
アプリ提示で利用できる特典の提供事業者等（令和3年11月25日（木）20時時点）

50音順・敬称略

NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

1 グルメ・お酒 株式会社アークホテル
まぐろダイニング美蔵ルートインGrand東京東陽

町
1

入店時の検温の際に表示された体温×10円をお会計から割引き

※他のクーポンとの併用不可。

※37.5℃以上の方はご利用いただけません。

※入店時にスタッフに提示してください。

11/19

2 ショッピング R.O.U株式会社 R.O.U 3 レジにてお会計時に10％OFF 11/1

3 グルメ・お酒 アイ・エム・オー株式会社 Styleグランベリーパーク南町田店 1
バナナジュースＳサイズをご注文のお客様へ、Ｒサイズにサイズアップ

※その他サービス・割引と併用不可
11/18

4 ショッピング アイオー・トラベラーズ株式会社 アイオー・トラベラーズ 1 海外おみやげ品の割引販売 11/13

5 暮らし・生活|その他 合同会社ITソリューションシステムズ パソコンサポート屋 1
技術料1,000円割引クーポン

※他のクーポンと併用はできません

※同日に2回目以降のご利用時は利用できません

12/1

6 おしゃれ・ファッション 株式会社　アイ・ツー・イー 美容室　カロン 1
当社経営の美容室での得点提供を予定していますので、ご来店のお客様のご利用金額の割引を想定しています

※特典利用は1回のみにさせて頂きます
11/11

7 おしゃれ・ファッション avion合同会社 avion mobile salon 1 通常1,500円のカット料金を300円割引 11/22

8
ショッピング|グルメ・

お酒
株式会社　赤坂エクセルホテル東急 赤坂スクエアダイニング 1 ディナーブッフェ大人6,500円／グランエイジ（60歳以上）6,000円／小学生2,500円 12/1

9 グルメ・お酒 株式会社Akimichi digs＋立川店 1 会計4,000円以上で700円以下のドリンク1杯無料 11/1

10 ショッピング アキレスリテール株式会社 Achilles Lifestyle Store 1 画面の提示でレジにて5%OFF 11/1

11 グルメ・お酒 株式会社アクア お魚sun 1
お好きなお飲み物（生ビール、サワー、焼酎、日本酒等。一部の商品は除きます）1杯をサービス

※お1人様1杯

※お1人様2,000円以上飲食された方

11/12

12 グルメ・お酒 アサヒフードクリエイト株式会社
全国弊社店舗２９店舗（野球場・ゴルフ場レスト

ランを除く）
1

ご飲食金額より10％割引を実施

※割引金額上限は10,000円まで

※その他割引券との併用は不可

※ランチ・テイクアウト・デリバリーメニューは対象外

調整中

13 旅行・観光 株式会社アスコットジャパン

シタディーンセントラル新宿東京

シタディーン新宿東京

サマセット銀座イースト東京

3
シタディーン新宿東京・シタディーンセントラル新宿東京

12時までのレイトチェックアウト

14時アーリーチェックイン

11/1

14 おしゃれ・ファッション 株式会社 アズノゥアズ
AS KNOW AS outlet 南町田グランベリーパーク

店
1

アプリのマイページ確認で、お会計より5%OFF

※期間中何度でも使用可能

※一部除外の場合あり

12/1

15 グルメ・お酒 有限会社アップロウ
まかないや青物横丁店

助六酒場
2

生ビール1杯100円

※ご提示の方のみ
11/15

16 グルメ・お酒 株式会社アトム ステーキ宮 1

通常ランチ税込み240円　ディナー319円のドリンクバーを38円での提供

※他の割引サービス、クーポンとの併用不可(JAF・子育て支援含む）

※ドリンクバーを含むセットメニューにはご利用いただけません

※1グループにつき、最大4名様まで利用可

※おひとり様につき、税込み760円以上のご注文のお客様が対象

※転売は禁止です

※羽田空港宮ではご利用いただけません

調整中

17 グルメ・お酒 株式会社アトリエコータ アトリエコータ 1 テイクアウト、イートインすべて10%オフ 11/20



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

18 ショッピング アトリエ リモ 2k540店 1
1回の商品お買い上げ合計金額が11,000円以上の場合、ご購入金額の10%を割引

※各種認定レッスンを除く
調整中

19 旅行・観光 アパホテル株式会社 アパホテル 60
チェックアウト1時間延長無料

通常11時チェックアウトのところ、12時までご滞在いただけます。
11/25

20 おしゃれ・ファッション 株式会社アピッシュ

Licue&Sneakers

WASH&FOLD中目黒高架下店（目黒区）

代々木店（渋谷区）

晴海店（中央区）

4

Licue&Sneakers

スニーカークリーニングサービス　300円OFF

クリーニング(衣類)サービス　全品10％OFF

WASH&FOLD

洗濯代行サービスの利用料金から10％

クリーニングサービスの利用料金から10％

宅配クリーニングの集配料金無料（1点220円）10点ご利用の場合は2200円お得

※宅配エリアは目黒区、渋谷区、港区

12/1

21 グルメ・お酒 あぶ家 1 ドリンク1杯無料 調整中

22
ショッピング|グルメ・

お酒
株式会社　奄美ふくらしゃ 奄美ふくらしゃ 1

飲食代の10%割引

※12:00～21:00
調整中

23 その他 アンジェリアン株式会社 トータルビューティーサロン　アンジェリアン 1
ネイル、アイラッシュの施術代の割引

エステ施術代の割引

商品割引

11/1

24 旅行・観光|その他 イー・エフ・エデュケーション・ファースト 2

12月末までのお申し込みで留学代金一部に利用できる留学奨学金提供。５%相当を返却不要で提供。

世界50都市、10言語から選べる海外留学。

※先着100名

※特典サイト　ホームページからの資料請求者のみに提供可能

https://www.efjapan.co.jp/cp/brochure/?source=007047,REF_OTHJP_TokyoVaction　にてお申し込み頂

いた方にご提供します。

調整中

25 暮らし・生活|その他 株式会社イーオン イーオン 41

①おためしレッスン5回　5,500円　※１

②一般コース入学で　入学金無料＋授業料10％割引　※２

③キッズコース入学で、入学金無料＋初月の授業料無料　※３

※1　通常レッスン5回受講（受講期限は契約開始日より1カ月）

※2　授業料10万円以上の契約に有効

※3　1か月分の月謝が無料。翌月以降の月謝は申込時に頂戴いたします

11/26

26 グルメ・お酒 株式会社EATプランニング 豊香おむすび 八十八 -yasoya- 1
御御御付１杯ご提供をさせて頂きます。

※おむすび又はお弁当購入時に１杯のプレゼントとさせて頂きます。
11/16

27 レジャー|グルメ・お酒 イオンエンターテイメント株式会社 イオンシネマ 5 ①購入したポップコーンのサイズアップ（S→Mサイズ、M→Lサイズ） 11/15

28 暮らし・生活 イオンカルチャー株式会社 イオンカルチャークラブ 20
「イオンカルチャークラブオンライン」サイトのWEB講座が500円引きになるクーポンをプレゼント

※一部クーポン対象外講座あり
11/1

29 レジャー 株式会社イオンファンタジー モーリーファンタジー 11 『よくばりパス60分』（定価1,000円）を100円引き 11/15

30 その他 イオンペット株式会社 ペテモ 11
直営の東京都内ペットグルーミングサロンのペットホテル宿泊費用が１泊１室につき、本体価格より半額

※最初の１泊目のみが半額割引対象
11/1

31 グルメ・お酒 株式会社粋屋 五感で楽しむ串揚げ屋　生粋 1 お店のLINE会員の登録をしてくれた方に季節のシャーベットプレゼント 11/1

32 グルメ・お酒 憩いの場アクティブ 1 ビール1杯サービス 11/20

33 グルメ・お酒 居酒屋幸兵衛 1 お通しをサービス 12/1

34 グルメ・お酒 居酒屋田 1 生ビール小1杯サービス 調整中



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

35 グルメ・お酒 市ヶ谷牛楽 1 ソフトドリンク1杯無料サービス 調整中

36 グルメ・お酒 ILTEMPOBEATO 1
乾杯スパークリング(ディナーのみ)

※アプリを登録　お一人様一杯一回
11/11

37 グルメ・お酒 いろは寿司 1
上寿司、または刺し盛りをご注文の場合、200円引きでご提供させて頂きます。

◆上寿司…定価1,950円（税込）⇒1,750円

◆刺し盛り…定価2,180円（税込）⇒1,980円

11/18

38 グルメ・お酒 株式会社ヴィンテージ1 ジーニーズ町田 1 3,000円以上のご飲食で20%OFF 11/1

39 グルメ・お酒 株式会社ウィンドロー ふくの鳥芝大門 1
ワクチン接種証明書等提示、会計時10％OFF

※ディナータイムのみ利用可能、ランチタイム対象外
調整中

40 その他 株式会社ウェルネスフロンティア

JOYFIT24戸越銀座

JOYFIT24尾山台

JOYFITYOGAフレスポひばりが丘

JOYFIT24洗足

JOYFIT24旗の台

JOYFIT24石川台

JOYFIT24MINANO分倍河原

7

JOYFIT24戸越銀座　新規ご契約者様限定、入会金無料　※先着50名

JOYFIT24尾山台　会費3,000円引き

JOYFITYOGAフレスポひばりが丘　通常3,300円(税込)の登録事務手数料が無料

JOYFIT24洗足　月会費より3,000円OFF　※新規入会者限定

JOYFIT24旗の台　月会費3,000円値引き　※新規入会者特典

JOYFIT24石川台　ご入会お手続きの際に掲示で入会金無料　※先着30名様

JOYFIT24MINANO分倍河原　現在行っているキャンペーンに加えて12月分月会費を0円

11/25

41 グルメ・お酒 株式会社うしとら うしとらSTAND 1 初回のお会計から１０％OFF（飲食のみ） 12/1

42 ショッピング うどん屋大作 1 リライブシャツの割引販売 11/8

43 グルメ・お酒 株式会社HKサティエイト 江戸天ぷら屋台酒場　十六文 1
ドリンク１杯無料

※１人様につき２杯以上ご注文の方限定
11/11

44 グルメ・お酒 株式会社HBW
金太炉酒場

熟成肉バルミートデミート
2

ドリンク乾杯サービス

※1人様一杯
11/1

45 グルメ・お酒 株式会社ARPD ちかいち 1
肉巻き串8種盛り合わせ無料 1グループ(４名様迄)ご利用可能

※4名様超える場合でも商品の提供は1点のみ
11/25

46 グルメ・お酒 有限会社エイトスター 有限会社エイトスター 1 1,500円のお席料をカット 11/18

47 グルメ・お酒 永楽プランニング有限会社 永楽 1 ラーメン半額 11/1

48 グルメ・お酒 AOE株式会社 Qや 1 ワンドリンク無料 11/1

49 グルメ・お酒 株式会社エスアイビーウエル ファーストキャビン愛宕山 1 ファーストキャビン愛宕山にご宿泊の方、チェックイン手続き1回につき1枚、カフェメニューで使えるワンドリンクチケットをプレゼント 11/1

50 グルメ・お酒 株式会社SFInfoCap 1 本日の中国茶またはコーヒー一杯 11/1

51 グルメ・お酒 SOAソリューションズ有限会社 エナビスタトーキョー BUENA VISTA TOKYO 1
シェリーハイボール・ハイボール・ソフトドリンク1杯無料

タパス1品サービス

日本酒(45cc)サービス

11/3

52 グルメ・お酒 株式会社エスニックダイニング
インド料理アマラ

DIYA六本木ヒルズ店
1 自家製ラッシー１杯サービス 11/1

53
おしゃれ・ファッション

|暮らし・生活
株式会社EternalGrass ロスロボス 1 カット＋縮毛矯正＋髪質改善　1,100円OFF 11/3

54 グルメ・お酒 合同会社江戸前焼肉 焼肉うしゆき 1 角ハイボール、各種サワー、ソフトドリンク、おひとり様1杯サービス 11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

55 グルメ・お酒 えどや食堂 1 夜の部のみ、期間中何回でも定食全品50円引き 11/1

56 グルメ・お酒 株式会社エム·シーシステム 和伊わい亭 1 一杯グラスドリンクサービス 11/1

57 グルメ・お酒 株式会社 M's M's Dining 1

M's Dining スパークリングワインフルボトル 50%OFF 2,800円⇒1,400円

2名様以上のご予約来店 お食事の時

※2名様毎に1本の提供

※M's Dining 2名様以上にてご予約来店ご飲食をお願い致します。

※キープNG テイクアウトNG

11/12

58 グルメ・お酒 株式会社M'scorporation

BROOLYN　MILLS　南池袋店

トラベルカフェ　羽田店

もりもと　串揚げと和食　浜松町店

3
BROOLYN MILLS 南池袋店　　　　　  ハンバーガーのセットポテト無料

トラベルカフェ 羽田店　　　　　　　 　　　　 ハンバーガーのセットポテト無料

もりもと 串揚げと和食 浜松町店ディナー　乾杯スパークリングワインプレゼント

11/1

59 暮らし・生活 株式会社MTG Styleグランベリーパーク南町田店 1
クーポン提示で、お会計から 10%OFF

※他特典の重複はできません。
11/1

60 グルメ・お酒 MT商事合同会社 馬さん餃子酒場 3 ドリンク1杯サービス 11/1

61
ショッピング|グルメ・

お酒
株式会社 MPD OHAGI3 南町田店 1 ご購入金額から10%OFF 11/19

62 暮らし・生活 エンカレッジスタイル 1
登録希望の方に入会金の半額

※50名様
12/1

63 グルメ・お酒 おいしい酒販売合同会社 おいしい酒倶楽部 1

2回のワクチン接種済の証明書を拝見させていただくと、十四代、而今、飛露喜のいずれかを90mlをプレゼント。

もちろん、3回目でもOK。つまり、チャンスは2回あり！

※試飲倶楽部、ミニ試飲倶楽部、マイスタイルのいずれかをご注文いただくことが条件となります。

※当店は日本酒専門店です。日本酒以外はビールのみとなっています。

調整中

64 グルメ・お酒 有限会社大村庵 大村庵大久保総本店 1
蕎麦焼酎吉兆雲海ボトル割引

※通常3,100円を2,800円
11/4

65 グルメ・お酒 お好み焼きもんじゃ味どり 1
お好み焼きもんじゃ焼きハーフ１点サービス

100種類近くあるメニューからお好きな物を選んでいただき提供

※特典以外にお客様の人数分お一人様一品の注文をお願いします

11/1

66 グルメ・お酒 株式会社おつな寿司 おつな寿司 1
抽選を行い、100分の1の確率でおまかせコースを無料で提供する

※抽選は会計時に行います。
調整中

67 グルメ・お酒 有限会社　オフィス　エイ・ビー・エス キッチンハウス　トトロ 1
沖縄もずくそば

通常750円→700円
11/1

68 グルメ・お酒 株式会社オレンジフードコート DipperDan（ディッパーダン） 8
”東京ワクション”ドリンクプレゼント

※クレープお買い上げ時にソフトドリンクSサイズ1杯を無料
11/15

69 グルメ・お酒 casaR 1 接種済の方にはグラスワイン１杯サービス 11/25

70 グルメ・お酒 有限会社上総屋 下町割烹上総屋 1 証明書画面提示でウエルカム生ビール一杯無料(17時～18時30分までのご来店) 調整中

71 グルメ・お酒 家庭居酒屋絆 1
グラスビール、サワー各種

※お一人様1杯
11/19

72 グルメ・お酒 株式会社かにくらぶ
居酒屋　蟹喰楽舞

居酒屋　蟹喰楽舞　別館
2 乾杯ドリンクサービス 11/1

73 グルメ・お酒 有限会社金益 トラットリア　サルサマーレ 1
食後にコーヒーを1杯サービス

(ディナータイムに限る)

※他の飲み物には変更出来ません

11/11

74 グルメ・お酒 カラオケスナック　Lighthouse 　ライトハウス 1
ソフトドリンクやアルコール類をグラス1杯分無料で提供

※1回につきお1人様1杯
11/12

75 グルメ・お酒 カレーのモコモコ 1 シャーベット又はピクルス無料！ 11/15



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

76 グルメ・お酒 かんけり 1

免疫力を高めるといわれる手作りの「ぬか漬け」を4名様につき1つサービス（夜の営業時間帯で、ご来店のお客様全員のご参

加が条件になります）

※1～4名様で1人前、5～8名様で2人前

※夜間の営業時間帯に当店ご来店のお客様が対象となります。

11/15

77 グルメ・お酒 株式会社ガンコニクス ガンコンヌードル 1 奥津軽プレミアムブランドの味付け玉子1個サービス 11/5

78 グルメ・お酒 京久家 1
生ビールもしくはハイボール一杯無料

※お一人様最初の一杯、一日一回限り
11/17

79 グルメ・お酒 有限会社  きさらぎ うなぎ、やきとり、釜めし　きさらぎ 1
アプリ提示で割引対象

※ランチタイムは除くディナーのみ

※ご来店時又は、お会計時

調整中

80 グルメ・お酒 株式会社木曽路

木曽路

素材屋

とりかく

大穴

34
《木曽路　各店》1人につきグラスドリンク1杯サービス

《素材屋・とりかく・大穴》ドリンク1杯無料
11/1

81 グルメ・お酒 北島糀店 1
手づくり味噌割引き

500ｇ￥550→￥500に割引
12/1

82 グルメ・お酒 有限会社北原商事 台湾料理中野味王 1 ランチタイム時間帯の、定食のご飯の大盛りとお代わり1杯まで無料 12/1

83 その他 きづギター音楽院 1

ギターのレッスンを無料にて提供させて頂きます。

※お一人様、月3回のレッスンを無料にてご提供させて頂きます。

※教室に直接来店又はオンラインにてレッスンをさせて頂きます。　

※店舗レッスンの際はレンタル楽器がございますので、楽器の必要はございません。オンラインでの場合は楽器のご用意をお願い

申し上げます。

※ご予約はメール又はお電話にて随時受け付けております。

※3回のレッスンは1ヶ月間で消化して頂きますようお願い申し上げます。

※レッスン継続などの勧誘は致しませんのでご安心下さい。

11/1

84 グルメ・お酒 キッチン江戸屋 1 生ビール1杯無料 11/1

85 レジャー|その他 Kid's US.LAND Kid’ｓUS.LAND浅草エキミセ店 1
次回来店時、時間制(10分100円)のご利用で、初めの10分間無料遊び放題

※発行店舗でのみ有効

※時間制での入場のみ使用可能

11/20

86 グルメ・お酒 株式会社紀文堂総本店 紀文堂総本店 1

人形焼の提供

※お一人様1個

※お客様のアプリのマイページを目視し、接種記録及び本人確認書類の登録済みのお客様で、商品を2,000円以上お求め

の方全員に人形焼1個を提供。

11/1

87
ショッピング|暮らし・

生活
株式会社木屋 日本橋木屋　東急プラザ渋谷店 1

税別10,000円以上お買上で10％OFF。お会計時にアプリの登録画面をご提示ください。

※セール品、期間限定の作家作品、研ぎ・修理代は割引対象外。他の割引特典との併用不可。
12/1

88 その他 行政書士手川国際法務事務所 1
依頼者へ書類送付用・書類返信用としてレターパックライトをプレゼントします。

※許認可申請・各種届出業務・書類作成業務の依頼者へ作成した書類の送付用としてプレゼントします。
11/1

89 グルメ・お酒 株式会社京和 青蓮東銀座店 1

超炭酸ハイボール又はソフトドリンク一杯無料サービス券

※お一人様につき一枚までのご利用

※定食にはご利用いただけません

※他のサービス又はサービス券との併用はできません

※緊急宣言の解禁に伴い、2021年11月1日～12月28日迄、17：00以後ご来店のお客様に、超炭酸ハイボール又はソ

フトドリンク一杯の無料サービスをご提供いたします。

※特典のご利用には、税込1,000円以上ご注文のお客さまは対象となります。

11/1

90 グルメ・お酒 喜來喫飯 1
ご飲食代を10%OFF

※上限5,000円
11/4



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

91 グルメ・お酒 株式会社串の蔵 信州炉端串の蔵新宿東口店 1
生ビール1杯サービス

※お一人様一杯
11/11

92 グルメ・お酒 株式会社グッドヌードルイノベーション

鯛塩そば灯花

塩つけ麺灯花

京紫灯花繚乱

4 味玉1個サービス 11/1

93 グルメ・お酒 株式会社クニュ 昭和酒場 黄金バット 1
店内飲食のファーストドリンクが(特典の３種から選択)無料になります。

※毎日先着10名様限定。

※20歳以上。  マスク会食等、店がお願いする感染対策にご協力頂ける方に限る。

11/1

94 グルメ・お酒 株式会社CLUB
シティ倶楽部

大衆居酒屋代々木横丁
2 全てのドリンク1杯サービス 11/1

95 グルメ・お酒 グラン・アセット・パートナーズ株式会社 台湾カステラPULLF 1
台湾カステラ

※外の割引サービスとの併用は不可。
11/13

96 グルメ・お酒 有限会社クリエイティブ・レストラン・サービス かぶら亭 1 当事者全員にソフトドリンク1杯!or 1グループ当事者3名以上でカルビ1皿 11/15

97 グルメ・お酒 株式会社クリオスタッフ 新宿SPECIA 1
美味しいポテトフライ600円1皿を無料サービス致します！

※１回限りです。
11/1

98 その他 株式会社Grace やまびこ 1 コーヒー1杯無料 12/1

99 グルメ・お酒 有限会社グロー・アース・マーケット レスト・レスト・レスト 1 赤・白ワイン/オレンジ・アップル・ぶどうジュースのいずれか1杯サービス 調整中

100 グルメ・お酒 株式会社クロスワーク らーめん朝日堂 1
お食事ご注文で400円以下のドリンク１杯サービス

※他のサービスとの併用不可　　※同伴の小学生以下のお子様にはソフトドリンク１杯サービス
11/6

101 グルメ・お酒 株式会社京王プラザホテル

京王プラザホテル八王子

京王プラザホテル

京王プラザホテル多摩

22 レストラン＆バー・ラウンジをご利用のお客様へ、次回レストランご利用時にお使いいただける「ワンドリンククーポン」をプレゼント 11/1

102 グルメ・お酒 Kfoodinnovation株式会社 おでん酒場安太郎 1 通常1,280円の飲み放題が990円 11/1

103 グルメ・お酒 幸侍 1 生ビール、サワー、日本酒の中から1杯サービス 11/15

104 おしゃれ・ファッション 株式会社紅輪 きもの都粋　浅草EKIMISE店 1 5,000円以上のお買い物で500円ご優待 11/1

105 その他 合同会社　孝 Amanda 1 セットの割引 調整中

106 グルメ・お酒 コーヒーアンドワインかもめカフェ コーヒーアンドワインかもめカフェ 1 アプリ登録の方を対象とし店内で2,000円以上のご飲食でクラフトビールを1杯無料で提供 11/1

107 グルメ・お酒 珈琲工房ありいづみ煙草店
珈琲工房ありいづみ煙草店　本店

珈琲工房ありいづみ煙草店　原宿店
2

ドリンク各種50円(本体価格)引き。店内55円(税込)引き、持ち帰り54円(税込)引き

※対象はドリンクのみ。珈琲豆や煙草など他の商品は割引対象外

※当店が独自に行っているドリンク割引サービスとの併用不可

11/1

108 おしゃれ・ファッション 小顔八幡　小顔整体サロン 1 施術料金を500円引 11/6

109 グルメ・お酒 株式会社五木田事務所 amala 1 自然派ワイン試飲1杯無料券(1杯30ml) 調整中

110
グルメ・お酒|旅行・観

光
株式会社黒龍堂 ホテルグランドシティ 2

レイトチェックアウト（通常10：00→11：00にサービス）

デザートサービス（ランチ利用者のみ・日曜祝日は休業のため除く）
12月頃

111 グルメ・お酒 越路 1
(アルコール類)生ビール、チュウハイ、緑茶ハイ、ウーロンハイ、レモンサワー、お一人様、1杯無料提供

※1点、4名まで
調整中

112 グルメ・お酒 五洲株式会社 B.B.Face Bar 1 店頭等でアプリのマイページを目視、その場で抽選提供 1/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

113 グルメ・お酒 株式会社こと すてぇき屋すきずき 1
生ビール（中）

※お1人様1回、1グループ4名様まで
11/22

114 旅行・観光 古民家の宿山城 1 お1人様につき1回ドリンクを100円引き 11/17

115 グルメ・お酒 株式会社ゴリップ

牛カツ　京都勝牛

韓国屋台とパンチャンショップ　ベジテジや 学

芸大学店	

NICK STOCK msb Tamachi 店、NICK STOCK 

トリエ京王調布店

GRILL & PUB　The NICK STOCK　GINZA SIX

店

熟成牛ステーキバル Gottie's BEEF　キュービッ

クプラザ新横浜店

サムギョプサルと韓国屋台ベジテジや 下北沢店

24

牛カツ　京都勝牛：牛カツ（ロース又はサーロイン）の無料サイズアップ

韓国屋台とパンチャンショップ　ベジテジや 学芸大学店：お会計時　５％OFF

NICK STOCK msb Tamachi 店、NICK STOCK トリエ京王調布店：生ビール又はメイカーズマークハイボールの一杯目

を半額でご提供

GRILL & PUB　The NICK STOCK GINZA SIX店：生ビール又はハイボール(デュワーズ)の一杯目を半額でご提供

熟成牛ステーキバル Gottie's BEEF　キュービックプラザ新横浜店：生ビール又は強炭酸ハイボールの一杯目を半額でご提

供

サムギョプサルと韓国屋台ベジテジや 下北沢店：ドリンクメニューの中から、税込価格550円以下のアルコール飲料又はソフト

ドリンクを、最初の一杯目につき無料

11/22

116 グルメ・お酒|その他 株式会社ザート商会

フランツクラブ新丸ビル店

フランツクラブ浜松町店

シュタインハウス銀座店

カイザーホフ　東京国際フォーラム前店

4

自社GOTO、5020万円キャッシュバックキャンペーン

ご利用時にお支払金額相当のご優待券をプレゼントいたします。

※最大1グループ10,000円(1枚500円)

※次回ご利用時にグループ店でも利用可能なご優待券となっております。

※1,500円ご利用毎に1枚(500円)のご利用がいただけます。

※ランチタイム(ランチセット)とのご利用は頂けません。

※他のクーポンとの併用不可

※現金とのお引替えは致しかねます。

※釣銭の発生は致しません。

11/1

117 グルメ・お酒 嵯峨野 1
ソフトドリンクのコーラ、ジンジャエール、メロンソーダ、カルピス、グレープフルーツ、オレンジ、ウーロン茶、冷たい緑茶、アイスコー

ヒーの中からSサイズ1杯をサービス
11/1

118 グルメ・お酒 株式会社sakupro

チキンワークス白金・自由が丘店

チキンワークス白金・三軒茶屋店

チキンワークス白金・池袋店

3 店頭にてお弁当お買い上げのお客様に限りヘルシーチキン50ｇプレゼント 11/15

119 グルメ・お酒 株式会社ザクロス 富山ブラック麵屋いろは 1
チャーシュー1枚プレゼント

ラーメンor定食を注文の方に、プレゼントします。

※他のサービスとの併用不可

11/15

120 グルメ・お酒 酒とお食事たくあん 1 「たくあんとチーズの春巻き」1品無料 11/1

121 グルメ・お酒 株式会社サザビーリーグアイビーカンパニー 1

お食事またはデザート1品以上、ご注文のお客様は対象のソフトドリンク1杯サービス

※特典の提供時間帯　17時から

※お食事またはデザート1品以上ご注文のお客様のみ

※平日限定(土日祝除く)

11/22

122 グルメ・お酒 有限会社五月商事 お食事処さつき 1 ご来店でお食事のご注文をいただいたお客様お1人に1本、ソフトドリンク（PETボトル）をもれなくプレゼント 11/1

123 グルメ・お酒 札幌成吉思汗しろくま

札幌成吉思汗しろくま新橋外堀通り店

札幌成吉思汗しろくま新橋店

札幌成吉思汗しろくま赤坂店

3
羊のつくねをご来店いただいた人数分提供

※他のクーポンとの併用不可
11/9

124 グルメ・お酒 株式会社サッポロライオン
都内のサッポロライオンチェーン（テイクアウト

店舗はじめ一部店舗を除く）
50

15時以降ご飲食代５％OFF

※1会計につき1回

※お会計時にご提示

※上限5000円まで

12/1

125 グルメ・お酒 里やま 1 飲食代金から5％割引 11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

126 おしゃれ・ファッション Savvy Nailsalon&school Savvy 1
初めてのご来店でのお客様に限り初回のみ、わき脱毛半額にてご提供

※わき脱毛以外の脱毛は適応外
11/1

127 おしゃれ・ファッション 株式会社ザ・フォウルビ

ジェイエステティック 渋谷駅前店

ジェイエステティック 町田店

ジェイエステティック 池袋東店 

ジェイエステティック 錦糸町店 

ジェイエステティック 二子玉川店

ジェイエステティック 大井町店

ジェイエステティック 北千住

ジェイエステティック 高田馬場店

ジェイエステティック 蒲田店

ジェイエステティック 中野店

ジェイエステティック 立川駅前店

11
高性能エイジングケア　今も未来も輝いていたい女性のためのスキンケア★

『クリューベルゴールドＥＸ』サンプル５点セットプレゼント

※女性限定　お一人様１回限り

調整中

128 グルメ・お酒 株式会社SANKOMARKETINGFOODS 10 ドリンク1杯サービス　飲み放題10パーセントOFF 11/1

129 グルメ・お酒 株式会社　サン・タチバナ 旬彩酒房　演 1
ディナーワンドリンクサービス

※画面ご提示のお客様、お一人様一杯

お一人様あたり　お会計3500円以上の場合に限る

調整中

130
グルメ・お酒|暮らし・

生活|旅行・観光
株式会社サン・ライフサービス 八王子ホテルニューグランド 1

チェックイン時、画面提示されたご宿泊者様にミネラルウォーターをプレゼント

レストランご利用時、画面提示されたお客様にワンドリンクプレゼント
11/22

131 グルメ・お酒 SEA 1 来店してくれたお客様に、お好きなドリンク1杯無料 11/10

132 グルメ・お酒 G・M・JYO有限会社
マサラハット

アジアンスパイスキング
4 お好きなお飲み物を一杯サービス 11/1

133 おしゃれ・ファッション 株式会社ジーフット アスビー、グリーンボックス 37 店内商品5％OFF 12/1

134 グルメ・お酒 自然派ワインバル UMAMI 1
Dinner time 1,000円引き

※税抜き5000円以上の飲食代ご利用に限る

※他のサービスとの併用は不可

11/12

135 グルメ・お酒 渋谷EXCEL HOTEL東急
レストラン「アビエント」

日本料理「旬彩」
2

【ディナータイム】アプリを提示で10％OFF、さらに5名以上でボトルワイン1本サービス

※ワインは数に限りがございます、なくなり次第終了となります。

※2021年12月11日から1月5日を除く

11/15

136 レジャー 株式会社シーライン東京 シンフォニークルーズ 1 1ドリンク、グラスワイン白又は赤・ソフトドリンクを提供 11/15

137 グルメ・お酒 Sea One Dining 1

ワンドリンク無料

生ビール、グラスワイン赤・白、カクテル、ソフトドリンク

お好きなドリンクをお選び下さい。

※必ず、一品料理の注文をお願いします。

11/10

138 グルメ・お酒 株式会社JTBパブリッシング

るるぶキッチン　にくたびと

るるぶキッチン　酒処 何方此方（さけどころ　

どちこち）

2 ご飲食代金を総額より10％割引 調整中



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

139 グルメ・お酒 株式会社JASMINE　THAI

JASMINE　THAI　六本木店

JASMINE　THAI　四谷店

JASMINE　THAI　八重洲店

JASMINE　THAI　コレド室町店

JASMINE　THAI　大手町店

JASMINE　THAI　西武池袋店

JASMINE　THAI　ららぽーと立川立飛店

JASMINE　THAI　Express　ソラマチ店

Thai　street　by　JASMINE　THAI　日比谷店

9

JASMINE　THAI　六本木店・四谷店・八重洲店・コレド室町店・大手町店・西武池袋店・ららぽーと立川立飛店

（ディナー限定）生ビール（S）アサヒ　ｏｒ　ソフトドリンク1杯サービス

　　また、5名以上の来店で同一グループにつき1皿、生春巻きをサービス

JASMINE　THAI　Express　ソラマチ店

　ソフトドリンク1杯サービス

Thai　street　by　JASMINE　THAI　日比谷店

（ディナー限定）生ビール（S）アサヒ　ｏｒソフトドリンク1杯サービス

11/18

140 その他 時間制立呑屋 矢口の店 達呑 1 焼酎1杯無料 11/1

141 グルメ・お酒 下町割烹すがた 1 ヒューガルデン生ビールサービス 11/1

142 グルメ・お酒 株式会社信濃屋 もんじゃしなのや 2 最初のドリンク1杯無料 調整中

143
グルメ・お酒|旅行・観

光
渋谷ストリームエクセルホテル東急

Bar & Dining TORRENT

渋谷ストリームエクセルホテル東急
2

Bar & Dining TORRENTご利用の方：1ドリンクサービス

⇒お食事ご利用の方に限り、リストから1ドリンクサービス

渋谷ストリームエクセルホテル東急ご宿泊ご利用の方：＋1時間のレイトチェックアウト／VOD無料

⇒ご予約の通常チェックアウト時間から1時間延長無料＋VOD（ビデオ・オン・デマンド）の視聴無料

※他券・割引等との併用不可

12/1

144
ショッピング|グルメ・

お酒
有限会社志村商店 アメ横　志村商店 1 チョコのたたき売り1,000円ご購入の方に　チョコレート1つおまけ 11/3

145 グルメ・お酒 株式会社志村不動産 志村不動産 1 契約内容により、アマゾン、iTunes、JTB、楽天等、お客様ご希望のギフトカードをプレゼント 11/1

146 レジャー|旅行・観光 有限会社志目商事 17
デイユースで4,900円以下のお部屋は300円割引、それ以外は500円割引

宿泊で7,000円以下のお部屋は500円割引、それ以外は1,000円割引
11/1

147 グルメ・お酒 株式会社ジュンバタンメラ
GREEN ASIS TOKYO

Asian Cafe & Diner Vivid Ajia
2

GREEN ASIS TOKYO：ご飲食の方、お食事代金10％OFF

※その他、人数制限、ルールに従っていただいた方のみご利用可

Asian Cafe & Diner Vivid Ajia：パスポートご提示の方に、ワンドリンクサービス（ビール可）

※ワクチンパスポートご提示の方のみ、サービスを受ける事が出来ます。未提示の方は、適用外とさせていただきます。

11/11

148 グルメ・お酒 株式会社ジョイシーズ 鶏からあげ　きんどり 1
ドリンク１杯をご注文のお客様にささみ１本サービス（お一人様１本まで）

※イートインのお客様に限り利用可能
11/16

149 グルメ・お酒 焼酎酒場BETTAKO 1
ひとり客様専用生ビール1杯サービス

2～3名様予約特典：本日の献立の中からどれか1品をサービス

4名様以上予約特典：甲類焼酎1本サービス

11/1

150
おしゃれ・ファッション

|その他
CILGRACEレミィ町田店 1 ご来店の皆様に美容液成分配合コーティング剤仕上げを無料サービス 11/1

151 グルメ・お酒 進栄物産株式会社 進ちゃん 1

トッピング無料（メンマ・のり・味玉）

ご注文前にアプリをご提示ください。

※お一人様1日1階限り

※他のトッピング券と併用不可

調整中

152 グルメ・お酒 有限会社新川デリー デリー 1 デリーオリジナルカレーソースをプレゼント 11/1

153
おしゃれ・ファッション|暮らし・

生活
ジンカンパニー株式会社

OSMOSIS

NO ID./NEWTRAL
9 商品を購入した方に、自社ポイントを購入代金100円毎に通常1ポイント付与のところ、2ポイント付与 11/1

154 グルメ・お酒 新小岩のオムライス屋さんバンズキッチン 新小岩のオムライス屋さんバンズキッチン 1
バンズグループ店舗でのお食事で使える【500円分のポイント】を差し上げます。

※バンズアプリをダウンロードが必須となります。

※オムライスをお食事されたお客様に限らせていただきます。

調整中

155 グルメ・お酒 合同会社真洸商会 和食レストラン 真こう 1 お食事の際、お好きなソフトドリンクを1杯無料プレゼント 11/6



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

156 グルメ・お酒 株式会社シンポ企画 麦酒倶楽部ポパイ 1 お好きな自社工場ビール1杯サービス 調整中

157 旅行・観光 株式会社スーパーホテル スーパーホテル品川・新馬場 1 チェックアウト時間を1時間無料で延長いたします。 11/22

158 グルメ・お酒 株式会社SURYA

インド料理SURYA中目黒店

アジアンダイニング&バーSITA八丁堀店

アジアンダイニングレストランSITA中目黒店

アジアンダイニング&バーSITA学芸大学店店

4 ディナータイム限定で1ドリンクサービス 調整中

159 グルメ・お酒 スイメイ物産株式会社 焼肉三千里 7 生ビールを含む、税込715円以下のドリンクを１杯無料 12/1

160 グルメ・お酒 株式会社スカーレットプロモーション Scarlet（スカーレット） 1 お会計より50%割引 11/1

161 グルメ・お酒 杉本食肉産業株式会社 スギモト本店ソラマチ店 1
お会計金額より10%OFF

※お食事メニューをご注文のお客様に限る
11/1

162 暮らし・生活 株式会社SCREEN CLOSET 1 不織布マスク5枚入りプレゼント 11/1

163 グルメ・お酒 寿司たつ 1
本日おすすめの熱燗を一杯サービス致します。

※お酒を提供の際は別途付け出し料金はいただかせていただきます。
調整中

164 暮らし・生活|その他 頭痛・腰痛改善研究所からだLabo 1 当店のメニューの金額から10％割引か10分無料延長 調整中

165 その他 株式会社STELLAPOLARE 築地占いカフェSTELLA POLARE 1
占い20分鑑定以上をご利用頂いた場合、珈琲又はバナナジュース1杯サービス

※無くなり次第終了
11/1

166 グルメ・お酒 スナック　デュオ 1
生ビール1杯又はビール中瓶1本又はカラオケ3曲のいずれかを1回のみ無料

※提供時間19時から23時の間、定休日（日、月）、年末年始の休みを除く
11/23

167 グルメ・お酒 スナック友灯 1 カラオケ１曲サービス 11/1

168 グルメ・お酒 SPLASH 1 1drink(600円)サービス 11/15

169 グルメ・お酒 スマイルキューブ株式会社 麺処直久 3
《ミニ炒飯 or 3個餃子 or ウーロン茶＋杏仁豆腐》

上記のいずれか一品をサービス
12/1

170
ショッピング|グルメ・

お酒
住友不動産商業マネジメント株式会社 住友不動産ショッピングシティ　有明ガーデン 約30

平日限定で、先着100名に対し、ドリンク無料券をプレゼント

※10時（営業開始時間）から配布を開始し、その日の17時以降に有明ガーデンモール館内の店舗でご利用が可能
11/15

171 グルメ・お酒 炭火焼肉いりおのら 1
韓国海苔1品

※店内ご飲食の際に1組1品提供します。
11/11

172 レジャー|旅行・観光 株式会社SMALLWORLDS SMALL WORLDS TOKYO 1 2名以上のグループでご来場されたら1名様の入場料無料 11/10

173

ショッピング|おしゃ

れ・ファッション|暮ら

し・生活|その他

成城補聴器株式会社 成城補聴器フィッティングルーム 1

リオネットシリーズ補聴器本体価格から、1台あたり5,000円をお値引き

両耳同時で有れば10,000円をお値引き

※事前の聴覚測定(域値、ことばのききとり等)により、補聴器の効果が期待出来ない場合には販売を見合わせる場合がござ

います。補聴器相談医の事前受診により、医療費控除の対象になる場合が有ります。

11/10

174 その他 株式会社西洋館センター 西洋館羽田空港店 1
40分コース以上ご利用されるお客様は接種済画面を店頭で掲示をして頂きますと10％OFFになります

※毎日先着5名様
11/1

175 グルメ・お酒 株式会社　清林 串カツ専門店　つくし坊 1
生ビール、ハイボール、サワー各種、烏龍茶いずれか1杯サービス

※他クーポン、他割引サービス併用不可
11/13

176 グルメ・お酒 株式会社ゼットフラッグ 大衆食堂浅草八区 1 会計時の10％OFF 11/23



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

177
レジャー|旅行・観光|暮

らし・生活
株式会社 セルリアンタワー東急ホテル セルリアンタワー東急ホテル 1

ご披露宴当日スイートルーム宿泊ご招待

下記3点より１点をお選びください。

①レイトチェックアウト　プラス2時間

②部屋タイプを１タイプグレードアップ

③フィットネスクラブご利用料無料

11/24

178 グルメ・お酒 株式会社SentoBene SentoBene 1
ディナー：セレクトボトルワイン1本サービス　※2名様以上でのご利用グループ

ランチ：スパークリングワインorシチリアンレッドオレンジ1杯サービス　※2名様以上でのご利用グループ
調整中

179

ショッピング|おしゃ

れ・ファッション|暮ら

し・生活

有限会社創久 風水改運中心 1
風水の改運相談を1時間無料

※予約制ですので、まずは店舗までお電話をください。またその際に【ワクションで】とお伝えください。

※ご希望の日時に沿えない場合もございます。ご了承ください。

11/15

180
暮らし・生活|旅行・観

光
株式会社TurnTable TurnTable 3

ドミトリーをご利用のお客様レイトチェックアウト2時間無料

ターンテーブル・レストランのディナーにご予約いただいたお客様、お1人様につき１杯スパークリングワインを無料でプレゼント
11/1

181 グルメ・お酒 有限会社大華企画 フルーツサンド 鳩家 1 フルーツサンド2つ以上購入で100円引き 11/1

182 グルメ・お酒 有限会社大功 庄や渋谷南口店 1 生ビール、ハイボール、サワー お一人様に一杯サービス 11/22

183 グルメ・お酒 DESI TANDOOR B.B.Q. DESI TANDOOR B.B.Q. 1
ご来店いただいた方皆様に、自家製ラッシーをお1人様1杯サービスさせて頂きます。当店の炭火焼料理や本格カレー・ビリヤニ

と一緒にお召し上がりいただけるとより美味しいです。

※当店にてお食事をして頂いた方限定の特典と致します。(テイクアウト含む)

11/12

184 グルメ・お酒 ダイニング　てんてん 1
ディナータイム限定、パスタご注文のお客様は、Aセット半額

※ディナータイムにパスタご注文のお客様に限ります。
11/14

185 グルメ・お酒 だいやめ 九州処　だいやめ　拝島駅前店 1 牛もつ鍋2人前注文で「追加牛もつ1人前プレゼント」 調整中

186 グルメ・お酒 株式会社ダイヤモンドダイニング
あわよくばあー中目黒

恵比寿　百鳥
2 お飲み物を1つサービスいたします。 11/16

187 グルメ・お酒 株式会社タイレル

レストラン シマトネリコ

ホテル武蔵野の森

上野アーバンホテルアネックス

上野アーバンホテル

新宿アーバンホテル

調布アーバンホテル

府中アーバンホテル

府中アーバンホテル別館

新橋アーバンホテル

八王子アーバンホテル

御徒町アーバンホテル

立川アーバンホテル

立川アーバンホテルアネックス

赤坂アーバンホテルアネックス

アーバンホテルツインズ調布

赤坂アーバンホテル

16

レストラン シマトネリコ

2杯目生ビール（グラス）or角ハイボールorグラスワイン（赤・白）・ソフトドリンク無料

ホテル武蔵野の森・上野アーバンホテルアネックス・上野アーバンホテル・新宿アーバンホテル・調布アーバンホテル・府中アーバン

ホテル・府中アーバンホテル別館・新橋アーバンホテル・八王子アーバンホテル・御徒町アーバンホテル・立川アーバンホテル・立

川アーバンホテルアネックス・赤坂アーバンホテルアネックス・アーバンホテルツインズ調布・赤坂アーバンホテル

通常11：00のチェックアウトを12：00に1時間無料延長

11/25

188 グルメ・お酒 有限会社田川利夫 お好み焼　もんじゃ焼　BUB 1 アイスクリーム1個提供

189 グルメ・お酒 有限会社高澤 割烹 峰屋 1 次回ご来店時に使える 10％割引クーポン券プレゼント 11/1

190
グルメ・お酒|旅行・観

光
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント ソラノホテル 1 ホテル内レストラン又はバーにて5,000円以上ご飲食のお客様　ホテルオリジナルエコバッグプレゼント 11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

191 暮らし・生活 株式会社ダッドウェイ DADWAY 1

5,500円以上お買上の際に500円引き

11,000円以上お買上の際に1,000円引き

※DADWAY|ergobaby 東京ソラマチ店でのみ利用可能

※使用不可商品あり

11/15

192 グルメ・お酒 株式会社w・hcompany 老麻火鍋房 1 『美肌コース+飲み放題』通常価格6,230円→23%OFF　4,800円 11/1

193 旅行・観光 WHGホテルタビノス株式会社

ホテルタビノス浜松町

ホテルタビノス浅草

ホテルタビノス京都

3 通常のチェックアウトは翌朝11：00となっておりますが12：00迄無料 11/1

194 その他 株式会社玉寿司 築地玉寿司浅草店 1 ウーロン茶か、緑茶サービス 12/1

195 グルメ・お酒 株式会社玉ひで たまひでいちの 1 100食限定で烏骨鶏卵使用マンゴーシャーベットを1グループに付き1食まで提供 11/15

196 グルメ・お酒 對馬流南インド系辛口料理 タリカロ 1 ワンドリンクプレゼント 11/11

197 グルメ・お酒 中華料理　鍋一 1 ハイボールもしくはレモンサワーが1杯100円 11/1

198 グルメ・お酒 中華料理薬膳天天 1 麺類100円引き 11/1

199 グルメ・お酒 chura＊chura 1

サーターアンダギープレーン又は320円以下のドリンクからお好きなものをお一つサービスいたします。

※お一人様1つ限り、利用時にサービスさせていただきます。(サービスのみの利用はできません。)

※提供数＝画面提示人数となります。

※注文時にサービスの利用をお申し付けください。

※未就学児は対象外となります。

※サーターアンダギーの在庫が少なくなった場合はドリンクのご提供となります。

11/1

200 グルメ・お酒 合同会社智龍 SEVEN ROSES 1 ドリンク1杯サービス 11/1

201 グルメ・お酒 月うさぎ　根岸店 1

和牛もつ鍋が一人前1078円を1円でご提供させて頂きます。

但し、二人前～のご注文とさせて頂きます。

※お客様1組あたり1回限り

※お会計の合計が３,000円以上に限らせて頂きます。

12/1

202 グルメ・お酒 株式会社つなぎ庵 つなぎ庵 1
そばドーナツ

食べ物
11/20

203 グルメ・お酒 つばき寿司 1 1ドリンクサービス 11/1

204 その他 デザインデポ株式会社 八王子のホームページ屋　デザインデポ 1 当社サービスの利用料から5％OFF 11/1

205 グルメ・お酒 Deli&Barmamma 1 グラスワインプレゼント 11/4

206 グルメ・お酒 株式会社東急グルメフロント

NICOTAMA DAYS CAFÉ

しぶそば二子玉川店

しぶそば蒲田店

しぶそば大井町店

しぶそば池袋店

しぶそば池上店

6

NICOTAMA DAYS CAFE(ニコタマ デイズ カフェ）特別ご優待サービス

・ブレンドコーヒー（Hot/Iced)20％割引・紅茶オーガニックアールグレイ（Hot/Iced)20%割引

・アルコール類（瓶，缶アルコール類除く）10％割引　

※他のクーポン等の併用は出来ません

しぶそば特別ご優待サービス

・わかめ・生卵・きつねハーフ・たぬき　のいずれかのトッピング無料

11/1

207 レジャー|その他 東急スポーツシステム株式会社 アトリオドゥーエ二子玉川 1
入会金100%OFF

※先着100名
12/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

208

ショッピング|グルメ・

お酒|おしゃれ・ファッ

ション|暮らし・生活

株式会社東急百貨店

渋谷・本店　

渋谷ヒカリエ ShinQs

渋谷 東急フードショー　

KAZURA(カズラ) 東急プラザ渋谷店　

吉祥寺店　

町田東急ツインズ

二子玉川 東急フードショー　

東急フードショースライス　

+Q(プラスク)スタイル 

たまプラーザ店　

日吉東急アベニュー　

武蔵小杉 東急フードショースライス

88 各テナントサービス 各テナントによる

209

ショッピング|グルメ・

お酒|おしゃれ・ファッ

ション|暮らし・生活

東急不動産SCマネジメント株式会社
東急プラザ渋谷

東急プラザ銀座
2

東急プラザ渋谷限定のご利用金額3000円(税込)以上で使用できる500円クーポン券をプレゼント致します。

東急プラザ銀座限定のご利用金額3000円(税込)以上で使用できる500円クーポン券をプレゼント致します。
12/1

210 グルメ・お酒 東京ベイコート倶楽部 RISTORANTE OZIO 1 お食事時の際、ドリンク(銘柄指定)を1杯プレゼント 11/19

211 グルメ・お酒 東京レストランツファクトリー株式会社
東京レストランツファクトリー株式会社東京都内

全店舗共通
42 アプリご提示でディナータイム1組1会計10％OFF 1/4

212 グルメ・お酒 東京レストランツファクトリー株式会社 広尾　花椒庭 1
ワンドリンク　または　プチデザート　サービスクーポン券

※先着100名様
12/1

213 グルメ・お酒 株式会社道とん堀 お好み焼 道とん堀 18
10種類上のソフトドリンクがセルフサービスでお替り自由（アルコールを除く）

※本クーポンのみ利用不可 

※他割引併用不可

12/1

214
グルメ・お酒|旅行・観

光
株式会社東武ホテルマネジメント

品川東武ホテル

東武ホテルレバント東京

浅草東武ホテル

渋谷東武ホテル

川越東武ホテル

和光市東武ホテル

宇都宮東武ホテルグランデ

スーパーダイニング「ヴェルデュール」

中国料理「竹園」

スカイツリー®ビューレストラン「簾」

ロビーラウンジ「クリスタルムーブメント」

鉄板焼「下野」

日本料理「簾」

シーズンズレストラン「壱之壱」

Sky Notes（スカイノーツ）

17
ホテル：ご宿泊のお客様へ対象プランのチェックアウト時間を1時間延長

レストラン：レストラン利用のお客様へワンドリンクサービス
11/1

215 その他 株式会社トップワイジャパン 4
携帯電話に使用するケース・フィルム・充電器など、その他関連商品

※値引き商品は、お一人様1点のみ

※店舗に在庫がある商品のみ対象となります

11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

216 ショッピング|グルメ 一般社団法人豊洲市場協会

豊洲市場関連事業者等協議会

豊洲市場商業協同組合

東京中央市場飲食業協同組合

約100
豊洲市場優待券

1枚300円相当のクーポン券をアプリ登録者に進呈
11/15

217 グルメ・お酒 とり鉄三軒茶屋店 とり鉄三軒茶屋店 1
鶏もも串1本サービス（在庫状況により別の串になる場合がございます）

※他のクーポンとの併用不可

※1ドリンク、料理別途1品をご注文ください。

11/1

218 グルメ・お酒 株式会社DreamInspirer 1 ドリンク1杯無料券や、トッピング無料 11/3

219 グルメ・お酒 株式会社ドンキー 焼肉牛壱心浅草EKIMISE店 1 焼肉牛壱心のコスパ抜群の人気商品、【壱心カルビ】をプレゼント 11/1

220 グルメ・お酒 株式会社中原商店 ぴょんぴょん舎GINZA UNA 1

ミニスペシャルカルビ無料

お肉を食べて元気にいきましょう。

※お食事ご注文でミニスペシャルカルビを1人前無料で提供します。

※1画面1人前です。

11/15

221 グルメ・お酒 日本橋なだ万 日本橋なだ万 1
選べる乾杯ドリンク（スパークリングワイン、ビール、日本酒、焼酎、ワイン、ソフトドリンク各種）となだ万商品のお土産をサービ

ス

※来店時、御膳・懐石料理をご注文頂いた方の特典です（サービスドリンク・お土産のみの利用は不可）

11/15

222 暮らし・生活 株式会社ナック ナック 1
エアコンクリーニング、水回りクリーニング等の暮らしに関する清掃サービス

※清掃箇所・範囲によって変動
11/1

223 その他 株式会社　ナック ナック車検センター 1

車検基本料金10％割引き

法令一年点検基本料金10％割引き

※公式ホ－ムペ－ジより車検又は法令一年点検の予約をされ東京ワクションの接種済み画面を提示された方に基本料金を

10％割引き

※キャンペ－ン期間中に当社で車検又は法令一年点検を実施された方。

11/14

224 暮らし・生活 ニコニコ指圧マッサージ治療院 ニコニコ指圧マッサージ治療院 1
60分6,000円の指圧マッサージコースを60分4,000円

初めてのお客様限定
11/4

225
おしゃれ・ファッション

|暮らし・生活
株式会社ニットソーイングクラブ ニットソーイングクラブ 1

特別体験「モックネックＴシャツ」

普段web上で限定募集している特別体験の参加できます（要予約）

※先着20名

※店舗が女性のための教室のため、男性不可となります

11/1

226
グルメ・お酒|旅行・観

光
日本ホテル株式会社

東京ステーションホテル

メズム東京、オートグラフ コレクション

メトロポリタンホテルズ

ホテルメッツ

34

「ホテル共通利用券」をプレゼント

優待内容・有効期限

・宿泊及び直営レストランのご利用金額に応じて、上記ホテルでご利用可能な「ホテル共通

利用券」をプレゼント

・各種割引やクーポン、ポイント等を差し引いた利用金額を対象とします。

・利用金額（税込）5,000円以上10,000円未満⇒利用券プレゼント枚数1枚（500円）

・利用金額（税込）10,000円以上15,000円未満⇒利用券プレゼント枚数2枚（1,000円）

・利用金額（税込）15,000円以上20,000円未満⇒利用券プレゼント枚数3枚（1,500円）

・利用金額（税込）20,000円以上25,000円未満⇒利用券プレゼント枚数4枚（2,000円）

・利用金額（税込）25,000円以上30,000円未満⇒利用券プレゼント枚数5枚（2,500円）

・利用金額（税込）30,000円以上⇒利用券プレゼント枚数6枚（3,000円）

・ホテル共通利用券の発行より3か月間有効です。（券面に記載）

11/17

227 グルメ・お酒 株式会社ニューオークボ スピガ飯田橋店 1

4,000円以上お会計で10％割引

接種証明もしくはPCR検査陰性証明を共にご来店された全ての方がお持ちである1グループ5,000円以上お会計で10％割

引させていただきます。

※1名様～ご利用いただけます

※ご来店された全ての方が接種証明もしくはPCR検査陰性証明をお持ちでご提示いただいた場合に限る／他クーポン、サービ

スとの併用不可／15時以降利用可

12/1

228 グルメ・お酒 株式会社ネオクリエイション やま志太 1
ドリンクサービス抽選

あみだくじで当たったら、4名様まで初回1杯無料
調整中

229 グルメ・お酒 株式会社狼煙屋 狼煙屋 1
ラーメンの替え玉

※一名様につき一玉
11/20



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

230 グルメ・お酒 株式会社NON

漢方和牛とかき小屋　美久仁小路店

海老と馬肉と日本酒　美久仁小路店

東北のお魚バル3代目魚徳

漢方和牛と牡蠣小屋

海老と馬肉と日本酒

5

漢方和牛とかき小屋　美久仁小路店・・・生牡蠣or味付き焼き牡蠣プレゼント

海老と馬肉と日本酒　美久仁小路店・・・海老のお刺身3種盛り合わせorおすすめの日本酒1合サービス

東北のお魚バル3代目魚徳・・・朝採れ東北鮮魚の炙りor選べる手作り日本酒アイス

漢方和牛と牡蠣小屋・・・日替わり漢方牛の前菜2種or生牡蠣2個

海老と馬肉と日本酒・・・馬刺の2種盛りor日本酒飲み比べ

11/1

231 グルメ・お酒 株式会社ハーバーハウス

釣船茶屋ざうお　新宿店

釣船茶屋ざうお　目黒店

釣船茶屋ざうお　渋谷店

3
釣りアジ1匹サービス

※自分でアジを釣り体験していただき、お造り、タタキ、塩焼き、唐揚げ、フライの中からお好きな調理でお召し上がりいただけま

す。

調整中

232
おしゃれ・ファッション

|暮らし・生活
BarberRay 1

本来、来店1度に対して、普段1ポイントを加算していますが、期間内は、プラス1ポイントを加算

新規のお客様は、ポイントカードを作成し、プラス1ポイントを加算
12/1

233 グルメ・お酒 株式会社ホテル小田急 ハイアット リージェンシー 東京 1
レストランまたはバーで、お支払い金額が3,000円以上の場合、お会計時に10%ご

※優待対象施設は中国料理「翡翠宮」、オールデイダイニング「カフェ」、バー「オードヴィー」の３店舗となります。
11/5

234 グルメ・お酒 ホテルベルクラシック東京
日本料理みまつ

レストランラコンテ
2

日本料理みまつ　ランチタイムの御料理代金10％OFF　ディナータイム¥5,000以上ご利用のお客様に限り御料理代金10％

OFF

レストランラコンテ　御料理代金10％off　※1オーダーの確約

12/1

235 グルメ・お酒 株式会社HybridSpirit 福よし　六本木 1
ハンバーグ、ハラミが Sサイズ　Mサイズ　Lサイズ　LLサイズのうち、１サイズアップが無料

ハンバーグとハラミのコンボが商品としてあるが、サイズアップが難しいのでトッピング無料

国産、海外問わず、日替りの樽生を１杯目半額（通常Regular 473ml 1,200円～

11/1

236 ショッピング 株式会社Pirates Factory LINE CREATORS SHOP 1
店舗でお買い物をしてTOKYOワクション提示のお客さまに有料レジ袋を1枚プレゼント

※LINE CREATORS SHOP　で商品をお買い上げのお客様
調整中

237 ショッピング 株式会社博品館
南町田グランベリーパーク内博品館TOYS 

CONCEPT
1

お買上金額より5％OFF（現金でのお支払いのみ・一部商品を除く）

※現金でのお支払いのみ・一部商品を除きます。
11/22

238 その他 株式会社Hacoa DRYADES ドリュアデス 1 3,000円以上お買い上げで5％OFF 12/1

239 グルメ・お酒 バズグリル 1
生ビール(レギュラーサイズ)1杯無料

※来店者全員に1杯限り
11/20

240 おしゃれ・ファッション 有限会社パトラ美容室 VISCONT I 1 初めてご来店の方限定、贅沢ヘッドスパコース5,500円 11/1

241 グルメ・お酒 合同会社パナス ラミちゃんの台所 1 おすすめの民族料理1品サービス 11/1

242 グルメ・お酒 株式会社はなまる PIZZA&WINE カヤバール 1 スパークリングワイン1杯サービス 11/8

243 おしゃれ・ファッション ハニーズ町田店 1 2点以上お買い上げで店内全品10％OFF 11/15

244 レジャー|グルメ・お酒 株式会社羽田エクセルホテル東急 フライヤーズテーブル 1
（ランチ）ドリンクバー サービス

（ディナー）乾杯用ドリンクサービス
11/22

245 グルメ・お酒 株式会社バファローズ 焼肉ギュウミー 1 当日利用OK！TOKYOワクション提示で500円OFF★ 11/12

246 グルメ・お酒 株式会社バルディ
BARDI

パスタイオ　ラボ
2

ランチ200円OFF

ディナードリンクプレゼント（ソフトドリンク、ワイン、ハイボールなど）

ディナー20%OFF

11/3

247 グルメ・お酒 株式会社　韓流村 KollaBo 38
①1組5名様までお使いいただけます

②1組1皿のみとなります。

※他クーポンとの併用不可

11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

248 旅行・観光 BnbTourSupport合同会社 池袋の宿 1 池袋の宿のご利用を20%OFF 11/1

249 旅行・観光 株式会社ビスタホテルマネジメント ホテルビスタ東京［築地］ 15 レイトチェックアウト1時間無料 11/5

250 グルメ・お酒 Bistro COLORIS 1
ディナーコースご利用でドリンク1杯サービス致します

※1組4名様まで

※ランチ不可、他のクーポンやサイト経由は併用不可、カード払い不可

11/1

251 グルメ・お酒 ビストロルテロワール阿佐ヶ谷 1 ワイン1杯サービス 調整中

252 グルメ・お酒 合同会社ひなもも やきとりひなもも 1 事前予約にてサツマイモスティックプレゼント 11/1

253 グルメ・お酒 日乃出商事株式会社 東海飯店　大門店 1
お会計から10%割引

※何回でも利用可

※1回上限割引3000円

調整中

254 その他 株式会社ピベルダ ホワイトニングバー町田店 1
歯のセルフホワイトニング

※6回コース以上購入される方限定
11/1

255 グルメ・お酒 立川びんびん亭 1 大盛または味玉をサービス 調整中

256 グルメ・お酒 ファイブゲート株式会社 汁なし担担麺専門 キング軒 初台店 1
トッピング等無料券

・トッピング（ねぎ盛り/セロリ/野菜プラス）・温泉玉子　・ライス　・半ライス　・キング軒オリジナルブレンド山椒
調整中

257 その他 株式会社ファイブスターコンサルタント 株式会社ファイブスターコンサルタント 1 弊社面談室で対面での転職相談を受けていただいた方にボールペンプレゼント 11/10

258 グルメ・お酒 FineFastFoods株式会社 Gaston&Gaspar御茶ノ水店 1
ご提示の方にワンドリンクサービス

※ディナータイムのみ

※お食事のお客様に限る

11/1

259 ショッピング 株式会社ファッション須賀 Madu　～on the table ～ 1
お買い物金額から5％OFF

※SALE、割引品は除外
12/1

260 グルメ・お酒 株式会社FANGDREAMCOMPANY 神戸牛ステーキfun 1
選べる1ドリンク付（スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、生ビール、ソフトドリンク等）より選択

※お一人様につき１杯サービス

※他サービス、割引プランの併用は不可

11/15

261 グルメ・お酒 株式会社ふうせんや 酒処　米俵吟蔵 1 飲み放題コースに1,100円分グレードアップ 12/1

262 グルメ・お酒 株式会社フードリーム

ステーキハウス松木八王子松木店

ステーキハウス松木小平店

ビバリー有楽町ビル店

パスタモーレ上野店

ベッラベーラ大崎店

チーズ＆パスタパステル中野店

ベッラベーラ北千住店

ベッラベーラ錦糸町店

手作りごちそう洋食たまち板橋店

シェーンズバーグ錦糸町店

パステルカフェ上野マルイ店

パステルルミネ町田店

パステルイタリアーナ錦糸町店

イタリアンバルパステル北千住店

14

ステーキハウス松木八王子松木店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円（税抜）

ステーキハウス松木小平店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

ビバリー有楽町ビル店：生ビール・ハイボール等、何杯飲んでも1杯199円(税抜)

パスタモーレ上野店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

ベッラベーラ大崎店：生ビール・ハイボール等、何杯飲んでも1杯199円(税抜)

チーズ＆パスタパステル中野店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

ベッラベーラ北千住店：生ビール・ハイボール等、何杯飲んでも1杯199円(税抜)

ベッラベーラ錦糸町店：生ビール・ハイボール等、何杯飲んでも1杯199円(税抜)

手作りごちそう洋食たまち板橋店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

シェーンズバーグ錦糸町店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

パステルカフェ上野マルイ店グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

パステルルミネ町田店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

パステルイタリアーナ錦糸町店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

イタリアンバルパステル北千住店：グラスワイン、ハイボール、何杯飲んでも1杯99円(税抜)

11/3



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

263 その他 株式会社フォーチュン

まんがランド門前仲町店

まんがランド錦糸町店

Mystyle綾瀬店

まんがランド上野店

まんがランド亀有店

MyStyle六本木店

まんがランド北千住2号店

まんがランド金町店

8 1,000円以上のご利用で100円割引 調整中

264 グルメ・お酒 株式会社　福幸 いづもや神田本店 1

Ｔｏｋｙｏワクションアプリを来店時に掲示いただき、

ランチタイムは鰻重ご注文のお客様にグラスのハウスワインまたはソフトドリンクをサービスします。

ディナータイムは掲示していただければグラスのハウスワインまたはソフトドリンクをサービスします。

※入店時に、入り口の自動検温で検温、オートディスペンサーの消毒液で手指の消毒さらにマスク着用のお客様に限定しま

す。

11/15

265 グルメ・お酒 株式会社フクナガ 名代とんかつ　かつくら　京都三条 7
「大海老かつとヒレかつ」を200円引き

ご飯、お味噌汁付き
12/1

266 旅行・観光 藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京

浦和ワシントンホテル

新宿ワシントンホテル

横浜桜木町ワシントンホテル

ホテルグレイスリー浅草

ホテルグレイスリー銀座

ホテルグレイスリー新宿

ホテルグレイスリー田町

箱根小涌園 天悠

箱根小涌園 三河屋旅館

箱根小涌園 ユネッサン

伊東小涌園、伊東緑涌

永平寺親禅の宿 柏樹關

藤乃煌 富士御殿場

ノルディクスヴィレッジゴトアイランズ

下田海中水族館

庵スパ箱根

17

ホテル椿山荘東京：椿茶（ティーバッグ2個入り）先着2,000名様（宿泊者限定・接種記録済み画面表示のお客様1名

につき1個）

浦和ワシントンホテル：ご宿泊のお客様にはチェックイン時にご提示頂ければ、通常10時チェックアウトを11時まで1時間無料

延長にてご案内致します。

※ご延長に関しては1室1時間（2名1室でお二人ともご提示頂きましても1時間）とさせていただきます。

レストラン浦和椿山荘ご利用時にご提示頂きましたら、ワンドリンクサービスにてご提供致します。

新宿ワシントンホテル：チェックアウト1時間延長サービス、ご夕食の飲食代金10％OFF

横浜桜木町ワシントンホテル：レイトアウト12時まで無料　　朝食無料 

ホテルグレイスリー浅草：①通常チェックアウト11時のところ12時まで無料延長とさせていただきます　

※レイトアウト（12時まで）無料：12時以降は延長料金 1時間2,200円（税込）がかかります　もしくは　

②1階レストランの朝食（1,650円）を10%割引でお召し上がりいただけます　

※1階レストラン営業時間　7：00～10：00　※ﾗｽﾄｵｰｰﾀﾞｰ09：30　

※ご利用1回につき1部屋2名様まで

横浜桜木町ワシントンホテル：レイトアウト12時まで無料　　朝食無料

ホテルグレイスリー銀座：延長室料1時間無料（通常チェックアウト11時）

ホテルグレイスリー新宿：チェックアウト1時間延長無料

ホテルグレイスリー田町：宿泊、延長室料1時間無料

伊東小涌園：温泉の素（入浴剤）プレゼント

永平寺親禅の宿　柏樹關：「一筆箋」をお1人様にひとつプレゼント

下田海中水族館：入場券200円OFF

箱根小涌園 ユネッサン：森の湯　大人　通常　1,500円→1,000円（こども　通常　1,000円→700円

ノルディクスヴィレッジゴトアイランズ：スモアのプレゼント

箱根小涌園 天悠：ご夕食時のお飲み物10％OFF/売店でのお買い物10％OFF/レイトアウトチェックアウト50％OFF/庵ス

パ箱根　通常料金より30％OFF/フロントにてちょっぴりプレゼント

箱根小涌園 三河屋旅館：ご夕食時のお飲み物10％OFF/売店でのお買い物10％OFF/フロントにてちょっぴりプレゼント

藤乃煌 富士御殿場：宿泊者様に焚火用の薪を無料にてご準備

11/1

横浜桜木町ワシントン

ホテル12/30

267 ショッピング ブランシェス株式会社 ブランシェス 12
税込み1,100円以上の商品すべて5％OFF

※セール商品含む
11/15

268 グルメ・お酒 ブルース
ビール1本サービス

※10人まで
11/20

269

ショッピング|おしゃ

れ・ファッション|暮ら

し・生活

ブルーミング中西株式会社 CLASSICS THE SMALL LUXURY 4 商品ご購入時に刺繍代１点プレゼント 調整中

270 グルメ・お酒 有限会社ふるた 手打ちそば　ふるた 1 グラスビール1杯無料 11/30

271 暮らし・生活 株式会社ブロードゲージ PortaSIP 1 基本料金を5％ディスカウント 11/1

272 その他 プロパティプロフェッショナル株式会社 婚活サロンmarriage pro 1 入会無料相談ご来店で「QUOカード2,000円分」プレゼント 11/22

273 グルメ・お酒 株式会社フロンティア・フーズ ます家 芝大門店 1 おひとりさまにつきお好きなドリンク1品サービス 11/10



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

274 グルメ・お酒 株式会社フロンティアワン

函館市場 函三郎町田店

大漁市場 魚ます町田店

大漁市場 魚ます二子玉川店

大漁市場 魚ます池袋店

おねぎや 新宿店

おねぎや 二子玉川店

ビストロます家5 渋谷店

ビストロます家 二子玉川店

二子玉川酒場 ます家二子玉川店

ます家 池袋北口店

中国的酒場 あひるの台所二子玉川店

とうあん 二子玉川店

あん庵 赤坂店

燈庵 青山店

焼とり・おでん 大ちゃん御徒町店

やきとん・浜焼き 徳ちゃん御徒町店

酒と肴 玉の蔵二子玉川店

炭火焼肉 神楽坂 牛ます

18

・炭火焼肉 神楽坂 牛ます・・・おひとり様1提示につき本日のデザート1品サービス

・函館市場 函三郎町田店・・・おひとり様1提示につき本まぐろのお寿司一貫サービス

・二子玉川酒場 ます家二子玉川店・・・おひとり様1提示につき静岡おでん1品サービス

・焼き鳥・浜焼き 徳ちゃん御徒町店・・・おひとり様1提示につき静岡おでん1品サービス

・大漁市場 魚ます町田店・・・おひとり様1提示につき静岡おでん1品サービス

・焼き鳥・おでん 大ちゃん御徒町店・・・おひとり様1提示につき串焼き1本サービス

・とうあん二子玉川店・・・お会計から10%OFF 

・他店舗…おひとり様1提示につきワンドリンクサービス

11/10

275 ショッピング 株式会社ブングボックス BUNGUBOX 1
透明万年筆にオリジナルインクを入れてプレゼント

※なくなり次第終了
11/5

276 暮らし・生活 HairSalonWEED 1 カットやパーマでご来店のお客様で4,000円以上ご利用の方にマッサージメニュー「リラッくび」を無料体験 11/1

277 株式会社ベアーズコーポレーション

ヤキトンSAKABAアケボノヤ日本橋店

ヤキトンSAKABAアケボノヤ人形町店

福の花市ヶ谷九段店

福の花溜池山王店

別邸福の花 浜松町店

ふくの鳥市ヶ谷外堀通り店

ふくの鳥田町店

ふくの鳥板橋店

ふくの鳥茅場町店

ふくの鳥小伝馬町店

ふくの鳥馬喰横山店

ふくの鳥日本橋店

SETOUCHI檸檬食堂目黒店

SETOUCHI檸檬食堂新宿小滝橋通り店

SETOUCHI檸檬食堂神田店

熟カラット大森店

16
お一人様1提示につき、ビール・ハイボール・サワーの中からお好きなドリンクを1杯サービス

※お一人様1提示につき1杯のみ
11/22

278 暮らし・生活 ベアハグ ベアハグ二子玉川ライズSC店 1 初回利用の方限定で施術料金5％OFF 2022/1/2

279 その他 株式会社ベアリー Ueno Your、Ueno Your 2nd 2 入会金・初月 月会費 無料＋12ヶ月利用で月会費 3ヶ月免除 11/1

280 その他 平安亀有店 1
焼鳥10本で100円までの焼鳥１本

おでん10個で１個

飲物10杯で1杯オマケ

調整中

281 その他 株式会社ヘヴンエンタテインメント 1
通常体験550円　※1クラス1回までの上限あり

入会金16,500円かかるものを今回無料にて提供
12/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

282 グルメ・お酒 株式会社ベストブライダル 青山 VINOBUONO 1
スパークリングワインおひとり様1杯プレゼント

※1～10名様でお越しのお客様に限ります

※他 割引、クーポン等の併用はできかねます

11/10

283 グルメ・お酒 株式会社ベルカント ムサシノバル　三鷹店 1
ランチ時：ソフトドリンクサービス

ディナー時：席料サービス
11/1

284 暮らし・生活|その他 ボーカルスタジオK'sVOX ボーカル道場K's VOX 1
①「お試しレッスン」と「ボイスカウンセリング」の受講費が半額

②対象期間内の入会金半額
調整中

285 レジャー|グルメ・お酒 Vidro BoardGay.mBar秘密基地 1 利用料金1,000円引き 11/8

286 グルメ・お酒 ホームベーカリーぐりむ 1 お会計時に10%割引 11/1

287 その他 ほぐし家 1
全コース5％OFF　

※期間中1回限定　※他割引併用不可　※要予約
調整中

288 暮らし・生活 穂高株式会社 ポニークリーニング 481 汗抜き洗い（Wフレッシュ）・はっ水ガード加工・しみ抜きのオプション加工が、1点につき50円引き 11/19

289 グルメ・お酒 株式会社ほっかほっか亭総本部

ほっかほっか亭大森北3丁目店

ほっかほっか亭南篠崎町4丁目店

ほっかほっか亭松戸本町店

3 お弁当1食につき単品唐揚1ヶプレゼント 12/1

290 レジャー 没入型脱出ゲームQ Lab？（クワトロラボ） クワトロラボ 1
アプリご提示の方ゲーム料金300円引き

※他の割引との併用不可
調整中

291 グルメ・お酒 株式会社ホテル小田急サザンタワー 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 1 世界周遊プレートを提供・社内コンテストの優秀作品を商品化したワンプレートメニュー 11/5

292
ショッピング|グルメ・

お酒
株式会社ボトルオフ ボトルオフ上野店 1 ボトルオフ上野店で行っているウイスキーの量り売りサービスを期間限定で半額 11/1

293 グルメ・お酒 BOHORA YAM BAHADUR BOHORA YAM BAHADUR 1
マンゴーラッシー1杯サービスします

※特典のみの使用はお断りいたします
11/17

294 グルメ・お酒 株式会社マイナビリテイリング
上ル商店　神田店、新橋店、ぷらりと京王府中店

辛麺屋一輪　目黒店、水道橋店
5

上ル商店　神田店、新橋店、ぷらりと京王府中店

接種提示で天ぷら1品ドリンク1杯無料

辛麺屋一輪　目黒店、水道橋店

辛さアップ無料（マグマまで）orトッピング1品無料

調整中

295 おしゃれ・ファッション macherie 1 まつげエクステコース　500円OFF 調整中

296
ショッピング|グルメ・

お酒
株式会社増田園総本店 1

温かいほうじ茶50円引き1杯100円でご提供orソフトクリーム各種50円引き1個300円でご提供

開運根付（三社祭）先着50名様に1人1つプレゼント
11/1

297 グルメ・お酒 町の居酒屋　西菜 1 アサヒスーパードライ樽生ビール（中ジョッキ）　半額　17時～19時までのハッピーアワー 11/1

298 その他 株式会社マックスライフ POPO ダンススクール 1

通常2200円ですが、TOKYO ワクション特典で200円割引します。当日お釣りがないように必ず現金にて2000円をお支払い

下さい。

※各クラス8名まで

※事前に必ず電話予約をお願いします。

※事前予約なしでお越しの場合、満員時にはレッスンを受けていただくことができません。

※12/26(日)1/2(日)はスクールがお休みとなります。

※期間中は何回でも特典をご利用いただけます。

※スニーカーであれば土足でもOKです。飲み物とタオルをお持ちください。着替えスペースあり。

調整中

299 おしゃれ・ファッション 有限会社　マツモト 松本平太郎美容室白金台店 1
ケラスターゼハーフボトル（定価1.200円）プレゼント

※ご新規様限定
11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

300 グルメ・お酒 有限会社ＭＡＴＥＲＩＡＬ 和欧食堂ＡＧＩＴＯ 1

１、ご飲食代金より20％OFF（2名様以上のご利用、割引上限5,000円）

※2名様以上のご利用でお1人様4,000円以上のご利用・現金以外の支払いは15％OFF・他サービス、他クーポン併用不

可

２、ドリンク1杯無料（1名様から利用可、グラスドリンク全て対象）

※1名様から利用可・無料ドリンクのみは無効・他サービス、他クーポン併用不可

※１、２共にランチ不可、ディナーのみ有効

11/15

301 おしゃれ・ファッション 株式会社mama said nico 1
初めてのお客様限定

3,000円分のトリートメント無料
11/1

302 グルメ・お酒 MALIKA INTERNATIONAL株式会社 インド料理ビニタ 1 ラッシーまたはコーヒーを1杯サービスします 11/15

303 グルメ・お酒 合同会社まるいち きちんと 1
ドリンク1杯サービス

※瓶等は対象外です
11/8

304 グルメ・お酒 株式会社 丸喜

焼肉屋マルキ（下北沢店）

焼肉屋マルキ市場（千歳烏山店）

焼肉屋マルキ市場（中野店

焼肉屋マルキ市場（八王子店）

焼肉屋マルキ市場（武蔵小山店）

焼肉屋マルキ市場NEXT（町田店）

6
①ご提示の方にドリンク1杯サービス（ボトル類を除く）

②ご提示の方で食べ飲み放題利用で1人200円引き、（ソフトドリンク飲み放題の場合は100円引き）

※①又は②のどちらか一つ

11/15

305 グルメ・お酒 みずとくじら 1 来店時、一番最初にご注文されたお飲み物（含アルコール類）を無料でご提供 11/1

306 旅行・観光|その他 一般財団法人　水原フィラテリー財団 切手の博物館 1
切手の博物館ご招待券

※ご来館１名につき、１枚

※次回以降のご来館時にご利用いただけます。

12/1

307 グルメ・お酒 ミタカ飯店 1 お1人様1,000円以上で次回飲食1,000円以上で100円引 11/18

308 グルメ・お酒 株式会社ミックマム オステリアバラババオ 1
日曜祝日月曜火曜ディナータイムにて皆様にスパークリングワインまたはブラッドオレンジジュースのウェルカムドリンクをプレゼント

※他クーポンや飲み放題プランとの併用不可
11/1

309 グルメ・お酒 みっちゃん仙川本店 1 トッピング1品追加 調整中

310 レジャー|グルメ・お酒 有限会社みどり みどり 1
来店の際、最初のドリンクを1杯無料にします

※ドリンク2杯以上と料理1品を注文いただくこと
11/20

311 ショッピング 株式会社未来屋書店 未来屋書店 8
100mibonポイント・チケット

※未来屋書店でご利用いただける100mibonポイントがダウンロードできるチケット

※mibonポイントをご利用するには、未来屋書店公式アプリのダウンロードと会員登録が必要

12/15

312 グルメ・お酒 メイスンワーク株式会社 NaNaiRo 1 お会計より10％の割引 11/1

313 グルメ・お酒 株式会社　名人 銀座ホール 1 来店された方にアイスクリームを提供 11/25

314 グルメ・お酒 明澤国際商事株式会社 1
生ビールは最初の一杯は100円です

※1人に付き一杯
11/1

315 ショッピング 株式会社メガネコンタクトの井上

メガネの井上お茶の水本店

メガネの井上西葛西店

コンタクトレンズ井上

コンタクトレンズ井上西葛西店

4

＜メガネの井上＞メガネレンズを当店通常販売価格より20％割引

※期間中何度でも利用可能

＜コンタクトレンズ井上＞セットメガネ（レンズ付き）1組購入で1,000円割引

※期間中何度でも利用可能　※コンタクトレンズ・ケア用品5,000円以上購入時ポイント3個付与（通常1個）

＜コンタクトレンズ井上西葛西店＞コンタクトレンズ・ケア用品5,000円以上購入時ポイント3個付与（通常1個）

11/1

316 暮らし・生活 メガネパインビレッジ 1 ブルーライトカットコーティングサービス　メガネレンズを2枚1組 ご購入で、サービス 調整中

317 暮らし・生活 株式会社メナレス リラックスフィットネス メナレス 1 入会時費用500円OFF 11/15



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

318 グルメ・お酒 株式会社麺通団プロダクト＆マネジメント 讃岐うどん大使　東京麺通団 1
会計時10％OFF

※お1人様お会計1,500円以上に限り

※最大割引3,000円まで

12/1

319 暮らし・生活 もみほぐし本舗
もみほぐし本舗

上板橋駅
1

100円の割引を期間中何度でも適用

※ポイントカード割引との併用可能
12/1

320 その他 森ビル株式会社

六本木ヒルズ

表参道ヒルズ

ヴィーナスフォート

アークヒルズ

虎ノ門ヒルズ

ラフォーレ原宿

森美術館

東京シティビュー

84

六本木ヒルズ/表参道ヒルズ/ヴィーナスフォート/アークヒルズ/虎ノ門ヒルズ/ラフォーレ原宿/アークヒルズ愛宕

①駐車場1時間サービス②各テナントサービス

森美術館：ショップ内商品10％割引

TOKYO CITY VIEW:ショップ内商品10％割引・ドリンク1杯サービス

森ビルデジタルアートミュージアム：ドリンク1杯サービス

11/8

321 レジャー 森ビル・チームラボ有限責任事業組合
森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン 

チームラボボーダレス
1

EN TEA HOUSE - 幻花亭

＜森ビルデジタルアートミュージアム：エプソン チームラボボーダレス内 ＞お会計金額より10％OFF
11/8

322 グルメ・お酒 株式会社モンテローザ
魚民・白木屋・笑笑・目利きの銀次・山内農場 

等
280

生ビール1杯無料　もしくは、ソフトドリンク1杯無料

※1名1杯
12/6

323 グルメ・お酒 焼肉 雄心 焼肉 雄心 1
特選キムチ1人前、または、韓国海苔1人前プレゼント

※1グループどちらか1品
11/15

324 グルメ・お酒 株式会社やげん 赤坂やげん亭 1 ファーストドリンク1杯半額 調整中

325 グルメ・お酒 株式会社柳橋総合開発 SHIBAURAGRILL 1 17時以降、ソフトドリンク、アルコール１杯無料 12/1

326 レジャー 有限会社ヤマケンアミューズメント カラオケ豊洲メロディ 1 フライドポテト１皿プレゼント 12/1

327
おしゃれ・ファッション

|その他
株式会社 ヤミーネイル ヘブンリーネイルズレミィ町田店 1

爪改善！肌潤！トリプル保湿スプラッシュ

※ジェルなどの施術¥6,600(税込)以上ご予約頂いたお客様対象

※先着20名

12/1

328 グルメ・お酒 株式会社ユーアール 中国飯店　花壇 1

①個室料金のサービス

※感染防止に留意した大小個室の利用料金を、コースメニューご予約のお客様に無料でサービス致します。

②自家製調味料「ＸＯ醤」他のお土産プレゼント

※ご予約のお客様対象1組様1個

※提供数は1日5組様まで

11/1

329 グルメ・お酒 株式会社ユイト 居酒屋 新宿魚縁一丁目 1 1名様につき1杯ハイボール又はサワーをサービス 11/1

330 暮らし・生活 株式会社ゆとりの空間
Share with Kurihara harumi　東急プラザ渋谷

店
1 3000円（税込み）以上購入で500円クーポン使用可 12/1

331 グルメ・お酒 株式会社米沢牛黄木 銀座　米沢牛黄木 1
神泡のマスターズドリーム生ビールを1杯サービス

※山形の地ワイン、ソフトドリンクへの変更も可能
11/10

332 グルメ・お酒 よろずや 1 600円までのドリンク1杯無料 11/1

333 グルメ・お酒 らーめんいち 1 100円割引 11/1

334 レジャー 株式会社ライズエンターテインメント NoEscape リアル体験脱出ゲーム 2
50分脱出ゲーム参加代金300円引き

20分脱出ゲーム参加代金100円引き
11/1



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

335 グルメ・お酒 株式会社ライズコーポレーション 神田居酒屋おつかれちゃん。 1
最初のドリンクを無料でご提供（ハイボール・サワーに限る）

※ハイボール・サワー380円の商品のみ

※他のサービスとの併用不可

11/11

336 グルメ・お酒 合同会社ライフジュエル 生ハム専門店イベリ家 新宿御苑 1 何度でも使用出来る5%OFFプライオリティパス 贈呈 11/1

337 グルメ・お酒 株式会社ラコロンバ レストランマダムトキ 1 平日のディナータイムにワクションアプリクーポンを提示頂いたお客様のご飲食代より10%OFF 11/1

338 グルメ・お酒 株式会社ラディーチェ ポポラマーマ　花小金井店 1
Lサイズパスタ無料

低糖質モリンガ麵無料
11/15

339 グルメ・お酒 株式会社ラムラ

過門香・GINTO・SAMURAI dos Premium 

Steak House・Operetta・SK7・bottega・

Gigas・ACORN・N9Y Butcher’s Grill New 

York・N9Y奥渋店~羊とチーズとワイン酒場~・

common café・BAR of TOKYO・SAKURA・

MATOIYA・Ottotto BREWERY・石庫門・歩高

里・上海ブギ・土古里・菜々土古里・五韓満足・

金タレ・舌牛・韓豚屋・麹蔵・さくら麹・馬舌

屋・ＤＯ-ＺＯ・日月火・とり数奇・京町家・音

音・和食バル音音・魚魯魚魯・新潟・佐渡島　両

津港直送　土風炉・大地の恵み北海道　永田町

店・Ｕo魚　神田南口店・鳥元・土風炉・日本橋

亭・京○・北海道はでっかい道・北海道はでっか

い道 オホーツクの恵み 湧別町・北海道はでっか

い道 オホーツクの恵み 網走市・大地の恵み北海

道　新宿東宝ビル店・北海道バル 海

51

過門香

ワンドリンクサービスor北京ダック（1羽・半羽）半額

※他サービスとの併用不可

GINTO・SAMURAI dos Premium Steak House・Operetta・SK7・bottega・Gigas・ACORN・N9Y Butcher’s 

Grill New York・N9Y奥渋店~羊とチーズとワイン酒場~・common café・BAR of TOKYO・SAKURA・MATOIYA・

Ottotto BREWERY

デザートサービス

※お客様おひとりにつき1つ

※他クーポン、サービスとの併用不可

石庫門・歩高里・上海ブギ・土古里・菜々土古里・五韓満足・金タレ・舌牛・韓豚屋・麹蔵・さくら麹・馬舌屋・ＤＯ-ＺＯ・日

月火・とり数奇・京町家・音音・和食バル音音・魚魯魚魯・新潟・佐渡島　両津港直送　土風炉・大地の恵み北海道　永田

町店・Ｕo魚　神田南口店

ワンドリンク無料

※他サービス・クーポンとの併用不可

※ドリンク内容は店舗にてご確認ください

鳥元

ハイボール１杯無料

※ご利用はお一人様1回に限ります

※同行者の方2名まで対象となります

※他のクーポンとの併用はできかねます

土風炉・日本橋亭・京○・北海道はでっかい道・北海道はでっかい道 オホーツクの恵み 湧別町・北海道はでっかい道 オホーツ

クの恵み 網走市・大地の恵み北海道　新宿東宝ビル店・北海道バル 海

飲み放題付きご宴会ご予約で飲み放題をスタンダード→プレミアムにランクアップサービス

※飲み放題付きご宴会コースご予約のお客様に限ります。

調整中

340 グルメ・お酒 株式会社LaLaLand Eats フタバフルーツパーラーららぽーと豊洲店 1 12/1

341
レジャー|グルメ・お酒|

旅行・観光
株式会社リーガロイヤルホテル東京 リーガロイヤルホテル東京 6

［レストラン・バー全店舗対象］ご飲食料金より10％OFF

［テイクアウトショップ　メリッサ］500円以上お買い上げいただきました方に200円のお買物分を割引

［宿泊］限定ステイプラン　ご宿泊代が朝食付きバリュープランより15％割引

※チェックイン時に提示ください

11/1

342 暮らし・生活 リフォームスタジオ株式会社
マジックミシン

リアット！
110

【マジックミシン】洋服のお直し3,300円（税込）以上のご利用で10％OFF

【リアット！】　靴修理3,300円（税込）以上のご利用で10％OFF
12/15

343 ショッピング 株式会社リブロ リブロ南町田グランベリーパーク店 1
文具・雑貨10％OFF

※書籍雑誌、金券、検定申込等一部商品を除く
11/15

344 ショッピング 株式会社リブロプラス

文禄堂早稲田店

リブロ東銀座店

リブロ南砂町店

3

文禄堂早稲田店

リブロ東銀座店

文具雑貨10％ＯＦＦ

リブロ南砂町店

リサイクル販売商品10％オフ

※ゲームハード・ソフトは除外、他の割引との併用は出来ません

12/1

345 グルメ・お酒 株式会社リョウエイ 日本料理菱沼 1
ワンドリンクサービス

※2万円以上のお食事でご利用可能

※2名様以上

11/8



NO. カテゴリ 協賛事業者名 店舗名（屋号）等 店舗数等 特典内容 特典提供開始

346 その他 ル・コワン・アンソレイエ 1
ベーシックボディー、ベーシックマタニティー、ベーシックフェイシャル1,000円OFF

ディープリラックスフルボディーとディープリラックスマタニティー2,000円OFF
12/1

347 グルメ・お酒 株式会社RUBY RUBYCAFE 1 1商品あたり626円以上のメニューを10％割引 11/1

348 グルメ・お酒 Rêve Rêve 1

ファーストドリンクサービスか、手作りアイスサービス

※サービスはドリンク２杯目以上頼んで頂けてお食事されるかた限定

※サービスドリンク以外に必ずドリンク一杯注文、手作りアイスクリームご希望の方はお食事される事が条件。人数分どちらかの

サービスをお選びください。

11/26

349 グルメ・お酒|その他 ワールドリカーインポーターズ株式会社

世界のビール博物館東京スカイツリータウン・ソ

ラマチ店

ビアカフェ　ブルックスゾット　日本橋店

クラフトビールタップ　秋葉原駅前店

ミゲルフアニ　新宿タカシマヤ　タイムズスクエ

ア店

ゴドノフ東京　丸の内店

クラフトビールタップ　グリル&キッチン渋谷店

パエリア専門店　ミゲルフアニ東京　日本橋店

BRAUAERTAFEL　アトレ竹芝店

ミゲルフアニ　東京スカイツリータウン・ソラマ

チ店

Z　BURGER&クラフトビールタップ　EQUIA北

千住店

GRAN SOL TOKYO MIYASHITA PARK店

11

自社GOTO、5,020万円キャッシュバックキャンペーン

ご利用時にお支払金額相当のご優待券をプレゼント

※最大1グループ10,000円(1枚500円)

※次回ご利用時にグループ店でも利用可能なご優待券となっております。

※1,500円ご利用毎に1枚(500円)のご利用がいただけます。

※ランチタイム(ランチセット)とのご利用は頂けません。

※他のクーポンとの併用不可

※現金とのお引替えは致しかねます。

※釣銭の発生は致しません。

11/1

350 グルメ・お酒 株式会社若竹 銀座伴助銀座本店 1
オリジナル泡アート生ビール１杯無料サービス(ザ・プレミアムモルツ)

※1グループ最大4名様まで　※平日ディナータイム限定(17時～22時まで)　※定食のみ利用のお客様は対象外
11/15

351 グルメ・お酒 和食日和 おさけと

日本橋

神保町

日本橋室町

神楽坂

大門浜松町

5

当店利き酒師厳選のおすすめ日本酒を、お一人様1杯サービス

※他クーポンや割引との併用不可

※ランチタイム不可

※画面ご提示の方のみ対象

11/1

352 グルメ・お酒 和人餃子房俵屋 1 焼き餃子3個サービス　特典のご利用は、17:00より可能、他のクーポンとの併用不可、特典のみの利用不可 11/1

※　公表を希望されない事業者等を除く。

※　特典内容の詳細等は、利用時に店頭でご確認ください。


