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【取得賛助会員】 【感染防止対策ページまたは、ホームページ】 【業種】

1 一般社団法人大多摩観光連盟 https://www.ohtama.or.jp/ 観光関連団体・区市町村

https://japan-land-service.com/ja/news/special-airport-transfer-plan-
covid19/

https://japan-land-service.com/ja/news/mhlw/

https://daiba.ooedoonsen.jp/

https://daiba.ooedoonsen.jp/pdf/coronavirus.pdf

4 東海汽船株式会社 https://www.tokaikisen.co.jp/news/79121/ 空港・運輸・交通

5 東洋興業株式会社 https://www.asakusaengei.com/ エンタテイメント関係

6 KCJ GROUP株式会社　「キッザニア東京」事業部 http://www.kidzania.jp/tokyo/news/detail/post-1083.html 観光・商業・娯楽施設

7 株式会社サンリオエンターテイメント https://www.puroland.jp/ 観光・商業・娯楽施設

8 株式会社アイ・エス・エス https://www.issjp.com/ コンベンション企画・運営

9 公益財団法人東京動物園協会 https://www.tokyo-zoo.net/ 官公庁・公益法人・その他団体

10 株式会社よみうりランド https://www.yomiuriland.com/topic/2020/06/post-101.html 観光・商業・娯楽施設

11 ホテルグランドパレス https://www.grandpalace.co.jp/topics/information.html コンベンションホテル

12 両国ビューホテル https://www.viewhotels.co.jp/ryogoku/news/2020/004646.html ホテル・旅館等

13 有限会社匠屋 https://www.takmy.co.jp/ コンベンション企画・運営

14 築地ビジネスホテルバン http://www.hotelban.co.jp/ ホテル・旅館等

15 株式会社グローバルプロデュース http://global-produce.jp/ イベント企画・運営

16 東京都商工会連合会 https://www.shokokai-tokyo.or.jp/ 官公庁・公益法人・その他団体

17 一般社団法人町田市観光コンベンション協会 https://machida-guide.or.jp 官公庁・公益法人・その他団体

https://www.sakura-house.com/jp/news/response-to-the-prevention-of-
covid-19

https://www.sakura-house.com/news/response-to-the-prevention-of-
covid-19

19 芝パークホテル https://www.shibaparkhotel.com/cms/storage/1/7b63ddba9fc292ef49146f1a
91845a37.html

ホテル・旅館等

20 ホテル雅叙園東京 https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/54237 コンベンション施設

21 ホテルメトロポリタン https://ikebukuro.metropolitan.jp/feature/coronavirus.html コンベンションホテル

22 アスコット丸の内東京 https://www.the-ascott.com/ja/ascottcares.html ホテル・旅館等

23 東武タワースカイツリー株式会社 http://www.tokyo-skytree.jp/news/lp/news0601/ 観光・商業・娯楽施設

24 ロングランプランニング株式会社 https://longrun.biz/ 旅行業

25 有限会社あみ清産業　　船宿あみ清 http://amisei.com 空港・運輸・交通

26 株式会社はとバス https://www.hatobus.co.jp/news/taiou 空港・運輸・交通

27 東京ミッドタウンマネジメント株式会社
（東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス）

https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/hall/kansenboushi/ コンベンション施設

28 株式会社TOKYO TOWER https://www.tokyotower.co.jp/notification/resumption/index.html 観光・商業・娯楽施設

29 ハイアットリージェンシー東京 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-tokyo/tyoty コンベンションホテル

30 住友不動産ベルサール株式会社 https://www.bellesalle.co.jp/ コンベンション施設

18 SAKURA HOUSE CO., LTD. 株式会社サクラハウス ホテル・旅館等
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2 株式会社ジャパン・ランド・サービス 旅行業

3 東京お台場 大江戸温泉物語 観光・商業・娯楽施設



【取得賛助会員】 【感染防止対策ページまたは、ホームページ】 【業種】

31 特定非営利活動法人　府中観光協会 http://www.kankou-fuchu.com/ 官公庁・公益法人・その他団体

32 株式会社　茶禅 http://www.chazen-co.jp/2020/06/04/2706/ 芸術・芸能・アトラクション

33 浅草ビューホテル https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/news/2020/004650.html コンベンションホテル

34 株式会社東京スタジアム https://www.ajinomotostadium.com/news/2020/06/3139.php 観光・商業・娯楽施設

35 東京都大島町役場 https://www.town.oshima.tokyo.jp/ 官公庁・公益法人・その他団体

https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/banquets/newsandplan/mask/

https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh/policies

37 公益社団法人八王子観光コンベンション協会 https://www.hkc.or.jp/ 官公庁・公益法人・その他団体

38 株式会社東京臨海ホールディングス http://www.rinkai-hd.co.jp 官公庁・公益法人・その他団体

39 東京イン https://www.tokyo-inn.co.jp/images/Defeat_COVID-19.pdf ホテル・旅館等

40 株式会社精養軒 https://www.seiyoken.co.jp/restaurant/shop-news/info.html 飲食店・食品販売・ケータリング

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/oume/index.html

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/corona_taisaku/index.html

42 株式会社シティキャブ http://www.citycab-taxi.com 空港・運輸・交通

43 ものづくり館 by YKK https://monozukuri.ykkfastening.com/ 観光・商業・娯楽施設

44 あっとほぉーむカフェ https://www.cafe-athome.com/info/108229 観光・商業・娯楽施設

45 株式会社ヌーベルエコール http://www.nouvelle-ecole.com 製造業・商社・その他サービス

46 コニカミノルタプラネタリウム株式会社 https://planetarium.konicaminolta.jp/covid19/ 文化・教育・スポーツ施設

47 セルリアンタワー東急ホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/information/60471/index.html コンベンションホテル

48 株式会社PLANETS https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19 文化・教育・スポーツ施設

49 ハードロックカフェ東京・上野駅東京 http://hardrockjapan.com/event/8957/ エンタテイメント関係

50 株式会社　船清 https://www.funasei.com/info/%e6%84%9f%e6%9f%93%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5
%af%be%e7%ad%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

空港・運輸・交通

51 株式会社ベリープロジェクト　(えびす屋) http://www.ebisuya.com/eigyo 観光・商業・娯楽施設

52 株式会社横浜八景島　マクセル アクアパーク品川 http://www.aqua-park.jp/aqua/news/28416/index.html 観光・商業・娯楽施設

https://tokyo-joypolis.com/notice/200612.html

https://tokyo-joypolis.com/index.html

54 株式会社自由学園サービス　自由学園明日館 https://www.jiyu.jp/ 文化・教育・スポーツ施設

55 株式会社ボイス https://www.voice.ne.jp/news-content/2020/05/18/1354/ 広告・ＰＲ・マスコミ

56 株式会社東京国際フォーラム https://www.t-i-forum.co.jp/important/detail.html?id=200731_important-2 コンベンション施設

57 ヒルトン東京お台場 https://www.hiltonodaiba.jp/news/detail/3596 コンベンションホテル

58 ホテルイースト２１東京 https://www.hotel-east21.co.jp/news/185 コンベンションホテル

59 東京都交通局 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/corona/ 官公庁・公益法人・その他団体

60 屋形船 晴海屋 https://www.harumiya.co.jp/newspost/eisei_kanri/ 空港・運輸・交通

41 かんぽの宿青梅（日本郵政株式会社） 文化・教育・スポーツ施設

53 CAセガジョイポリス㈱　東京ジョイポリス 観光・商業・娯楽施設

36 グランド ハイアット 東京 コンベンションホテル
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61 株式会社東京ドーム https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/new-normal/ 観光・商業・娯楽施設

62 東京都競馬株式会社 https://www.tokyotokeiba.co.jp/ 観光・商業・娯楽施設

63 株式会社シーエイティプロデュース https://www.stagegate.jp/img/top/yobou_20200803_02.gif エンタテイメント関係

https://www.mori.art.museum/jp/news/2020/06/4102/

https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2020/06/4052/

https://macg.roppongihills.com/jp/news/2020/06/4117/

65 東京マリオットホテル https://www.tokyo-marriott.com/sp/ourcommitment/ コンベンションホテル

66 株式会社　東京會舘  https://www.kaikan.co.jp/news/20200703_002306.html 飲食店・食品販売・ケータリング

67 GEN HOSTEL株式会社 https://gen-hostel.co.jp ホテル・旅館等

68 一般社団法人しながわ観光協会 https://shinagawa-kanko.or.jp/ 官公庁・公益法人・その他団体

69 一般社団法人中央区観光協会 https://www.chuo-kanko.or.jp/ 官公庁・公益法人・その他団体

70 株式会社東京ビッグサイト https://www.bigsight.jp コンベンション施設

71 株式会社ファイネックス https://finex.co.jp/ 広告・ＰＲ・マスコミ

72 日の丸交通株式会社 https://hinomaru.tokyo/kanko/ 空港・運輸・交通

73 株式会社エイコーＭ＆Ｔジャパン http://www.eikojapan.tokyo/ 旅行業

74 株式会社 帝国ホテル https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/news/cat311/post_67.html コンベンションホテル

https://www.nerimakanko.jp/

https://tokyotouristinfo.com/detail/M0119

https://tokyotouristinfo.com/detail/M0120

76 前田印刷株式会社東京支店 http://maeda-print.co.jp/%E6%8A%97%E8%8F%8C/ 印刷・出版・デザイン

77 株式会社コルドンブルー https://www.cordon-bleu.co.jp/ 飲食店・食品販売・ケータリング

78 株式会社ホテルオークラ東京 https://theokuratokyo.jp/letter/news/information-2020_001/ コンベンションホテル

79 日本コンベンションサービス株式会社 https://www.convention.co.jp/news/detail/contents_type=16&id=774 コンベンション企画・運営

80 株式会社聘珍樓 https://www.heichin.com/ 飲食店・食品販売・ケータリング

81 グランドニッコー東京 台場 https://www.tokyo.grandnikko.com/events/detail.php?id=241 コンベンションホテル

82 有限会社　船宿　あみ達 https://www.amitatsu.jp/taisaku.htm 空港・運輸・交通

83 株式会社地域ブランディング研究所 https://chibra.co.jp/ 広告・ＰＲ・マスコミ

84 東都観光バス株式会社 http://www.totobus.co.jp/kanko/covid-19.html 空港・運輸・交通

85 公益財団法人東京都公園協会 http://www.tokyo-park.or.jp/profile/ 官公庁・公益法人・その他団体

86 株式会社バンダイナムコアミューズメント https://bandainamco-
am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html

観光・商業・娯楽施設

87 都市センターホテル https://www.rihga.co.jp/toshicenter/ コンベンション施設

88 THE J TEAM株式会社 http://www.thejteam.jp/ja/ 旅行業

89 株式会社プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/safety/ コンベンションホテル

90 ベティスミス恵比寿工房 https://betty.co.jp/ 百貨店・専門店・土産店

64 森ビル株式会社 建設・設備・不動産

75 一般社団法人練馬区産業振興公社 官公庁・公益法人・その他団体
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91 澤の屋旅館 http://www.sawanoya.com/nihonngho.html ホテル・旅館等

https://try-edge.infield95.com/

https://shibuya.infield95.com/

https://comore-yotsuya.jp/

93 スカイホップバスマーケティングジャパン株式会社 https://skyhopbus.com/ja/hygiene 空港・運輸・交通

94 株式会社 Destination Asia Japan https://www.destination-asia.com/japan/ 旅行業

95 ホテル椿山荘東京 https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wp/wp-content/uploads/20200701_notice.pdf コンベンションホテル

92 株式会社インフィールド コンベンション施設


