
 

 

月末金曜日、いつもより少しお得な過ごし方のご案内 

 

 

 

イベント詳細 

  プレミアムフライデー限定商品が登場！                     

   この日だけの限定商品を提供いたします。 

 

＜カフェ ジャンシアーヌＪＲ名古屋駅店＞     15:00～ １個 1,580 円 限定 15個         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜驛釜きしめん＞ ＪＲ名古屋駅           15:00～ 1 セット 700 円 限定 20セット       

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 

 

 

平成 29年 9月 22日 

 

 

 

～ 9月 29日（金）“プレミアムフライデー”～ 

 

 

 

 平成 29年 9月 29日（金）に実施される「プレミアムフライデー」に合わせ、ＪＲ名古屋駅を

はじめ当社運営の 43店舗で、この季節ならではの限定商品やいつもよりお得な企画をご用意 

しております。この機会にぜひご利用いただき、豊かな時間をお過ごしください。

 

名古屋名物“ぴよりん”を販売する当店の限定商品は 

ぴよりんデコレーションケーキ(September 10cm)です。

リンゴのコンポートをキャラメルムース、かぼちゃの 

ムースで包み、かぼちゃ、アーモンドなどを飾り付けま

した。 

ぴよりんが秋の味覚を収穫してきました。 

 

 

 

とり五鐵                         （17：00～19：00 限定） 

 

銀座イタリー亭ＪＲゲートタワー店 （17：00～22：00限定） 

キッチンなごや          （16：00～19：00限定） 

 

博多 一風堂 ＪＲ静岡駅店      （15：00～18：00限定） 

一風堂 ＪＲ浜松駅店              （15：00～18：00 限定） 

一風堂 キュービックプラザ新横浜店（15：00～18：00 限定） 

みやび                           （15：00～22：00 限定） 

  

プロントＪＲゲートタワー店       （14：00～17：30 限定） 

  

名古屋・驛麺通り全店             （15：00～18：00 限定）                         

杏花ＪＲ名古屋駅店               （15：00～18：00 限定）  

らーめん しおじ                  （15：00～18：00 限定） 

名古屋名物のきしめんを提供している当店が 

お贈りするこの日だけの限定商品は、保存料・添加物を

使用せず小麦粉の自然な風味を生かした製麺で有名な

老舗「よしだ麵」のきしめん、そうめん、ひやむぎの 

豪華詰め合わせです。 

ぜひこの機会にご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 



  

博多 一風堂 ＪＲ静岡駅店       （15:00～18:00 限定） 

一風堂 ＪＲ浜松駅店               （15:00～18:00 限定） 

一風堂 キュービックプラザ新横浜店 （15:00～18:00 限定） 

みやび （ＪＲ名古屋駅）           （15:00～22:00 限定） 

 

名古屋・驛麺通り全店              （15:00～18:00 限定）                           

満笑亭 津チャム店         （15:00～18:00 限定）    

らーめん しおじ（ＪＲ新大阪駅）  （15:00～18:00 限定） 

＜トラッツィオーネ ナゴヤ ウイズ カゴメ＞      17:00～ 500 円 お一人様 1 セット限定    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもよりお得に乾杯！          

   少し早めにお得に乾杯しましょう。 

 

＜お得に乾杯！実施店舗＞  14:00～ ＊店舗により実施内容、時間は異なります                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッチンなごや          （16:00～19:00 限定）   白穂乃果を 1 杯 360 円 

 

プロントＪＲゲートタワー店        （14:00～17:30 限定） 

 

銀座イタリー亭ＪＲゲートタワー店  （17:00～20:00 限定）    エビスビール半額 

 

とり五鐵 （ＪＲ名古屋駅）         （15:00～20:00 限定） 

 

京ダイニング八条（ＪＲ京都駅）  （15:00～20:00 限定） 

カゴメとコラボレーションした当店は氷点下の 

スーパードライエクストラコールドと 5種類の 

違った味を楽しめるソーセージを盛り合わせた 

プレミアムセットを販売いたします。 

ぜひこの機会に、限定商品をお召し上がりいただ 

き豊かな時間をお過ごしください。 

 

 

 

とり五鐵                         （17：00～19：00

限定） 

 

銀座イタリー亭ＪＲゲートタワー店 （17：00～22：00

限定） 

キッチンなごや          （16：00～19：00

限定） 

 

博多 一風堂 ＪＲ静岡駅店      （15：00～18：00

限定） 

一風堂 ＪＲ浜松駅店              （15：00～18：00

限定） 

一風堂 キュービックプラザ新横浜店（15：00～18：00

限定） 

みやび                           （15：00～22：00

限定） 

  

プロントＪＲゲートタワー店       （14：00～17：30

限定） 

  

名古屋・驛麺通り全店             （15：00～18：00

限定）                         

杏花ＪＲ名古屋駅店               （15：00～18：00

限定）  

らーめん しおじ                  （15：00～18：00

限定） 

満笑亭 津チャム店               （15：00～18：00

限定） 

生ビール・クラスワイン半額 

 

生ビール半額 

 

生ビール 200 円 OFF 

 

生ビール 1 杯 200 円 お替り自由 

 

グラスワイン 1杯 300 円 

 

（16:00～19:00 限定） 

（17:00～20:00 限定） 

（14:00～17:30 限定） 

（15:00～20:00 限定） 

 

（15:00～20:00 限定） 

 

プロントＪＲゲートタワー店 

銀座イタリー亭ＪＲゲートタワー店 

とり五鐵 （ＪＲ名古屋駅） 

京ダイニング八条（ＪＲ京都駅） 



通常 300円毎に 1個のスタンプ進呈のところ 300円毎に 2個進呈。 

（15:00～） 

 
パン 4個の詰め合わせを 800円で販売（14：00～ 限定 30セット） 

500円以上お買い上げのお客様に「白いお皿」を 1枚プレゼント。

（15：00～） 

きなこ豆乳ラテ ～丹波黒豆きなこ使用～ Ｌ・ＭサイズをＳサイズ価格

350円で販売（15：00～18：00限定） 

フレンチポテトフライＬサイズをＳサイズ価格 220円で販売。

（15：00～18：00限定） 

きなこ豆乳ラテ～丹波黒豆きなこ使用～ L・ＭサイズをＳサイズ価格 

350円で販売（15:00～18:00限定） 

パン 4個の詰め合わせを 800円で販売（14：00～ 限定 30セット） 

 

パン 4個の詰め合わせを 800円で販売（14:00～ 限定 30セット） 

 

フレンチポテトフライ Lサイズを Sサイズ価格 220円で販売 

（15:00～18:00限定） 

 

500円以上お買い上げのお客様に「白いお皿」を 1枚プレゼント 

（15:00～） 

【その他店舗のイベント】 

店舗名 企画内容 

Ｃｕｒｒｙ＆Ｂｅｅｒ Ｂａｒ ＷＡＶＥ 

(ＪＲ名古屋駅) 

カレーをお召し上がりの方にソフトドリンクサービス。 

（15:00～18:00限定） 

てつえもん（ＪＲ名古屋駅） 手羽先ビールセットに焼鳥２本を付け販売（15:00～） 

大かまど飯 寅福 ＪＲセントラルタワーズ店 晩酌セットの選べる日本酒の種類を 5 種類から 8 種類へ増やして販売。

（17:00～） 

マーメイドカフェＪＲ名古屋駅店 

デニッシュバーＪＲ名古屋駅店 

リトルマーメイドＪＲ名古屋駅店 

リトルマーメイド一宮店 

リトルマーメイドＪＲ静岡駅店 特別商品のミニチョコチップパンを 302円、チョコクロッカンを 140円 

チーズ増量デンマークチーズブレッドを 518円で販売（15:00～） 

カフェデンマルクＪＲ名古屋駅店 パン 4個の詰め合わせを 700円で販売（14:00～ 限定 15セット） 

カフェデンマルクＪＲ豊橋駅店 パン 5個の詰め合わせを 800円で販売（14:00～ 限定 15セット） 

モスバーガー アスティ大曽根店 

モスバーガー アスティ一宮店 

ヴィドフランス三島店 パン 5個の詰め合わせを 700円で販売（15:00～ 限定 20セット） 

ヴィドフランスＪＲ岐阜駅 

ヴィドフランス富士店 

ドトールコーヒーショップ名古屋太閤通り店 

ドトールコーヒーショップ名古屋タワーズ通り店 

ドトールコーヒーショップＪＲ鶴舞駅店 

ドトールコーヒーショップアスティ岐阜店 

ドトールコーヒーショップ新幹線新大阪駅店 

ドトールコーヒーショップＪＲ静岡駅店 

ドトールコーヒーショップＪＲ沼津駅店 

 

                               

 

以 上 

※価格はすべて税込表示となります。 

※写真はイメージです。内容は予告なく変更となる場合もございます。 

 

店舗情報     店舗詳細はホームページをご覧ください 

        http://www.jrt-food-service.co.jp/ 

 


