
別紙2　一般特典一覧（12月15日公開分） 協賛事業者名等50音順・敬称略

協賛事業者等名 店舗名（屋号）等 特典内容 カテゴリ 人数等

1 (株)アトレ アトレ 買物券 ショッピング 50名

2 (株)アドベンチャー スカイチケット 国内航空券割引クーポン 旅行・観光 5名

3 イオンエンターテイメント(株) イオンシネマ 映画無料鑑賞券 レジャー 10名

4 イオンマーケット(株) PEACOCK STORE 割引クーポン ショッピング 全員

5 イオンモールむさし村山 ショッピング 4,000名

6 イオンモール日の出 ショッピング 4,000名

7 イオンモール多摩平の森 ショッピング 2,000名

8 イオンモール東久留米 ショッピング 2,000名

9
東京都のイオン

・イオンスタイル
割引クーポン ショッピング 全員

10
イオン板橋

ショッピングセンター
買物券 ショッピング 1,000名

11 カーナビ レジャー 10名

12 ドライブレコーダー レジャー 10名

13 防災用情報端末 暮らし・生活 10名

14 舘漁亭 舘漁亭 学習教材キット その他 10名

15 KDDI(株) KDDI ギフトカード その他 250名

16 プロダンスリーグ観戦チケット レジャー 5組10名

17 メイクギフトセット
おしゃれ・

ファッション
300名

18 (株)コックス コックス ファッションマスク
おしゃれ・

ファッション
500名

19 エスペリアイン日本橋箱崎 無料宿泊券 旅行・観光 10名

20 センターホテル東京 無料宿泊券 旅行・観光 10名

21 CAセガジョイポリス(株) 東京ジョイポリス 入場券・1日乗り放題券 レジャー 100名

22 無料宿泊券 旅行・観光 11名

23 無料宿泊券 旅行・観光 12名

24 スターツ出版(株) OZmall 割引クーポン ショッピング 全員

25 (株)セブンネットショッピング セブンネットショッピング 割引クーポン ショッピング 1,000名

26 (株)ダイエー
イオンフードスタイル・ダイエー・グル

メシティ・フーディアム
割引クーポン ショッピング 3,000名

27 大正製薬(株) 大正製薬 栄養ドリンク その他 150名

28 (株)タマサービス クリーニングAnnika 割引クーポン 暮らし・生活 2,000名

29 東急(株) 渋谷SKY 入場チケット レジャー 10名

イオンモール(株) 買物券

イオンリテール(株)

(株)ＯＴＰ OTP

(株)コーセー コーセー

サムティホテルマネジメント(株)

(株)スーパーホテル スーパーホテル



協賛事業者等名 店舗名（屋号）等 特典内容 カテゴリ 人数等

30 東京ミッドタウンマネジメント(株) 東京ミッドタウン 商品券 ショッピング 100名

31 (株)ニュー・オータニ ホテルニューオータニ
レストラン食事代金

割引クーポン
グルメ・お酒 100名

32 (株)Beer and Tech HITOHANA 割引クーポン 暮らし・生活 10,000名

33 (株)ベルエアー ベルエアー 割引クーポン ショッピング 3,600名

34 (株)マックプランニング マックプランニング スカウトマスク 暮らし・生活 100名

35 (一社)ミス日本協会 ミス日本協会
ミス日本コンテスト2022

観覧チケット
その他 1組2名

36 三井不動産(株)
三井ショッピングパーク

アーバン
買物券・食事券 ショッピング 500名

37 森ビル(株)

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・愛

宕グリーンヒルズ・ラフォーレ原宿等

お買物券 ショッピング 250名

38 ユナイテッド・シネマ(株) ユナイテッド・シネマ 映画無料鑑賞券 その他 10名

39 ハリー・ポッター展招待券 レジャー 2枚×10名

40
ジャイアンツオープン戦

チケット
レジャー 2枚×10名

41
ジャイアンツ

オリジナルマスク
レジャー 20名

42
ジャイアンツ

オリジナルキャップ
レジャー 20名

43 (株)ルミネ ルミネ 買物券 ショッピング 1,000名

44 (株)ローソンエンタテインメント ローチケ旅行 割引クーポン ショッピング 全員

45 東京都下水道局 東京都下水道局 下水道施設オンライン見学会 都庁特典 10名

46 多摩産材オリジナルグッズ 都庁特典 110名

47 多摩産材マスクケース 都庁特典 20名

48 デザインマンホールコースター 都庁特典 1,000名

49 (株)東京ビッグサイト 東京ビッグサイト施設見学会 都庁特典 40名

50 東京都水道局 東京都水道局 ステンレスボトル 都庁特典 1,000名

51 江戸東京たてもの園 入園券 都庁特典 100名

52 東京都江戸東京博物館 常設展招待券 都庁特典 100名

53 東京都現代美術館 コレクション展招待券 都庁特典 100名

54 東京都写真美術館 収蔵展招待券 都庁特典 100名

55
シアター・デビュー・プログラム

「虫めづる姫君」招待券(2022年2月5日)
都庁特典 10名

56
シアター・デビュー・プログラム

「虫めづる姫君」招待券(2022年2月6日)
都庁特典 10名

57
上野deクラシック vol.65

招待券（2022年2月16日）
都庁特典 10名

58
上野deクラシック vol.66

招待券（2022年3月3日）
都庁特典 10名

東京都生活文化局

東京文化会館

東京都産業労働局

(株)読売新聞東京本社 読売新聞社

東京都産業労働局


