
※当該キャンペーンは、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

フロア テナント名 Go Toトラベル参加
Go To イート

参加

Go ToEatキャンペーンTokyo

※11/20(金)よりアナログ食事券開始

※11/27(金)よりデジタル食事券開始

TEL

アルパB1 池袋 ぱすたかん 　 〇 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5992-0976

アルパB1 天丼 てんや 　 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5391-1628

アルパB1 中華そば　青葉 　 〇(アナログ食事券) 03-3988-3340

アルパB1 スタンド源ちゃん 　 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3980-6655

アルパB1 ダブルエー オリエンタルトラフィック 〇(紙・電子クーポン両方） 03-6912-8510

アルパB1 ムーミンスタンド 〇（紙クーポンのみ） 03-5957-0263

アルパB1 アイ　トゥ　ノーザリー 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3985-6186

アルパB1 コクミン 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3985-6955

アルパB1 カフェノイズ 〇(紙・電子クーポン両方） 〇 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3989-7535

アルパB1 ローリーズファーム 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5396-0602

アルパB1 ページボーイ 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5954-2581

アルパB1 ブルーシール 〇(紙・電子クーポン両方） 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3984-8949

アルパB1 アマトーネアクセソリーオ 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3983-0217

アルパB1 ＭＥＤＩ　ＳＴＯＲＥ 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5958-0335

アルパB1 メソッド 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3987-8081

アルパB1 レイカズン 〇(紙・電子クーポン両方） 03-6914-2571

アルパB1 ミスティウーマン 〇(紙・電子クーポン両方） 03-6915-2377

アルパB1 ニコアンド 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3971-2510

アルパB1 ヘザー 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5955-1202

アルパB1 アットコスメストア 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5396-7703

アルパB1 エチュードハウス 〇(紙・電子クーポン両方） 050-1746-8688

アルパB1 イニスフリー 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3985-3085

アルパB1 ロデオクラウンズワイドボウル 〇(紙・電子クーポン両方）

アルパB1 鹿児島郷土料理　さつま翁 〇(紙クーポンのみ) 〇 03-6915-2178

アルパB1 どんぐり共和国／MOE Garden 〇(紙クーポンのみ） 03-3988-8188

アルパB1 トイザらス　ベビーザらス 〇(紙クーポンのみ） 03-3983-5400

アルパB1
セガフレード・ザネッティ・エスプレッ

ソ
〇(紙クーポンのみ） 03-6912-7202

アルパB1 アラマンダ 〇(紙クーポンのみ） 03-5992-6177

アルパ1F メゾンカイザー 〇(紙・電子クーポン両方） 〇 03-3980-8880

アルパ1F カフェ　ラ　ミル 〇(紙・電子クーポン両方） 〇 03-3987-8722

アルパ1F 伊豆高原ケニーズハウスカフェ 〇(紙・電子クーポン両方） 〇 〇(アナログ食事券) 03-6907-1913

アルパ1F トリンプショップ 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5992-8650

アルパ1F ルピシア 〇(紙・電子クーポン両方） 03-6907-8670

アルパ1F グリーンパークストピック 〇(紙・電子クーポン両方） 03-6912-6621

アルパ1F サックスバー 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5928-1183

アルパ1F グローバルワーク 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3988-1107

アルパ1F フランフラン 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5957-7220

アルパ1F アメリカンホリック 〇(紙・電子クーポン両方） 03-6907-0426

アルパ1F アクシーズファム 〇(紙クーポンのみ） 03-6912-5782

アルパ1F 成城石井 〇(紙クーポンのみ） 03-6907-8552

アルパ1F ロフト 〇(紙クーポンのみ） 03-6907-4860

アルパ1F タリーズコーヒー 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5957-3550

アルパ2F メレル 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5992-1540

アルパ2F ザ・ノース・フェイス 〇(紙クーポンのみ） 03-3984-8440

アルパ2F エディー・バウアー 〇(紙クーポンのみ） 03-3988-2651

サンシャインシティ アルパ・スカイレストラン・満天のうち、下記店舗が、GoToトラベル「地域共通クーポン」の利用が可能、または、オンライン予約サイト経由の

GoToイートのポイント対象施設、GoToEatキャンペーンTokyoについての参加店舗となっております。詳細につきましては、対象施設・店舗までお問合せをお願いいたします。

2021年5月2６日現在　

最新の情報とは異なる場合がございます。

詳細は各店舗にお問合せください。

サンシャインシティ　アルパ・スカイレストラン

GoToトラベル　GoToイート　参加店舗　GoToEatキャンペーンTokyo参加予定店舗

※GoToトラベル「地域共通クーポン」には、紙クーポン・電子クーポンの2種類がございます。

※各クーポンのご利用可否については各店舗までお問合せください。

※各参加状況にて「〇」のある店舗が地域共通クーポン・GoToイート参加オンライン予約ポイント対象店舗となります。

※各クーポンのご利用については加盟店舗のみとなります。

※地域共通クーポンのご利用には返品・返金は承れません。またお釣りがお出しできませんので、あらかじめご了承ください。

※地域共通クーポンはご購入頂けない商品・サービスがございます。（金券や換金性の高いものなど）

1 / 2 ページ



フロア テナント名 Go Toトラベル参加
Go To イート

参加

Go ToEatキャンペーンTokyo

※11/20(金)よりアナログ食事券開始

※11/27(金)よりデジタル食事券開始

TEL

アルパ2F Ｚｏｆｆ 〇(紙クーポンのみ） 03-5952-4168

アルパ2F ファミリーマート 〇(紙クーポンのみ） 03-5979-7040

アルパ2F くまざわ書店 〇(紙クーポンのみ） 03-5957-2440

アルパ3F ＡＧＩＯ 　 〇 03-3980-1626

アルパ3F 博多もつ鍋　やまや 　 〇 03-5952-0888

アルパ3F 和　幸 　 〇(アナログ食事券) 03-3985-6537

アルパ3F 卵と私 　 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3986-6474

アルパ3F バンビ 　 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3987-6799

アルパ3F 築地食堂　源ちゃん 　 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5953-3250

アルパ3F 太陽のトマト麺NEXT 　 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5985-5555

アルパ3F 海人酒房 〇(紙・電子クーポン両方) 〇 03-5957-1568

アルパ3F シェフズグッディーズ 〇(紙・電子クーポン両方) 〇 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5960-7470

アルパ3F 萬力屋 〇(紙・電子クーポン両方) 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3983-1993

アルパ3F 紅虎餃子房 〇(紙・電子クーポン両方) 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-3983-6399

アルパ3F 洋食ビストロ　ティガボンボン 〇(紙・電子クーポン両方) 03-5944-8355

アルパ3F ラメゾン　アンソレイユターブル 〇(紙・電子クーポン両方) 〇(アナログ・デジタル食事券) 03-5960-7259

アルパ3F 築地玉寿司 〇(紙クーポン) 〇(アナログ食事券) 03-3980-3008

アルパ3F 杵　屋 〇(紙・電子クーポン両方） 03-3985-6550

アルパ3F 韓豚屋 〇(紙クーポンのみ） 〇 03-5979-9191

アルパ3F 中華旬彩料理・火鍋　聚 〇(紙クーポンのみ） 〇 03-5904-8986

アルパ3F カフェ　マイアミガ－デン 〇(紙クーポンのみ） 03-3987-6368

スカイレストラン 天空の庭　星のなる木 　 〇 03-5485-3939

スカイレストラン オーシャン　カシータ/ザ・ドーム 　 〇 03-6864-6059

スカイレストラン ザ・ドーム 　 〇 03-6864-6061

スカイレストラン 鮨処　銀座　福助 〇(紙クーポンのみ) 〇 〇(アナログ食事券) 03-5954-6159

スカイレストラン サンシャインクルーズ･クルーズ 〇(紙・電子クーポン両方） 〇 03-3981-7555

その他 ヴィクトリア 〇(紙・電子クーポン両方） 03-5957-3811

その他 シアトルズベストコーヒー 〇(紙クーポンのみ） 03-3980-2444

その他 ファミマ！！ 〇(紙クーポンのみ） 03-5949-2950

その他 タリーズコーヒーサンシャイン水族館店
〇(アナログ・デジタル食事券)

03-6912-8557

その他
タリーズコーヒーサンシャイン60展望

台店

〇(アナログ・デジタル食事券)
03-5904-8841

〇チケット(紙クーポンのみ）

〇物販（紙・電子クーポン両方）
その他

コニカミノルタプラネタリウム"満天"in 

Sunshine City
03-3989-3546
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