2017 年 ２⽉ ７⽇
東⽇本旅客鉄道株式会社

JR 東⽇本グループの「プレミアムフライデー」

東⽇本エリアの魅⼒を発信しながら、プレミアムなお買い物や鉄道の旅を提案
JR 東⽇本グループでは、2 ⽉ 24 ⽇から始まる「プレミアムフライデー」の趣旨に賛同し、積極的に以下のよう
な取組みを⾏って参ります。
● 東⽇本エリアを中⼼とする地域の魅⼒を発信！「プレミアムマルシェ」
● プレミアムな商品を買って豪華賞品を GET！「プレミアムお買いものキャンペーン」
● 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」
● プレミアムフライデーキックオフイベント「東京エキマチ乾杯」
● ⾦曜出発旅⾏商品「新しくなった ザ・プレミアム・モルツ体験列⾞の旅」
鉄道や駅などでのさまざまな取組みを通じて、買い物や⾷事を楽しんで頂くだけではなく、地⽅への波及効
果や働き⽅改⾰の実現にもつなげていくことを⽬指し、JR 東⽇本グループ全体でプレミアムフライデーを盛り
上げます。

１．

６駅同時開催！各地の“ちょっといいもの”を集めた「プレミアムマルシェ」

東京駅・上野駅・品川駅・新宿駅・⼤宮駅・仙台駅の６駅にて、
東⽇本エリアを中⼼とする各地の“ちょっといいもの”を集めた「プレミア
ムマルシェ」を開催します。（別紙１）
2009 年より「地域再発⾒プロジェクト」として上野駅や⼤宮駅で
開催してきたマルシェを、今回初めて同時に複数展開します。
マルシェでのお買い物を通じて、まるで東⽇本各地を旅しているよ
うな気分をお客さまに感じていただきます。

東京駅では当社オリジナルの
６次産業化商品を展開します。

２．

プレミアム商品を買って豪華賞品を GET！「プレミアムプレゼントキャンペーン」開催
当社グループ会社が運営する、東京駅・上野駅・品川駅・新宿駅・⼤宮駅・仙台駅６駅のエキナ

カ・駅ビル等の商業施設では、各店舗がおすすめする「プレミアムな商品」を販売します。（別紙２）
また、同時に合計 3,000 円（税込）以上お買上げのお客さまを対象に、プレミアム賞品が当たる
キャンペーンを開催し、プレミアムなお買い物を盛り上げます。
＜プレミアムプレゼントキャンペーン概要＞
・期

⽇：2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）〜26 ⽇（⽇）の３⽇間

・対

象：東京駅・上野駅・品川駅・新宿駅・⼤宮駅・仙台駅の６駅の当社グループが運営する店舗で、
合計 3,000 円（税込）以上のお買い物をされたお客さま

・応募⽅法：パンフレットやチラシ（エキナカや駅ビルに設置）に掲載の応募ハガキにレシートを貼って郵送
・賞

品：抽選で 56 名様にプレミアムな賞品をプレゼント
１等 びゅう商品券５万円分（１名様）
２等 プリンセス テーブルグリルピュア（５名様）
３等 リーデル オー+ギフト（10 名様）
４等 東⽇本のプレミアムな⾷品（40 名様）
パンフレット表紙

３．

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⽉ 24 ⽇（⾦）〜26 ⽇（⽇）の 3 ⽇間限定で、JR 東⽇本グループの３つのポイントキャンペー
ンを同時に開催し、東⽇本エリア全域でプレミアムフライデーを盛り上げます。
（１）JRE POINT
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：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
※ 付与されるポイントの有効期限は 2017 年 4 ⽉ 30 ⽇（⽇）となります
（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。）

（２）Suica ポイント
期間中に「Suica ポイントアプリ」からエントリーの上、Suica を利⽤して合計
1,000 円（税込）以上お買上げの⽅から、抽選で 500 名様に Suica ポイン
ト 5,000 ポイント（5,000 円相当）をプレゼント
※ 対象店舗：JR 東⽇本グループの Suica ポイント加盟店
（詳細は「Suica ポイントクラブ」サイト内のキャンペーンページでご確認ください。）

（３）ビューサンクスポイント（株式会社ビューカード）
JR 東⽇本グループの主なエキナカ・駅ビル等の商業施設及びホテル
でビューカードをご利⽤いただくと、ビューサンクスポイントが通常の３倍
(1,000 円に付き 6 ポイント）貯まります。
※ ⼀部、対象外のカード、施設、店舗がございます。
（詳細は「ビューカード」サイト内のキャンペーンページでご確認ください。）

４．

プレミアムフライデースタートを祝う「東京エキマチ乾杯」開催

プレミアムフライデー初⽇である 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）に、三井不動産株式会社・三菱地所株式会社と
連携し、東京駅・⽇本橋・丸の内の３エリアを中継で繋いで同時に乾杯をするイベントを開催します。
＜当社開催イベント概要＞
・⽇

時：2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）15：45〜16：15

・場

所：東京ステーションホテル ゲストラウンジ「アトリウム」

※ 開場 15：15

・出 席 者：東⽇本旅客鉄道株式会社代表取締役社⻑ 冨⽥哲郎
東京駅周辺のオフィスワーカーのお客さま
・内

容：
・６駅のマルシェから東⽇本各地の⽣産者やご当地キャラクターが⼤集合！
東⽇本全体でプレミアムフライデーを応援し、観光につなげます。
・参加者全員でプレミアムフライデーの開幕を祝し乾杯をします

⾦曜出発でプレミアムな旅を！鉄道を使った旅⾏商品を発売中！

５．

サントリーコーポレートビジネス株式会社と連携し、「新しくなった ザ・プレミアム・モルツ体験列⾞の旅」
を発売します。３⽉にリニューアルされる「ザ・プレミアム・モルツ」をひとあし先にお楽しみいただけるツアーで
す。
・発売⽇時：2017 年 2 ⽉ 7 ⽇（⽕）16：00
・出 発 ⽇：2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）
・⾏

程：プレミアムフライデー特別列⾞「宴」 指定席

※ 15:58 頃東京駅発 〜 横須賀駅折返し 〜 18:23 頃横浜駅着 〜 19:48 頃新宿駅着
※ 乗⾞時間：約 3 時間 50 分
・募集⼈員：118 ⼈
・旅⾏代⾦：おとなおひとり様 8,800 円
・⾷

事：プレミアムフライデー特製おつまみ弁当（製造：株式会社⼤船軒）

・旅⾏代⾦に含まれるもの：⾏程区間のＪＲ乗⾞券・急⾏券・グリーン料⾦・お弁当
・「新しくなった ザ・プレミアム・モルツ体験列⾞の旅」のおすすめポイント：
・ 新しくなったザ・プレミアム・モルツの先⾏体験（瓶ビールでの提供を予定）
・ おつまみ（JR 東⽇本６次産業化商品 ⼥川特産「さきほや」）
・ おやつ TIMES（JR 東⽇本グループが地域の⽣産者と連携して開発したおやつシリーズ）
・ ザ・プレミアム・モルツのおいしい飲み⽅（特製グラス付）
ザ・プレミアム・モルツをご⾃宅で楽しんでいただく際のビールのおいしい注ぎ⽅をご案内します。
・旅⾏企画・実施：株式会社びゅうトラベルサービス
・申 込 先：びゅうプラザ（東京・横浜エリアにある⼀部の店舗での発売となります。）
または「JR 東⽇本国内ツアー」http://travel.eki-net.biz/travel/contents/pf
その他、プレミアムフライデーにご利⽤いただける旅⾏商品を多数設定しています。（別紙３）

別紙１

「プレミアムマルシェ」開催について
東京駅「プレミアムマルシェ by のもの」

東⽇本の各地域の魅⼒を紹介する地産品ショップ「の
もの」が東京駅に初登場します。当社が取り組む６次
産業化「のもの１－２－３」関連商品も販売します。
場所：東京駅丸の内地下 動輪の広場
運営：株式会社ジェイアール東⽇本商事
営業時間：2 ⽉ 24 ⽇(⾦)
12：00〜20：00
25 ⽇(⼟)
12：00〜19：00
12：00〜17：00
26 ⽇(⽇)

上野駅「みやぎ産直市」

宮城⼭元いちご「もういっこ」をはじめ、⾦華さばや南
三陸町志津川湾産の⽔産加⼯品、地酒や銘菓のほか、こ
けしなど、宮城を代表する商品を販売いたします。
場所：上野駅中央改札外コンコース
運営：ＪＲ東⽇本東北総合サービス株式会社
営業時間：2 ⽉ 24 ⽇(⾦)
11：00〜20：00
25 ⽇(⼟)
11：00〜20：00
11：00〜17：00
26 ⽇(⽇)

⼤宮駅「東北六県まつり」

東北⽅⾯への新幹線が発着する⼤宮駅で「ご当地グル
メ」「地酒」「⼯芸品」など東北地⽅の魅⼒あふれる商
品を取り揃えます。
場所：⼤宮駅⻄⼝イベントスペース
運営：株式会社ＪＲ東⽇本リテールネット
営業時間：2 ⽉ 24 ⽇(⾦)
13：00〜20：00
25 ⽇(⼟)
10：00〜20：00
10：00〜18：00
26 ⽇(⽇)

※写真は全てイメージです

新宿駅「さくらマルシェ」

新宿駅に「東京で 1 番早い花⾒スポット」が出現し
ます。本物の桜を⾒ながら、⾳楽に酔いしれながら、
⼀⾜早い春を感じてください。
場所：新宿駅 Suica のペンギン広場
運営：株式会社ルミネ NEWoMan 新宿
営業時間：2 ⽉ 24 ⽇(⾦)〜26 ⽇(⽇）11：00〜20：00

品川駅「那須ロコマーケット」

那須で採れたこだわり野菜やいちご、⽣乳⽣産量本州１位
の⽜乳を使⽤し、世界で認められたお菓⼦やチーズ、「と
ちおとめ」や「スカイベリー」の加⼯品を販売します。
場所：品川駅構内臨時販売スペース
運営：株式会社ＪＲ東⽇本ステーションリテイリング
営業時間：2 ⽉ 24 ⽇(⾦) 11：00〜20：00
25 ⽇(⼟) 11：00〜20：00
26 ⽇(⽇) 11：00〜18：00

仙台駅「新酒地酒と酒の肴まつり」

宮城県を中⼼に約 200 種類の地酒を集めて販売しま
す。海の幸や⼭の幸など、地酒との相性抜群の「酒の
肴」も販売します。
場所：仙台駅 2 階中央改札前コンコース
運営：ＪＲ東⽇本東北総合サービス株式会社
営業時間：2 ⽉ 23 ⽇(⽊)〜3 ⽉ 2 ⽇(⽊)
10：00〜20：00（最終⽇は 19：00 まで）

別紙２

各駅おすすめ「プレミアムな商品」について

※写真は全てイメージです

東京駅

東京駅

「プレミアムフライデー・マルノウチ」
２名様利⽤ 15,000 円（税込）＋サービス料
ボリュームたっぷりのお料理とシャンパーニュのフルボ
トルがセットになったお得なプレミアムプランです。
※ 要予約
※ ほか４つのレストラン＆バーと
宿泊のプレミアムプランも⽤意

東京ステーションホテル２Ｆ
バー＆カフェ「カメリア」

東京駅

「ティーテイスティング付プレミアムディナープラン」

10,000 円（税込）

お茶についてのセミナーやお茶の飲み⽐べなどが体験
できるディナープラン。お茶を使⽤したフレンチを堪
能した後は、ご⾃⾝で点てた抹茶をお楽しみください。
※ 1 ⽇ 12 名限定
※ 要予約

グランルーフ 3Ｆ
ふれんち茶懐⽯ 京都 福寿園茶寮

東京駅

「シレトコ プレミアム（クマゴロン）」
1 個 420 円（税込）
プレミアムフライデーオリジナルの贅沢にナッツ
をのせた特別なデコレーションドーナツです。

⿊⿓⼤吟醸「しずく」

年に２回のみ出荷される限定酒です。なかなか⼿に
⼊れられないプレミアムな⾼級酒を⼀合単位でご提
供します。

東京駅 京葉ストリート
シレトコファクトリー

新宿駅

1 合 2,980 円（税込）

⿊塀横丁 Ｂ１Ｆ
⽇本酒スローフード ⽅⾈

上野駅

12 本限定 「ブラッククイーン樽熟成 2015」
1 本 2,500 円（税込）

1 ⽇ 20 ⽫限定「ホワイトオムライス」
1 ⽫ 1,500 円（税込）

創業 72 年の伝統ある⼭梨のワイナリーから⽣まれた、
深い⾊と豊かな味わいが特徴の⾟⼝⾚ワインです。

お⽶を⾷べて育った鶏の、⽩い⻩⾝が特徴の貴重な
卵を使⽤したオムライスです。

NEWoMan 新宿 ２Ｆ エキナカ
Liquor Select 360°

※ 10：00〜提供

エキュート上野
洋⾷や 三代⽬ たいめいけん

※写真は全てイメージです

品川駅

上野駅

1 ⽇ 20 名様限定「ディナースペシャル」
1 名様 6,800 円（税込）＋サービス料
厳選した素材を使⽤した料理⻑おすすめのディナーコー
スです。スパークリングワインを 1 杯サービスします。

アトレ上野 EAST１Ｆ
ブラッスリーレカン

「プレミアムココフルーツケーキ」
1 個 864 円(税込)
シュトロイゼルのホワイトチョコ和えやベリーのジ
ュレとココナッツのムース等を４層に重ねたケーキ
に、フルーツを贅沢にトッピングしています。
※ 1 ⽇ 20 ⾷限定

エキュート品川サウス 品川駅構内
京橋千⽦屋

仙台駅

⼤宮駅

「別格 ザ★やわらかコンフィバーガー」
1 個 690 円（税込）

「飲み放題付き宴会コース」
1 名様 6,480 円（税込）※ 2 名様〜

低温の油で 6 時間煮込んだ厚切り豚⾁のコンフィを
⾃慢の粗挽きミートパティに乗せたバーガーです。

上質な⾁が楽しめる⼈気店がお届けする、⿊⽑和⽜を
堪能できるワンランク上のプレミアムコースです。

ＪＲ⼤宮駅改札外中央通路びゅうプラザ脇
ベッカーズ⼤宮店

⾸都圏・⻑野エリア
おにぎり「こだわり⻩⾦シリーズ」
＜商品例＞
・熟成いくら醤油漬け
・本鮪⼊りねぎとろ
・熟成紅鮭はらみ
・博多明太⼦

204 円（税込）
162 円（税込）
198 円（税込）
198 円（税込）

NewDays／NewDays KIOSK／KIOSK
株式会社ＪＲ東⽇本リテールネット

エスパル仙台東館 3Ｆ
焼⾁仔⻁ みちのく吟撰⽜ ⼀頭買いエスパル仙台店

※ 前⽇までに要予約

別紙３

プレミアムフライデー旅⾏商品について
●「プレミアムフライデー グランクラスで⾏く栃⽊・福島・宮城・⻑野」【WEB 限定】
・出 発 ⽇：
① 1 泊 2 ⽇コース
2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）〜2017 年 3 ⽉ 31 ⽇（⾦）の
毎週⾦曜⽇
② 2 泊 3 ⽇コース
2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）〜2017 年 3 ⽉ 24 ⽇（⾦）の

東北新幹線 E5 系グランクラス（イメージ）

毎週⾦曜⽇
・商品内容：往復の JR（新幹線、列⾞限定、グランクラス利⽤）＋宿泊
※ アテンダントによる⾞内サービスはありません。
・宿泊施設：
（栃⽊）ホテルエピナール那須
（宮城）ホテルメトロポリタン仙台、松島温泉 湯元松島⼀の坊、伝承千年の宿佐勘
（福島）四季彩⼀⼒
（⻑野）上林ホテル仙壽閣、あぶらや燈千、ホテルメトロポリタン⻑野
・⾷

事：1 泊につき 2 ⾷付（ホテルメトロポリタン仙台・ホテルメトロポリタン⻑野は朝⾷付）

・旅⾏代⾦：東京駅発着 おとなお⼀⼈さま 31,800 円〜83,700 円
・申 込 先：「JR 東⽇本国内ツアー」

http://travel.eki-net.biz/travel/contents/pf#2

●「ダイナミック TYO プレミアムフライデー限定プラン」【WEB 限定】
プレミアムフライデー特別宿泊プランとして、ハイグレードなお部屋+
お夜⾷をご⽤意しました。さらに JR 東⽇本の営業エリア内の新幹線・
特急列⾞を組み合わせて⾃由なご旅⾏がお楽しみいただけます。
・出 発 ⽇：
2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）〜2017 年 3 ⽉ 26 ⽇（⽇）
の毎週⾦・⼟・⽇曜⽇・祝⽇（⼀部除外⽇あり）

ホテルニューグランド タワー館 ⾼層階ツイン客室（イメージ）

・宿泊施設：
（東京）東京ステーションホテル、ホテルメトロポリタン丸の内
（池袋）ホテルメトロポリタン
（六本⽊）ANA インターコンチネンタルホテル東京
（舞浜）ヒルトン東京ベイ、東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
（横浜）ホテルニューグランド、横浜ロイヤルパークホテル
・⾷

事： お夜⾷ 1 回・朝⾷ 1 回付

・旅⾏代⾦：宿泊のみプラン おとなお⼀⼈さま 10,500 円〜40,200 円
※ 仙台、秋⽥、盛岡、⻑野、新潟の各エリア発着の JR 付商品もございます。
・申 込 先：「JR 東⽇本国内ツアー」 http://travel.eki-net.biz/travel/contents/pf#6

●「プレミアムフライデーGALA ツアー」【WEB 限定】
⽇本を代表するトップスキーヤーとして活躍し、現在は GALA 湯沢
スキー場副⽀配⼈を務める 佐藤譲 が率いる、現役デモンストレータ
ーや優秀なインストラクターのスキースクールが付いたプレミアムフライデ
ー特別企画のツアーを発売中です。
・出 発 ⽇：2017 年 2 ⽉ 24 ⽇（⾦）⽇帰り
※ 宿泊付商品もございます。

GALA 湯沢スキー場（イメージ）

・商品内容：往復の JR（東京駅〜ガーラ湯沢間 新幹線グリーン⾞利⽤）
＋GALA 湯沢スキー場リフト＆ゴンドラ１⽇券＋プレミアムスキースクール
＋「SPA ガーラの湯」⼊浴券（フェイスタオル・バスタオル付）
※ 往路は たにがわ 77 号（東京駅 7:28 発 ガーラ湯沢 8:58 着 ）限定
・⾷

事：昼⾷ 1 回付（プレミアムフライデー限定メニュー）

・募集⼈員：30 名
・旅⾏代⾦：東京駅発着 おとなお⼀⼈さま 28,800 円
・申 込 先：「JR 東⽇本国内ツアー」 http://travel.eki-net.biz/travel/contents/pf

