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プレミアムフライデーについて
2 月 24 日の第一回実施に向けて、急速な盛り上がりを見せている。JATA は新年度の事業
方針に取り上げ、各社に働きかけたこともあり、20 社以上が取り組み中。その成果は新聞
でも紹介され、ムード盛上げに一役買う。
１．参加状況
・1 月末時点でのロゴ申請数：1,191 件
・旅行会社：25 箇所（主な取り組みは添付）
HIS が初売りで TV、新聞広告で先鞭、1 月中旬に各社の企画が揃う
支店単位でのロゴ申請や申請漏れもあるので今後調整する。
２．スケジュール
・1 月 27 日 事前デモンストレーション（サントリー、コーセー、日本百貨店協会
JTB コーポレート)→「いつもより豊かな時間を過ごす」
例として 「バブルサッカー」「アーチェリーイベント」
・2 月 21 日 PR イベント 日本工業倶楽部 ナビゲータータレント
３．広告展開
・2 月 24 日（金） 読売新聞全面広告
・2 月 22 日～26 日 地下鉄を中心に交通広告
・2 月 20 日～26 日 ヤフートップをジャック
４．観光庁との連携：観光資源課が担当
５．プレミアムフライデー 金曜日の 15 時退社について
・経団連：榊原会長名で消費喚起と働き方改革の為に推進する旨のメッセージ
→ダイワハウスが実施
・霞ヶ関：1 月 27 日に内閣人事局から全省庁の人事部局に対して、ＰＦの日は
早期退庁するよう協力要請文書発出
以

上

プレミアムフライデー 各社取組状況

【海外】
会社名

（株）日本旅行

商品名
①【羽田発】プレミアムフライデーに行く シンガ
ポール3・4日間
②【成田発】プレミアムフライデーに出発する！
グリーン島＆キュランダ観光付き！ ケアンズ 3
日
③【成田発】プレミアムフライデーに出発する！気
ままに過ごす休日 ケアンズ 3日
④【成田発】プレミアムフライデーに行く！バンコ
ク 3・4日
⑤【成田発】プレミアムフライデーに行く！香港
3・4日
⑥【関西発】金曜夕刻からお出かけ♪
プレミアムフライデーに行く！バンコク 3日
⑦【関西発】プレミアムフライデー★ソウルで週末
を満喫する 3日間
⑧【関西発】プレミアムな金曜夜から直行便！送
迎＆朝食付き★シンガポール4日
（その他随時発売・特集ページへ掲載予定）

ANAセールス（株）

ANA海外ダイナミックパッケージ「旅作」

名鉄観光サービス㈱

プレミアムフライデー 旅に出よう

（株）ジェイティービー

（株）阪急交通社

エースJTB(国内旅行パッケージツアー)
ルックJTB(海外旅行パッケージツアー)
JTBお買得旅(海外旅行パッケージツアー)

e-very
金曜限定出発 フリープラン特集

内容・特長等

商品掲載URL等

プレミアムフライデー専用商品として、2月24
日、3月31日の夕刻以降出発のフライト利用
http://www.nta.co.jp/theme/premiumfriday/
で発売。近場の韓国、香港だけでなく、シン
（特集ページ）
ガポールやバンコクはもちろん、通常3日間
※ツアーおよびクーポン情報の掲載もあり
では組まないオーストラリアも充分に楽しめ
る内容になっています。

WEBセール商品と併設して販売

2月1日にはwebにて日本旅行会員限定で2月・3月のプレミアムフ
ライデー出発用10,000円分クーポンをWEBで配布開始。当面毎月
1日を「プレミアムクーポン」発行日としてキャンペーン展開する予
定です。（3月以降のクーポン額は未定）

■海外ツアー／プレミアムフライデープラン ANA SKY コイン還元
キャンペーン！概要
【発売期間】2017 年 1 月 24 日（火）～2017 年 2 月 13 日（月）
【プレスリリース】
【出発日】2017 年 2 月 24 日（金）～2017 年 2 月 25 日（土）出発
https://www.ana.co.jp/group/pr/201701/201701
限定
11.html
【対象商品】ANA 海外ダイナミックパッケージ「旅作」
【ツアー商品】 1/24リリース
【対象方面】
https://www.ana.co.jp/inttour/theme/sale/times
香港、韓国、台湾、マレーシア（クアラルンプール）、中国（上海）を
ale/
予定
【ご利用人数】1 名様以上
【内容】ANA SKY コイン 10,000 コイン還元

プレミアムフライデーを利用して海外旅行
へ。週末の休日とプレミアムフライデーでい http://www.mwt.co.jp/kaigai/cp/premium_ｆriday/ 詳細は後日左記ホームページにてアップ予定
けるツアーの特集ページ。
「金曜の午後から、ちょっと豊かに旅をしよ
プレミアムフライデー特設ページ
う。」をコンセプトにプレミアムフライデーにお
(www.jtb.co.jp/premiumfriday/)
・詳細は左記特設ページにて2/10アップ予定
すすめの商品を紹介します。
金曜は仕事をいつもより早く終えて、海外旅
行に出かけませんか♪関東発 e-very（イー
ベリー）ではプレミアムフライデーの開始を
http://www.hankyu-travel.com/e記念して、金曜日出発の海外旅行を多数ご
very/tokyo/premiumfriday/
用意しました！2名様催行ツアー・フリープラ
ンや格安旅行など、担当者おすすめの商品
をお見逃しなく！

（株）エイチ・アイ・エス

初夢フェア（第2弾：1月末まで）で商品販売を展
開・第1弾は昨年末に実施

対象は初夢フェア実施中の2017年1月4日～
31日までの申込み成約で、対象の旅行は
2017年2月1日～8月31日の金曜日15時以降
に出発する成田・羽田発着の商品。

㈱ジャルパック

JALプレミアムフライデー限定企画

海外/国内JALダイナミックパッケージにて販
促実施予定

http://www.hisj.com/tyo/fair/premium/friday.html【初夢フェア 初夢フェアで、2017名限定で、往路の空港宅配サービスを無料と
は1月31日で終了。現在の商品はドメインのＵＲＬ するクーポンを提供。
から検索を。http://www.his-j.com】
詳細は、2月上旬にホームページにてアップ予定。
金曜日の夕方～夜発の短めの日程。海外・国内ともに1月末～2
月初旬にかけて順次発売開始予定

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス（株）
日通旅行（株）
楽天（株）

その他

ゴルフパック商品
2月24日(金)のご旅行に使える割引クーポン

海外ツアー(航空券＋宿)の割引クーポン

http://www.nittsu-ryoko.co.jp/
（予定）
http://travel.rakuten.co.jp/camp/premiumfriday/

金曜夕刻発考慮した２泊３日の国内・海外ゴルフ商品を開発し、
ホームページにて販売予定。

プレミアムフライデー 各社取組状況

【国内】
会社名

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
（株）

クラブツーリズム（株）

西鉄旅行（株）

（株）日本旅行

東武トップツアーズ（株）
（株）ジャルパック
（株）読売旅行

（株）ジェイティービー

楽天（株）

（株）小田急トラベル

商品名

内容・特長等

北関東連携 スペシャルフライデー企画・イベント

弊社協定旅館連盟と北関東の地域新聞社との連携によって、域内の特別宿
泊企画造成と地域におけるイベントの創造により、宣伝告知・認知度の向上
を図る。継続実施により、当該日の特別イベントと連動した宿泊企画で宿泊
客の拡大を目指す。

プレミアムフライデー実施記念！ 群馬がお得

2/24～7/14の平日・休日設定、群馬県の宿23軒。月末の金曜日は特色付：
①大人500円引き②レイトチェックアウト③夕食は遅めのスタート20：00・ワン
ドリンク付等

商品掲載URL等

専用HPの立ち上げ
（準備中）

ＪＲ西日本から「プレミアムフライデー」専用旅行商品への施策（45～60％割
引）が発表されたので、それを受けて金曜日の夕方に出発する、九州新幹
線および山陽新幹線利用の九州方面、在来線および北陸新幹線を利用した
北陸方面への旅行商品を造成予定。
2/24～26宿泊のお客様に通常食事なし代金に、この3日間だけ朝食付にて
展開
ホテル3軒
（店頭販売商品）
プレミアムフライデーでお得に泊まろう
・ホテルモントレ大阪
パンフレット
・ホテル京阪ユニバーサルシティ
・ホテル京阪ユニバーサルタワー
貸切バスやJR、航空機利用の金曜日午後発商品を日帰り、宿泊型双方を
キーワード（「プレミアムフライデー」「金曜夜・午後発」など）を含ん
造成、特に日帰りは、出発地が都内で帰着地が、自宅に近いところといった http://www.club-t.com
だツアー名を冠にして、2/24出発ツアーを造成（６５ツアー）
工夫もなされている。
リゾートホテルでちょっと豊かに！【宮崎】シェラトン・グランデ・
プレミアムフライデー当日の夕方から夜にかけて出発する旅行をご用意。国
オーシャンリゾート
内は東京・大阪のテーマパーク商品、海外は近距離アジアを中心としたお手 https://www.nishitetsutravel.jp/s
韓国グルメでちょっと豊かに！アシアナ航空で行く韓国・ソウル3
頃価格なラインナップを揃えました。また、国内の特選旅館も多く取り揃えて pecial/premium-friday.html
日間
います。
日常を抜け出しちょっと豊かに！ビジネスクラスで行く香港3日間
①【東日本・中部・西日本・九州 各地発航空機利用プラン】方面：
沖縄 「金曜夕方に沖縄へ出発して月に1度の週末ご褒美！３日 ①夕方からの利用便限定！翌朝一から沖縄滞在を堪能できるプランです。
間【ＪＡＬ】」
（オンライン販売商品）
②【首都圏発ＪＲ利用プラン】方面：熱海「プレミアムフライデー 夕 ②早めのチェックインでゆっくり温泉を堪能、飲み放題付でグループ旅行、
http://www.nta.co.jp/theme/prem
方からチェックインで温泉の後♪飲み放題付」
ファミリー旅行におすすめ。
iumfriday/
③【中部・西日本発ＪＲ利用プラン】方面：東京「金曜15時からの女 ③18時以降のチェックインお得に宿泊、翌日は朝寝坊でゆったりステイ、きま
子ひとり旅♪ TOKYO NIGHT 」
まなおとなのひとり旅満喫プラン。
④【西日本発ＪＲ利用プラン】方面：北陸・九州「夕方出発でお得に ④15時以降のお得な列車限定利用（ＪＲ西日本プレミアムフライデー特別
出発 プレミアムフライデーにも使えちゃう」
レート利用）で、到着が遅くなるため嬉しい人気の駅弁付。
⑤【首都圏発】プレミアムフライデー金曜日が行きドキ！！ 売る
⑤夕方以降出発便利用でレンタカー乗り放題・お得なオプションもご用意
とらバーゲン沖縄
⑥【首都圏発】プレミアムフライデー金曜日が行きドキ！！ ユニ
⑥往復ＪＲ利用のお得な商品 金曜日夜に到着して朝からパークを楽しめる
バーサルシティー
（店頭販売商品）
⑦【関西発】「月末金曜日はプレミアムフライデー仕事が終わって
⑦白浜駅18:45着のくろしお号利用でも夕食に間に合うお得なプラン。
パンフレット
から白浜へ行こう！」
⑧【関西発】「月末金曜日はプレミアムフライデー仕事が終わって
⑧チェックイン18:00以降限定でお得！JRで行く品川プリンスホテル
から東京へ行こう！」
仮：ＪＲで行く「プレミアムフライデー 九州・北陸」

その他
（イベント例）
茨城：水戸梅まつり
栃木：鬼怒川渓谷イベント
群馬：伊香保石段街イベントなど
パンフレットは群馬のみ設定。その他の関東近
郊方面については、WEB限定商品を依頼中。
現時点で、37軒の参加あり。随時、発売予定。
設定期間：準備出来次第、ＷＥＢおよび店頭で
発売予定。（設定期間は平成29年7月2日まで）

1/30(月）配布

本日現在、プレミアムフライデーの専用WEB
ページは作成していないが、今後展開する予定

2/1～2/20にオンラインで2/24（金）と3/31（金）
のツアーをお申込みで先着100組に「プレミアム
フライデー専用割引クーポン」を配布
※クーポン利用にはマイページへの会員登録
が必要

⑨【関西発】「プレミアムフライデーはＪＲで行こう！方面：北陸・九 ⑨ＪＲ西日本のプレミアムフライデー専用料金により設定する、お得なＪＲ
州（福岡）」
セットプラン（2/24発売予定／設定期間：3/1～7/2）
東京スカイツリー３４５ｍにある日本一高いレストランでディナーをご賞味い
東京スカイツリーで特別なひとときを！ Ｓｋｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ６３４
http://tobutoptours.jp/special/pr
上記以外も追加設定予定
ただけます。この企画には２組４名様限定の窓側テーブル確約です。周辺フ
emium_friday/
ディナープラン
リーキップもセットされています。
詳細は、2月上旬にホームページにてアップ予
JALプレミアムフライデー限定企画
海外、国内ダイナミックパッケージにて販促実施予定
定
http://www.yomiuri月末の金曜日のプレミアムフライデーを利用して、ご旅行に出かけましょう！
ryokou.co.jp/kokunai/premiumfrid コースは随時発表いたします。
プレミアムフライデー国内ツアー特集
各地発のプレミアムフライデー関連の国内ツアーをご案内します。
ay/
（るるぶトラベル）
るるぶトラベル「プレミアムフライデープラン」
専用旅行商品、割引きクーポン
http://rurubu.travel/theme/premiu
mfriday/
（ＪＴＢホームページ）
ＪＴＢＨＰプレミアムフライデー特集
別紙、ニュースリリース参照ください。
http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/lis
t/pre_fri/
日本全国 ホテル・旅館の割引クーポン
国内ツアー(航空券＋宿)のクーポン
http://travel.rakuten.co.jp/camp/
2月24日(金)のご旅行に使える割引クーポン
レンタカーの割引クーポン
premium-friday/
観光バスの割引クーポン
http://www.odakyu月末金曜日のお出かけは小田急のツアーでお楽しみ！
関東近郊、箱根へのプレミアムフライデー専用商品等をWEBで展開
travel.co.jp/special/premiumfriday
/index.html

