 体験（無料・要ご予約）
2/24

午後5時～

プレミアムな時間を、自分を知るための時間に。

３つの専用機器で肌状態をチェック。結果をお肌チェックシートでご案

内。またカラー診断で似合う色をご案内いたします。先着でキャンディー

＆フレーバーティーセットをプレゼント。(本館1階＝キレイステーション)

https://netorder.sogo-
seibu.co.jp/sks/hiroshima/?a=Rtop&svid=
1

ニットスタジオ体験レッスン（参加費500円・要ご予約）
2/24

午後5時30分～

プレミアムな時間を、趣味を広げる時間に。

ネックウォーマー、コサージュ、マフラーなど、楽しみながらおしゃれで可愛い

作品をお作りいただけます。所要：約2時間／予約：082‐511‐

1240(本館９階＝クラフトワールド）

夜カフェセット
2/24～2/26

午後5時～

プレミアムな時間を、プチ贅沢タイムに。

シーザーサラダ、ピザ　or パスタ、グラスワインのセットを税込1,620円で

ご提供。(本館10階＝イタリアン トラットリアカッチーヌ)

㈱そごう・西武　

㈱米子しんまち天満屋

【中国四国地区】

そごう広島店

㈱天満屋　 岡山本店

https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/

[鳥取県]

[岡山県]

[広島県]

41/48

http://www.tenmaya.co.jp/yonago/
http://www.takashimaya.co.jp/okayama/
http://www.tenmaya.co.jp/okayama/
http://www.tenmaya.co.jp/kurashiki/
http://www.tenmaya.co.jp/tsuyama/
http://www.tenmaya.co.jp/alpark/
http://www.tenmaya.co.jp/midorii/
http://www.tenmaya.co.jp/fukuyama/
https://netorder.sogo-seibu.co.jp/sks/hiroshima/?a=Rtop&svid=1
https://netorder.sogo-seibu.co.jp/sks/hiroshima/?a=Rtop&svid=1
https://netorder.sogo-seibu.co.jp/sks/hiroshima/?a=Rtop&svid=1
https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/


「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

“ドンペリ”を含むスパークリングワイン3種類飲みくらべ
2/24

17時～

映画や歌にも登場する『ドンペリニヨン』を含むスパークリングワイン計3種

類を飲みくらべ。＜エノテカ＞のソムリエ有資格者によるご説明も。5名様

参加費：2,160円

(地階エノテカワインバー)

しぼりたての日本酒4種類飲みくらべ
2/24

17時～

この季節ならではの“しぼりたて”を計4種類飲みくらべ。（おつまみ付）

広島ではあまり取り扱っていない地酒のしぼりたてを楽しめるチャンスで

す。計10名様　参加費：税込1,620円

(地階日本酒バー)

オーガニックコスメブランド＜ジュリーク＞サンプルプレゼント
2/24

15時～

カウンセリングを受けられた方に、その日の夜と、次の日の朝のお客様に

あったサンプルをプレゼント。おうちでゆっくりとお試しください。

(1階ジュリーク)

ヘアケアブランド＜オブ・コスメティックス＞サンプルプレゼント
2/24

15時～

頭皮チェックを受けられた方に、シャンプー、トリートメントなど計3つのサン

プルをプレゼント。天然由来成分で香りも楽しめます。ヘアケアをご自宅で

週末にゆっくりお試しください。

(1階オブ・コスメティックス)

＜カヅキレイコ＞無料メイク体験会 2/24～2/26

終日開催

フルメイクでもポイントメイクでもOK．人気のデザインテープもお試しいただ

けるチャンスです。

(3階カヅキレイコ)

革靴のお手入れ相談会 2/24

靴磨き用品でおなじみの＜コロンブス＞からシューケアのプロが来店。日ご

ろ酷使しているビジネスシューズのお手入れ方法をご相談ください。

(5階紳士靴売場)

マツキン　プレミアムフードフェア 2/24 食料品売場にてプレミアムフライデー限定商品をご用意いたします。

マツキン　プレミアムメニューフェア 2/24 レストランフロアにてプレミアムフライデー限定メニューをご用意いたします。

マツキン　プレミアムフードフェア 2/24 食料品売場にてプレミアムフライデー限定商品をご用意いたします。

マツキン　プレミアムメニューフェア 2/24 レストランフロアにてプレミアムフライデー限定メニューをご用意いたします。

㈱広島三越

㈱福屋　 八丁堀本店

㈱福屋　 広島駅前店

http://www.fukuya-dept.co.jp

http://www.fukuya-dept.co.jp
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プレミアムフライデー特別レストランメニュー
2/24

15時～

レストランの特別メニューをご注文頂いたお客様に各店舗（7店舗）先

着10名様に映画無料チケットプレゼント。

プレミアムフライデー特別フライご奉仕
2/24

15時～
フライデーだけに、「山吹」の天ぷら（フライ）を特別御奉仕。

㈱山口井筒屋　 山口店

ワインフェア 2/24 バイヤーおすすめワインに合わせた惣菜やチーズをご提案いたします。

㈱伊予鉄髙島屋

ウィークエンドは、家族みんなで「おいしい」を楽しもう 2/24～2/26
家庭で楽しむ美味の紹介、期間限定お取り寄せスウイーツ

レストラン東雲・ロゼットではお食事した方にグラスワインサービス
http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp/

津軽三味線演奏会

2/24

16時30分～

17時30分～

地下食賓館でおもとめいただいた商品をめしあがっていただきながら演奏

を楽しんでいただくスペースも設けております。

食賓館　4時の市
2/24

16時～

地下１階食賓館にて　午後4時より　お買い得品や　できたてのお惣菜

をそろえます！

㈱松山三越

㈱下関大丸

[愛媛県]

[山口県]

43/48

http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp/


「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

合言葉を唱えて、プレミアムなどリンクで乾杯！
2/24

午後4時～

東館エルガーラ5階　エスカレーター横特設会場にて、合言葉を唱える

と、先着100名様に「シードル」1杯をプレゼント！

もらってうれしいハッピーフード
2/24

午後4時～

午後4時以降に食品フロアで税込3,240円以上お買上げの方先着

100名様に「アンリシャルパンティエ　幸せサブレ(3枚入り)」をプレゼン

ト！

プレミアムなシャンパン「ドン・ペリニヨン」を味わう！
2/24

午後3時～

本館B2　和洋酒売場にて「ドン・ペリニヨン」をグラスで味わっていただけま

す(チョコ付)。1杯：税込1,080円　※先着15名様、お1人様1杯限り

プレミアムタイムセールを楽しむ！
2/24

午後3時～

本館B2　アフタヌーンティーベイカリー　にて「スペシャルパンボックス」販売

60セット限り　税込1,080円

東館B2　明太子売場「福太郎　めんべいつかみ取り　1回　税込540

円

東館B2　魚の北辰「珍味バイキング6パックセット」　100セット限り　税

込1,080円

プレミアムタイムセールを楽しむ！
2/24

午後4時～

本館B2　イベントスペース　お取り寄せ人気グルメ時間限定販売

「カシェット　特別メロンパン袋」　50袋限定　税込1,080円

東館B2 柿安本店　「黒毛和牛もも切り落とし(400g)」　100点限り

税込2,160円

東館B2　九州屋　「福岡県産いちご2P」　100P限り　税込1,080円

プレミアムタイムセールを楽しむ！
2/24

午後5時～

本館B2　セゾンファクトリー　あまおうジャム＆生姜茶　特別セット　20

セット限り　税込1,944円

東館B2　萬坊　するめいか天ぷら　20％増量　100点限り　税込540

円

東館B2　魚の北辰　本まぐろ入りにぎり寿司セット　100点限り　税込

1,080円

プレミアムタイムセールを楽しむ！
2/24

午後6時～

本館B2　メゾンカイザー　「お楽しみパンボックス」　50箱限り　税込

1,080円

本館B2　ポールボキューズ　「クロワッサン風トースト」(1個)　100個限り

税込300円

東館B2　魚の北辰　「有頭赤えび(お刺身用)　1kg」　50セット限り

税込1,080円

東館B2　九州屋　「パインタワー(カットフルーツ)」　20個限り　税込

1,080円

全国15種類以上のいちごが一堂に！ 2/24 2/24(金)限定、全国の15種類以上のいちごが一堂に揃います。

㈱博多大丸

【九州地区】

[福岡県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

家族や友人達との楽しい食事を乾杯からはじめる
2/24

午後3時～

レストラン街の対象店舗で午後3時以降にお食事をご注文の方各店先

着20名様に「ドリンク1杯(アルコール含む)」をプレゼント！

対象店舗：東館5階　喝、先斗入ル（ぽんといる）、さんるーむ、華

元、カフェロイヤル

東館6階　草草、ウィーンの森、しゃぶ禅、高玉、東山、鴻臚

東館B1　ロココ

家族や友人達との楽しい食事がプレミアムに！
2/24

午後3時～

本館2階　稲庭うどんにて、午後3時以降にお食事をご注文の方先着

20名様にスイーツ(黒ゴマだれ餅)をプレゼント！

家族や友人達との楽しい食事がプレミアムに！
2/24

午後3時～

本館5階　カフェコンフォートにて、午後3時以降にお食事をご注文の方

先着20名様に次回使えるコーヒーチケットをプレゼント！

家族や友人達との楽しい食事がプレミアムに！
2/24

午後3時～

本館1階　オーバカナルにて、アルコールをご注文の方先着5名様におつ

まみプレゼント！

㈱博多大丸
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

博多阪急でキレイに変身
2/24

16時～

1Ｆ「メイクアップライフ」「ドモホルンリンクル」、3Ｆ「アルティミッド」

※要事前予約、参加費はブランドにより異なります。

ヘアアクセサリーとスカーフを使った大人のかわいいコーディネートヘアア

レンジ

2/24

16時～

トレンドのスカーフを首に巻いて、大人っぽさを演出するヘアアレンジを「コ

レットマルーフ」のヘアアクセサリーを使ってご紹介します。(1F)

※無料

「生活の木」フレッシュな香りのハンドクリームづくり

2/24

16時～

17時～

ナチュラルな素材とメリッサとレモングラスのアロマを加えて作る爽やかな香

りのハンドクリームです。(7F)

※要事前予約　参加費　1,080円　15分程度（4名様）

「ハウスオブローゼ」ハンドケア体験
2/24

16時～随時

店頭でお気軽にお悩みに合わせたハンドケアが学べます。(7F)

※参加費　無料　15分程度（店頭状況によりお待たせする場合がござ

います。）

「リーデル」グラステイスティングバー
2/24

17時～随時

グラスティスティングが出来るカジュアルな角打ち感覚のスタンドバーカウン

ターを特設。(7F)

週末は“アペロ”しよう！食前酒にぴったりのおつまみレシピ実演
2/24

未定

週末にアペリティフ（食前酒）を楽しむ贅沢な時間の提案に、自宅で手

軽に作れるおつまみレシピを実演交えご紹介。(7F)

身体測定・トレーニングメニュー相談会
2/24

16時～

ダイエットや身体作りを考える女性を対象に現状の身体測定と今後のト

レーニングメニューのアドバイスをいたします。（8F）

リサイクルきもの「たんす屋」着物クリニック相談会
2/24

終日

お客様の大切なきものの、クリーニングやメンテナンスのご相談・アドバイス

を実施。(8F)

※要事前予約

「ハリウッド化粧品」30分クイックエステ
2/24

16時～

漢美容化粧品によるフェイシャルローラーケア。仕上げのメイクまでサービ

ス。(8F)※要事前予約

「アクセーヌ」うるうるパック体験
2/24

16時～

人気のモイストバランスローション、モイストバランスジェルでメイクの上から

水分補給とメイク直し。(8F)

※要事前予約

「HABA」ポイントメイク講座
2/24

16時～

アイメイクやリップの描き方をご紹介します。(8F)

※要事前予約

「丸福珈琲店」プレミアムフライデースペシャルメニュー 2/24～2/26

通常ランチ・ディナーメニュー（1,250円～1,480円）にスープとスペシャ

ルデザート（700円相当）をプラスしコース仕立てにしたお得なセット。

(4F)

㈱阪急阪神百貨店 博多阪急
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

３日間だけのお取り寄せグルメ 2/24～2/26
ホテルニューオータニのオードブルや、アンテノールの旬のデザートを3日間

限り数量限定販売
※後日

プレミアムグルメメニュー 2/24～2/26
通常はないグルメ食材を使用したスペシャルメニューをレストラン全13店

舗で提供

プレミアムフライデーサービス 2/24～2/26 化粧品各カウンターでメイク直しサービスの実施

オペラの醍醐味を楽しむ　コーラスの愉しさをあなたに 2/25

五十嵐麻利江氏、広渡勲氏による、コーラス談義

お客様と一緒に「椿姫」乾杯の歌を歌唱。

ソプラノ歌手によるミニコンサートなど

女性の感性を磨くセミナー　ヨガdeリラックス 2/26 心と身体を解きほぐす初心者向けのヨガレッスン

ヤマハミュージックライブ 2/24～2/26
ヤハマ大人の音楽レッスン講師陣による、ミニコンサート開催ジャズ・ポップ

スなどなじみのある曲を演奏

＜古武士屋＞フランスワイン試飲会 2/24～2/26
食卓をちょっとリッチに。

グルメ食材にあう、オススメのフランスワインの試飲会を開催いたします。

コレット食品フロア　2月24日　プレミアム フライデー 2/24
プレミアムフライデー限定品、特別出品のほか、イートイン・コーナーは、メ

ガ盛りの超大盛り穴子丼やオムカレーを提供。
http://www.colet.co.jp/

Ｉｍレストラン街のプレミアム フライデー 2/24
14階【益正】、12階【花葡萄】にてディナーを楽しまれるお客様へスパー

クリングワイン1杯プレゼント！ 　（※なくなり次第終了）

㈱鶴屋百貨店

プレミアムフライデーフェア 2/24～2/26
通常取扱いのない特別メニューやサービスを提供します。(鶴屋本館7階

レストランアベニュー)

「ワインショップ　ニコラ」プレミアム試飲会 2/24～2/26
B1F「ニコラ」にて、ワイン好きな方が週末に楽しんで頂けるワインを取り揃

え、特別試飲会（無料）を開催します。　各日15：00～

化粧直し「おめかし」サービス 2/24～2/26
1F化粧品にて。夜のデートやパーティ前に化粧のお直しや肌カウンセリン

グを無料で行います。　各日15：00～

婦人靴磨きサービス 2/24～2/26
1F婦人靴売場にて、大切な靴に付着した汚れを落とし、キズを目立ちに

くくします。　各日15：00～

「生活の木」ドリンクサービス 2/24～2/26
5F生活の木にて、お客様に合った体に優しくて美味しいハーブティを無料

で1杯その場でお淹れいたします。　各日15：00～

「生活の木」月替わりワンコインワークショップ開催 2/24～2/26
アロマ初心者の方でも気軽にご参加頂けるアロマコロンを3種類の中から

選んでお作りいただけます。（参加費　税込み500円）

「ハウスオブローゼ」サンプルプレゼント 2/24～2/26
5F「ハウスオブローゼ」にてクレンジングや洗顔料、シャンプーなどのサンプ

ルをプレゼントいたします。　各日15：00～

めがね「クリーニング」サービス 2/24～2/26 7F「メガネサロン」にて、メガネ超音波洗浄を無料でサービスいたします。

㈱井筒屋　 本店

㈱コレット井筒屋

[大分県]

㈱トキハ 本店

[熊本県]
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「プレミアムフライデー」各百貨店イベント情報(2月度抜粋)
日 本 百 貨 店 協 会

イベント名 期間 概要 URL実施店舗

「化粧品」サンプル品サービス 2/24～2/26

化粧品売場（資生堂・カネボウ・コーセー・SK‐Ⅱ、パウダーパレット、

ハーバー、アユーラ・ソフィーナ・コスメスタジオ）にてサンプル品プレゼントい

たします。

各日15：00～

「生活の木」サンプルプレゼント 2/24～2/26

2商品お買上の方に「ハーブポーション」のサンプルなどプレゼントいたしま

す。

各日15：00～

「カフェモロゾフ」限定メニュー提供 2/24～2/26

プレミアムフライデー限定メニュー（ワッフル2ピース＆チョコソース+コーヒー

または紅茶）を提供いたします

各日14：00～

「サウンドリブロ」Ｗポイントサービス 2/24～2/26

CD・DVDお買上の方「Honya clubカード」Ｗポイントサービスいたしま

す。

各日15：00～

「レストランマーガレット」コーヒーサービス 2/24～2/26 15時以降、食事をされたお客様にコーヒーをサービスいたします。(7F）

「レストラン庄屋」ドリンクサービス 2/24～2/26 17時以降、食事をされた会員様にドリンクをサービスいたします。(7F）

アルティミューン体験会 2/24～2/26
資生堂「アルティミューン体験会」を開催　美しさを引き出す美容液の体

験をして頂き、ご来店の方にサンプル進呈

靴選びの相談会 2/24～2/26 ヨシノヤにて、靴選びの様々な悩みについてアドバイスします。

あなたのサイズをおはかりします「マイサイズチェック」 2/24
お客様にあったブラジャーのサイズをおはかりし、内面から「美」のご提案を

する（ご試着されたお客様へ粗品進呈）(ワコールトリンプ)

ハンドケア＆メイクアップ体験会 2/24～2/26
お肌の状態をチェックしながらお客様の魅力を引き出すカラーやメイクアッ

プアイテムをご提案（フルメイクアップなど無料）(HOUSE of ROSE)

風呂敷の包み方体験会
2/24

15時～

風呂敷の魅力を再発見して頂き、包み方次第でいろいろな用途に活用

をアドバイス(呉服売場)

プレミアムオードブル承り
家で「ゆっくり」「楽しく」過ごして頂ける様工夫を凝らしたオードブルをご提

案（5000円～）(ベルエポックカフェ)

[宮崎県]

㈱宮崎山形屋

㈱トキハ わさだタウン

http://www.yamakataya.co.jp

㈱トキハ 別府店
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