
【別紙１】

１.　環境配慮製品等の提供事業者　２０件

【省エネ・環境配慮製品等】　　20件

サービス名

伊藤忠商事株式会社 MOTTAINAI＇もったいない（キャンペーン

株式会社エコノス エコナミセ

株式会社カウネット カウネット

株式会社ファイン グリーンステーションSHOP

株式会社藤田商店 ｅ‐ｐｌａｎカタログ

楽天株式会社 楽天市場

リンベル株式会社 リンベルのエコ商品

株式会社大塚商会 環境にやさしい「たのめーる・ぱーそなるたのめーる」

株式会社カタログハウス カタログハウスのピカイチ事典

株式会社三喜 SUNFUNNY  eco-note

株式会社チップワンストップ チップワンストップのエコ商品

株式会社ディノス ディノスの優しいエコ商品

株式会社日盛興産 エコショップ節水村

株式会社丸井 マルイ　エコ・セレクト

株式会社エニシル エニシルのエコショップ

酒井産業株式会社 酒井産業株式会社 国産材木製品のお店

ビズネット株式会社 ビズネットの特選エコ商品

株式会社フェリシモ フェリシモ ecolor＇エコラ（

エコ＠アリエショップ

ステップチェンジ株式会社

２.　地域産品提供事業者　９７件

【各都道府県の地域産品提供事業者】　　65件

都道府県 事業者名 サービス名

北海道 株式会社オフィスエスプリ 北海道グルメ産直 大吉屋本舗

北海道 ファームス有限会社 ファームス産直ショップ

北海道 アルファシステム株式会社 ショップ北海道　食の産直物産店

北海道 株式会社そうべい 株式会社そうべい

北海道 株式会社ディスカバリー 北海道厳選お取り寄せ

北海道 ホクレン農業協同組合連合会 ホクレングリーンショップ

北海道 オホーツク観光株式会社網走海鮮市場 網走海鮮市場 旨さ直行便！！

北海道 社団法人北海道貿易物産振興会 エコ　ｄｅ　道産品

ステップチェンジ株式会社

株式会社アリエシステム

事業者名

住宅エコポイント事業
交換商品及び商品提供事業者一覧＇第１次募集（
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北海道 まちづくり会社知床市場有限会社 知床お取寄せＳＨＯＰ

北海道 株式会社アクティス 買鮮市場

北海道 有限会社大新水産 知床グルメ　オホーツクの味

北海道 有限会社ノースホープ ノースホープ・エコショップ

青森 さくら野東北株式会社 青森県・岩手県の特産品

岩手 株式会社ホップス まがりや.net

岩手 株式会社Ａコープ北東北 いわて純情ギフト

山形 株式会社山形テレビ 山形屋

山形 社団法人山形県観光物産協会 山形県の特産品

福島 株式会社いわきテレワークセンター 地域ポータルECサイト「ふるさとマルシェ」

栃木 社団法人栃木県観光物産協会 とちぎの地域産品

栃木 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮餃子の地方発送

千葉 株式会社タカヨシ 千葉の農産物直売所　わくわく広場

神奈川 株式会社テレビ神奈川 ｔｖｋショップTV局お薦め 神奈川逸品

新潟 株式会社フレッシュライン新潟 新潟県産品のお取り寄せ

新潟 特定非営利活動法人Ｍａｄｅｉｎ越後 新潟県の特産品・隠れた名産品お取り寄せ

新潟 手づくり百人協同組合 新潟県上越市 雪だるま物産館

新潟 株式会社コメリ コメリ産直市場

富山 富山県いきいき物産株式会社 富山県の特産品

石川 北陸朝日放送株式会社 金沢屋

石川 株式会社御祓川 能登の特産品ネットショップ

福井 株式会社ADKアーツ ふくい南青山291 特撰ギフト

福井 社団法人福井県物産協会 福井県特産品「ふくい贅沢便」

山梨 株式会社セカンドプランニング事務所 桃・ぶどうの山梨通販

長野 株式会社信濃屋酒店 諏訪の地酒

京都 株式会社アリエシステム 繁昌亭まんねん 特産品市場

兵庫 社団法人兵庫県物産協会 兵庫県の特産便

兵庫 財団法人但馬地域地場産業振興センター 兵庫県但馬地域の逸品お取り寄せ

兵庫 兵庫県漁業協同組合連合会 SEAT-CLUB セレクション

兵庫 株式会社山陽百貨店 山陽特選「はりまの名産品」

兵庫 株式会社アプコ 山田錦１００％・神戸牛・他こだわり兵庫物産SHOP

和歌山 紀南農業協同組合 紀州の国から味だより

京都他 株式会社ドゥ・ハウス にっぽんｅ物産市

鳥取 鳥取県商工会連合会 とっとり美味広場ギフトセット

鳥取 社団法人鳥取県物産協会 鳥取県の物産振興

島根 奥出雲酒造株式会社 奥出雲の産品 産直販売

島根 株式会社JAアグリ島根 ＪＡアグリ島根ふるさとギフト

島根 社団法人島根県物産協会 島根県産品選べるカタログギフト
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岡山 岡山県商工会連合会 天下一品特産館 サンさん岡山

岡山 有限会社漂流岡山 岡山果物カタログ

岡山 赤磐特産館アグリ 岡山県赤磐地域の特産品ギフト

岡山 津山商工会議所 津山地域の地域産品

山口 山口農協直販株式会社 山口県産のお米・加工品のお取り寄せ

香川 社団法人香川県物産協会 社団法人香川県物産協会

福岡 社団法人　北九州市観光協会 オンラインショップ北九州観光市場

福岡 株式会社クロスエイジ 時や便 ～季節とエコな野菜を楽しむ～

長崎 社団法人長崎県物産振興協会 長崎県特産品のお取り寄せ

熊本 株式会社鶴屋百貨店 鶴屋百貨店 熊本県産品お取り寄せ

大分 「The・おおいた」ブランド販売協議会 大分県産農林水産物、加工品のお取り寄せ

大分 大分一村一品株式会社 大分県特産品のお取り寄せ

大分 社団法人大分県物産協会 大分県特産品のお取り寄せ

宮崎 社団法人宮崎県物産振興センター みやざき物産館

宮崎 株式会社宮崎山形屋 宮崎山形屋

鹿児島 社団法人鹿児島県特産品協会 鹿児島県特産品お取り寄せ

鹿児島 株式会社山形屋 ㈱山形屋 ふるさと鹿児島「食」自慢

鹿児島 鹿児島県経済農業協同組合連合会 鹿児島の味「ふるさと便」

沖縄 株式会社沖縄県物産公社 沖縄物産の店 わしたショップ

【全国型地域産品の提供事業者】　　32件

サービス名

株式会社伊勢丹 全国おとりよせグルメ　伊勢丹バイヤーズセレクション

株式会社エニシル ギフトのエニシル 特産 【グルメ＆雑貨】

株式会社GIFCOM スーパーギフトチェック(地域産品)

株式会社ぐるなび ぐるなび　食市場

株式会社クレアンスメアード クレアンスメアードセレクト商品

シャディ株式会社 シャディ

JTB法人東京 人気グルメ雑誌「dancyu」厳選の逸品

ＲＨトラベラー株式会社 トラベラーエコポイント交換サービス

日通商事株式会社 日通商事ショップ「グルメ＆スイーツ 産地直送カタログ鮮」

株式会社ブランド総合研究所 地域ブランドお取り寄せ

特定非営利活動法人ふるさと往来クラブ ふるさと味と技直送便

株式会社ふるさとサービス Rin＇和の小物・雑貨・食器・インテリア・ギフト（

株式会社升本総本店 風土の賜物「ニッポンの酒」

株式会社三越 三越のグルメ・地域産品

郵便局株式会社 郵便局のふるさと小包

楽天株式会社 楽天市場

リンベル株式会社 リンベルの地域産品2000品

事業者名
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エグゼキューブ株式会社 エグゼキューブ全国お取り寄せグルメ

株式会社小田急百貨店 全国47都道府県お取り寄せ 小田急産直グルメセレクション

株式会社三喜 SUNFUNNY GOURMETLAND

株式会社膳 自遊人の食品セレクトショップ「膳」

株式会社髙島屋 タカシマヤ 全国産地直送便

株式会社ディノス ディノスこだわりの全国の名産・特産品

株式会社日本旅行 日本旅行　選べる全国特産品

株式会社ハーモニック ハーモニックの選りすぐりの地域特産品

株式会社47CLUB 全国の地方新聞社厳選 地域の逸品お取り寄せ

グッディポイント株式会社 グッディポイント全国おすすめ特産品

株式会社シージードラフト ＣＧグルメモール

株式会社ビック酒販 全国味47選

ギフトフーズのエコチョイス

ＪＴＢ商事のエコポイントグルメ

フットワーク　うまいもの便

３．商品券・プリペイドカード　３８３件

【一般型商品券等】　１３６件

　＜公共交通機関カード＞

　　○鉄道16件

商品券名

近鉄電車のおトクなきっぷ

ことでんＩＣカード乗車券及びチャージ引換券

伊予鉄道　ＩＣい～カードチャージ引換券

ですかカード・チャージ券

福岡市地下鉄乗車券(磁気カード・ICカード)

ＩＣカード乗車券「ＩＣａ」

ナイスパス＇ICカード乗車券（

京都市交通局カード乗車券

大阪市交通局共通一日乗車券他

神戸市バス・地下鉄共通NEW Uラインカード

山陽電車1dayチケット、山陽バスカード等

岡電ハレカ(Hareca)カード積増し付与券

下電ハレカ(Hareca)カード積増し付与券

中国バス発行 ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」 10,000円分

鞆鉄道発行 ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」 10,000円分

沖縄都市モノレール線SFカード

株式会社ＪＴＢ商事

ギフトフーズ株式会社

フットワークインターナショナル株式会社

伊予鉄道株式会社

株式会社ですか

福岡市交通局

事業者名

高松琴平電気鉄道株式会社

近畿日本鉄道株式会社

北陸鉄道株式会社

遠州鉄道株式会社

京都市交通局

大阪市交通局

神戸市交通局

山陽電気鉄道株式会社

岡山電気軌道株式会社

下津井電鉄株式会社

株式会社中国バス

鞆鉄道株式会社

沖縄都市モノレール株式会社
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　　○バス10件

商品券名

阪急バス阪神バス共通カード＇路線バス専用（１～７

京福バス各種乗車券等(7品目)

三交バスカード

なんかいバスカード

垂水区内・三宮線バス回数券

ハレカチャージ引換券

北九州市営バスひまわりバスカード

産交バス各種乗車券28種類

Ｔｏ熊カード＇熊本市交通局（

鹿児島市交通局 ラピカ／ラピトレカ／1日乗車券

　　○フェリー13件

商品券名

宇和島運輸フェリー船車券

商船三井フェリー「さんふらわあ」乗船券

東京湾フェリー乗船券

大阪水上バス エコポイント乗船券

フェリーさんふらわあ乗船券

名門大洋フェリー 乗船利用券

坊勢汽船 回数旅客乗船券

瀬戸内海汽船 エコ乗船券

ファーストビーチ乗船券

ジャンボフェリー乗船券＇神戸～香川(高松)（

石崎汽船 エコ乗船券

阪九フェリー株式会社

宮崎カーフェリー大阪航路 前売船車券

　＜一般商品券＞

　　○食品・商品券28件

商品券名

全国共通おこめ券

おこめギフト券

ビール共通券

ジェフグルメカード＇全国共通お食事券（

全国共通たまごギフト券

お肉のギフト券

全国共通すし券

事業者名

事業者名

阪急バス株式会社

商船三井フェリー株式会社

東京湾フェリー株式会社

京福バス株式会社

三重交通株式会社

事業者名

南海バス株式会社

熊本市交通局

鹿児島市交通局

ジャンボフェリー株式会社

石崎汽船株式会社

全国食肉事業協同組合連合会

北海道鮨商生活衛生同業組合

全国酒販協同組合連合会

株式会社ジェフグルメカード

大阪水上バス株式会社

株式会社フェリーさんふらわあ

株式会社神戸山陽バス

両備ホールディングス株式会社

北九州市交通局

九州産交バス株式会社

宇和島運輸株式会社

阪九フェリー株式会社

宮崎カーフェリー株式会社

全国米穀販売事業共済協同組合

全国農業協同組合連合会

全国たまご商業協同組合

株式会社名門大洋フェリー

坊勢汽船株式会社

瀬戸内海汽船株式会社

株式会社ファーストビーチ
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岩手県すし業生活衛生同業組合 全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

全国共通すし券

　　○生活関連券9件

商品券名

図書カード

こども商品券

「花とみどりのギフト券＇花の商品券（」発行元

フラワーギフトカード

クリーニングギフト券

パナソニックの店ギフトチェック

ベスト電器商品券

ガソリンプリペイドカード

全国共通ゆうえんち券

　　○旅行・宿泊券14件

商品券名

JTB旅行券/全国共通商品券

近畿日本ツーリスト旅行券

事業者名

事業者名

日本図書普及株式会社

株式会社トイカード

株式会社JTB法人東京

秋田県鮨商生活衛生同業組合

茨城県すし商生活衛生同業組合

東京都鮨商生活衛生同業組合

新潟県すし商生活衛生同業組合

宮城県寿司商生活衛生同業組合

富山県鮨商生活衛生同業組合

福井県寿司商生活衛生同業組合

京都府寿司生活衛生同業組合

石川県鮨商生活衛生同業組合

静岡県鮨商生活衛生同業組合

愛知県すし商生活衛生同業組合

山口県すし商生活衛生同業組合

鹿児島県すし商生活衛生同業組合

島根県すし商生活衛生同業組合

山梨県鮨商生活衛生同業組合

三重県鮨業生活衛生同業組合

滋賀県すし商生活衛生同業組合

大阪府鮓商生活衛生同業組合

長崎県鮨商生活衛生同業組合

株式会社日本フラワー振興協会

株式会社日比谷花壇

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

福岡県すし商生活衛生同業組合

住信・松下フィナンシャルサービス株式会社

株式会社ベスト電器

出光クレジット株式会社

株式会社文化放送開発ｾﾝﾀｰ

近畿日本ツーリスト株式会社
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日本旅行ギフト旅行券

トップツアーの旅行券

ANA旅行券

JAL旅行券

プリンスチケット

ホテルオークラ ギフトチェック

ＨＩＳ　ＧＩＦＴ　ＣＡＲＤ (ＨＩＳ旅行商品券)

ホテルレストラン券

阪急阪神第一ホテルグループ 共通ご利用券

東急ホテルズ ギフトカード

リーガロイヤルホテルグループギフトチェック

都ホテルズ＆リゾーツ　ギフトチェック

　　○流通系商品券27件

商品券名

全国百貨店共通商品券

セブン＆アイ共通商品券

農協全国商品券

ダイエーグループ商品券

ベイシアグループ商品券

CGCグループ共通商品券

ヨシヅヤ商品券

京急百貨店商品券

サニーマート商品券＇高知県（

イズミヤ商品券

フジ商品券

西條商品券

ＪＡまごころ商品券(岩手)

イオン商品券

オートバックスグループ　ギフトカード

東急ハンズギフトカード

マルエツ商品券

アップルランド商品券

清水屋商品券

平和堂商品券

オークワ商品券

松源ギフトカード

イズミ・ゆめタウン商品券

株式会社平和堂

株式会社オークワ

株式会社松源

株式会社イズミ

イオンリテール株式会社

株式会社オートバックスセブン

株式会社東急ハンズ

株式会社マルエツ

株式会社アップルランド

株式会社清水屋

株式会社西條

株式会社Ａコープ北東北

事業者名

日本百貨店協会

株式会社フジ

株式会社いせやコーポレーション

イズミヤ株式会社

エス･ビー・システムズ株式会社

株式会社ロイヤルホテル

株式会社ホテルオークラ東京

株式会社近鉄ホテルシステムズ

株式会社エイチ・アイ・エス

藤田観光株式会社

株式会社阪急阪神ホテルズ

株式会社東急ホテルズ

株式会社京急百貨店

株式会社サニーマート

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

全国農業協同組合連合会

株式会社ダイエー

株式会社義津屋

株式会社プリンスホテル

株式会社日本航空インターナショナル

株式会社日本旅行

トップツアー株式会社

ANAセールス株式会社
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サンシャイン商品券

タカヤナギ商品券

マルイの商品券

サンリブ・マルショク商品券

　　○流通系プリペイドカード＇電子マネー含む（4件

商品券名

電子マネー「Edy」＇エディ（

電子マネー「nanaco」(ナナコ) 

電子マネー「WAON」

クオ・カード

　　○クレジット系商品券13件

商品券名

JCBギフトカード

三井住友VISAギフトカード

ＵＣギフトカード

ほくせん商品券

日専連ギフトカード

日専連ギフトカード

日専連ギフトカード

日専連ギフトカード

日専連ギフトカード

日専連ギフトカード

OCS商品券

日専連ギフトカード

日専連ギフトカード

　　○カタログギフト券2件

商品券名

株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ まごころチケット

ＪＴＢえらべるギフト『たびもの撰華』

【地域・中小企業型商品券】　　２４７件

都道府県 事業者名 商品券名

北海道 協同組合池田町ワインスタンプ会 池田町ワインスタンプ会商品券

北海道 鹿部商工会 鹿部町商品券

北海道 士幌本町商店街協同組合 士幌大地くんプリペイドカード

北海道 チューリップSTAMP会 北海道上湧別チューリップＳＴＡＭＰ会商品券

株式会社サンリブ

株式会社タカヤナギ

株式会社サンシャインチェーン本部

株式会社丸井

事業者名

株式会社日専連ライフサービス

株式会社OCS

事業者名

ビットワレット株式会社

株式会社アイワイ・カード・サービス

イオンリテール株式会社

株式会社クオカード

株式会社ほくせん

株式会社ジェーシービー

三井住友カード株式会社

ユーシーカード株式会社

事業者名

株式会社JTB商事

株式会社ニッセンレンエスコート

株式会社日専連紋別

株式会社日専連旭川

株式会社日専連釧路

株式会社日専連ジェミス

株式会社日専連パシフィック

株式会社日専連ホールディングス
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北海道 富良野商工会議所 ふらの市内共通商品券

北海道 妹背牛サービスポイントカード会 妹背牛サービスポイントカード会商品券

北海道 羅臼町商工会 らうスキップ商品券

北海道 輪西商店街振興組合 室蘭市：輪西商店街金券

北海道 石狩ハイスタンプ会 石狩ハイスタンプ会商品券

北海道 うりゅうふれあい会 うりゅうふれあい商品券

北海道 枝幸町商工協同組合 枝幸町商工協同組合共通商品券

北海道 興部町商工会 興部町商工会共通商品券

北海道 オホーツクカード事業協同組合 オホーツクカードプリペイド

北海道 かみしほろバルーンスタンプ協同組合 かみしほろバルーンスタンプ商品券

北海道 協同組合上砂川中央商店振興会 上砂川商店街共通商品券

北海道 上富良野町商工会 上富良野町小規模事業共通商品券

北海道 協同組合倶知安商店連合会 倶知安商店連合会共通商品券

北海道 くりやまギフトカード加盟店会 くりやまギフトカード

北海道 サフォークスタンプ協同組合 サフォークスタンプ商品券

北海道 更別どんぐりスタンプ会 どんぐり商品券

北海道 協同組合サロベツドリームスタンプ会 協同組合サロベツドリームスタンプ会共通商品券

北海道 佐呂間町商工会 ふるさと商品券

北海道 標津町商工会 標津町共通商品券

北海道 島牧商工会 島牧商工会共通商品券

北海道 清水町ハーモニーカード会 ハーモニーギフトカード

北海道 斜里ポテト協同組合 斜里ポテト加盟店共通商品券

北海道 新十津川町商工会 新十津川町ふれあい商品券

北海道 滝上町商工業振興会 童話村たきのうえ 商品券

北海道 豊頃町商工会 豊頃町商店会共通商品券

北海道 奈井江町商工会 ないえふれあいチケット

北海道 七飯町商工会 ななえアップル商品券

北海道 ニセコ町商工会 ニセコゴールドチケット共通商品券

北海道 協同組合ハマナス商店会 ハマナス商品券

北海道 美瑛町商工業協同組合 美瑛町商協共通商品券

北海道 ふくしま商品券協同組合 ふくしま共通商品券

北海道 丸瀬布ラッキースタンプ会 丸瀬布ラッキースタンプ会お買物券

北海道 八雲商工会 やくも商品券

北海道 由仁町商工会 由仁町共通商品券

北海道 蘭越町商工会 らんこし商品券

北海道 留萌市商店街振興組合連合会 留萌市商店街連合会共通商品券

北海道 白滝商工会スタンプ加盟店会 白滝商工会スタンプ加盟店会お買い物券(商品券)

北海道 別海町商工業振興協同組合 COW-COWポイント会商品券
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北海道 和寒町商業振興協同組合 和寒町商業振興協同組合共通商品券

青森 むつ商工会議所 むつ市共通商品券

岩手 岩手町商業協同組合 岩手町共通商品券

岩手 えさし共通商品券協同組合 えさし共通商品券

岩手 協同組合江釣子ショッピングセンター 江釣子SC パル商品券

岩手 とうわ商業協同組合 とうわ商品券

岩手 大東町商業協同組合 岩手県大東町共通商品券

岩手 大船渡商工会議所 大船渡地域商品券

岩手 協同組合雫石町サービス店会 雫石町共通商品券

岩手 せんまや共通商品券協同組合 せんまや商品券

岩手 八幡平市商工会 八幡平市共通商品券

岩手 藤沢商業協同組合 ふじさわ共通商品券

岩手 前沢商業協同組合 前沢共通商品券

岩手 協同組合盛岡南ショッピングセンター ＮＡＣＳ商品券

岩手 陸前高田商業振興協同組合 たかた商品券

岩手 協同組合　日専連久慈 べっぴん商品券

宮城 協同組合柴田スタンプ会 柴田スタンプ会商品券

宮城 みやぎ生活協同組合 みやぎ生協コープ商品券

宮城 蔵王町スタンプ会 蔵王町スタンプ会割増商品券

宮城 登米市振興協同組合 登米市共通商品券「とめっこマネー」

宮城 さくらカード会 大河原町さくらカード会商品券

秋田 あきた共通商品券協同組合 あきた共通商品券

秋田 株式会社伊徳 いとく商品券

秋田 にかほ市商工会 にかほ市共通商品券

山形 飯豊町商工会 飯豊町商工会共通商品券

山形 協同組合小国ポイント会 白い森おぐに共通商品券

山形 最上町商工会 最上町限定商品券「モガンバくん」

山形 生活協同組合共立社 CO・OP商品券

福島 郡山商工会議所 こおりやま全市元気応援商品券

福島 保原町商業協同組合 伊達市保原町共通商品券

福島 協同組合霊商スタンプ会 霊山町共通商品券

福島 石川さくらカード協同組合 石川さくらカード協同組合

福島 協同組合おのショッピングプラザ おのタウンＣＯＭＣＯＭ商品券

福島 協同組合棚倉町商工振興会 棚倉ときめき商品券

福島 二本松商工会議所 二本松市共通商品券

福島 船引町商業連合協同組合 福島県船引町商業連合協同組合共通商品券

福島 南会津町商業振興協同組合 南会津町商業振興協同組合商品券

福島 梁川町商業事業協同組合 梁川町共通商品券
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茨城 笠間市エス・シー協同組合 ポレポレシティ　プリペイドカード

栃木 鹿沼商工会議所 鹿沼市共通商品券

栃木 かみのかわサービスポイントカード会 ベリーカード加盟全店共通お買い物券

栃木 芳賀町商工会 芳賀町共通商品券

群馬 協同組合新町商店連盟 新町商店連盟商品券

群馬 長野原中央商工協同組合 長野原町共通商品券

埼玉 入間市商業協同組合 入間市内共通商品券

埼玉 春日部市商業協同組合 春日部市内共通商品券

埼玉 幸手市商業協同組合 組合加盟店で使える幸手市商品券

埼玉 蓮田市商業協同組合 はなみずき商品券

埼玉 桶川べにばなスタンプ協同組合 桶川べにばな商品券

埼玉 ふじみ野市スタンプ会 ふじみ野市内共通商品券

埼玉 秩父市商店連盟事業協同組合 秩父市共通商品券「和同開珎」

千葉 館山市商業協同組合 館山市内共通商品券

東京 品川区商店街振興組合連合会 品川区内共通商品券

東京 世田谷区商店街振興組合連合会 世田谷区内共通商品券

東京 大田区商店街振興組合連合会 大田区内共通商品券

東京 練馬区商店街振興組合連合会 練馬区内共通商品券

東京 目黒区商店街振興組合連合会 目黒区内共通商品券

神奈川 逗子ポイントカード事業協同組合 逗子しおかぜカード商品券

新潟 佐渡共通商品券協同組合 佐渡島内共通まごころ商品券

新潟 津南町商工会 津南町共通商品券

新潟 相川町商品券協同組合 佐渡市相商商品券

新潟 五泉商業協同組合 五泉共通商品券

新潟 関川村商業協同組合 関川村商業協同組合商品券

富山 協同組合じょうはなフラワーカード会 じょうはなフラワーカード商品券

富山 協同組合福光商業会 福光共通商品券

富山 ボランタス協同組合 ボランタス商品券

富山 朝日町商工会 あさひ商品券

富山 協同組合大門ショッピングセンター 富山県内共同店舗共通商品券

富山 高岡市商工会 福岡町共通商品券

石川 協同組合珠洲スタンプ会 珠洲スタンプ会商品券

石川 津幡町販売事業協同組合 ドレミファ商品券

石川 飯田港共同店舗事業協同組合 シーサイド商品券

石川 内灘町商業振興協同組合 サンセットカード商品券

石川 協同組合ナインバレー商店連盟 アザレア商品券

石川 能登鹿北商工会 ろくほく地域振興券

石川 輪島市商業協同組合 ショッピングセンターファミィ 商品券
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石川 輪島市商店連盟協同組合 輪島スタンプ会　商品券

福井 越前町商業振興協同組合 越前町商品券

福井 協同組合勝山サンプラザ 勝山サンプラザ商品券

福井 春江商業振興協同組合 春江商業振興協同組合商品券

山梨 身延町商工会 身延町さくら商品券

山梨 南部町商業協同組合 南部町商業協同組合商品券

長野 つれてってカード協同組合 つれてってカードお買い物券

長野 野沢温泉商工会 野沢温泉商工会商品券

長野 木島平村商工会 木島平村商工会ふう太商品券

長野 中野商工会議所 中野商工会議所　共通商品券

岐阜 下呂商工会 下呂ギフトカード＇下呂温泉商品券（

岐阜 関ヶ原町商工会 関ケ原町商品券

岐阜 古川町商工会 古川町商品券

岐阜 金山町商工会 金山町共通商品券

岐阜 郡上八幡事業者振興会 岐阜県さつきカード商品引換券

岐阜 小坂町商工会 小坂町商品券

岐阜 白鳥ポイントカード組合 岐阜県白鳥ポイントカード組合商品券

岐阜 株式会社駿河屋魚一 駿河屋商品券

岐阜 関市東商工会上之保村商業発展会 上之保村共通商品券

岐阜 高山市商店街振興組合連合会 高山市商連共通商品券

岐阜 高山南商品券発行事務組合 高山南商品券

岐阜 高鷲町商品券発行事務組合 岐阜県高鷲町商品券

岐阜 萩原町商工会 萩原町共通商品券

岐阜 八幡町商品券発行事務組合 岐阜県八幡町商品券

岐阜 和良町商品券発行事務組合 岐阜県和良町商品券

静岡 静岡県経済農業協同組合連合会 静岡県くみあい商品券

静岡 河津町商工会 河津町商工会さくらちゃん商品券

静岡 協同組合　下田クレジット 下田クレジット共通商品券

愛知 稲武カード会 稲武カード会　商品券

愛知 協同組合安城サルビアスタンプ会 サルビアギフトカード

愛知 株式会社タウンマネージメント半田 共通はんだ商品券

愛知 愛知県経済農業協同組合連合会 愛知県農協ふれあい商品券

愛知 大府商工会議所 大府エコ商品券

愛知 吉良町商工会 キラット商品券

愛知 協同組合グランドショップアツミ ショッピングセンターレイ商品券

愛知 設楽町商工会 設楽町商工会商品券

愛知 新城市商工会 新城市内共通お買物券「いーじゃん」

愛知 南知多町商業協同組合 南知多町商業協同組合商品券
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滋賀 高島市商工会 滋賀県高島市地域通貨「アイカ」

京都 宇治田原町商工会 宇治田原町商工会　町内商品券

京都 伏見大手筋商店街振興組合 大手筋商品券

京都 井手町商工会 井手町商工会商品券

京都 亀岡商業協同組合 亀岡市「ふれ愛カード」プリペイドチャージ

大阪 泉大津共通商品券協同組合 泉大津市 オーツチケット

大阪 瓢箪山中央商店街振興組合 サンロード瓢箪山商品券

大阪 特定非営利活動法人　地域通貨　ねやがわ 地域通貨「げんき」 券

兵庫 稲美町 稲美町共通商品券

兵庫 五色町商業協同組合 五色町商業協同組合商品券

和歌山 有田市商業協同組合 有田市共通商品券

和歌山 きみの商業協同組合 きみの共通商品券

和歌山 串本リリースタンプ会協同組合 串本リリースタンプ会協同組合商品券

和歌山 すさみ町商工会 すさみ町商工会商品券

和歌山 ひだかがわスタンプ事業協同組合 ひだかがわスタンプ

和歌山 和歌山市商業協同組合 和歌山市内共通商品券「ナイスカード」

和歌山 印南町スタンプ会 印南町スタンプ会商品券

和歌山 下津町商業サービス事業協同組合 しもつ商品券

和歌山 白浜町商工会 白浜町商工会商品券　ＧＩＦＴ　CARD

和歌山 南紀くろしお商工会 南紀くろしお商工会共通商品券

和歌山 みなべスタンプ協同組合 スタンプ加盟店共通商品券ＧＩＦＴ ＣＡＲＤ

鳥取 琴浦町商工会 ことうら商品券

鳥取 パープルタウン株式会社 Ｐカードプリペイドチャージ

鳥取 北栄町共通商品券推進協議会 鳥取県ほくえい商品券

島根 協同組合グリーンモール 江津グリーンモール商品券

島根 邑南町商工会 邑南町商工会商品券

島根 奥出雲町商工会 奥出雲町商工会商品券

島根 川本町商工業協同組合 川本町商工業協同組合お買物券

岡山 作州津山商工会 作州津山商工会共通商品券

岡山 新見商工会議所 新見市内共通商品券「たまがき券」

岡山 協同組合連合会岡山市表町商店街連盟 表町 商品券

岡山 久米郡商工会 久米郡商工会商品券かけはし

岡山 岡山北商工会 たけべ共通商品券

岡山 浅口商工会 浅口商工会　共通商品券

広島 江田島市商品券会 江田島市共通商品券

広島 協同組合神辺わかば会 かんなべ共通商品券

広島 竹原商工会議所 竹原市内共通商品券＇かぐや姫商品券（

広島 安芸津町商工会 安芸津町内共通商品券
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広島 東城カード事業協同組合 東城ニコニコカード加盟店共通プリペイドカード

山口 周南市内共通商品券店会協同組合 周南市内共通商品券

山口 防府商工会議所 防府市内共通商品券

徳島 鳴門商工会議所 鳴門市内共通商品券「うずとく商品券」

徳島 海南町商業協同組合 海南町商業協同組合商品券

香川 土庄町商工会 オリーブ流通券

香川 讃岐三木商業協同組合 香川県三木町　ベルシティ　商品券

香川 小豆島商業協同組合 エコなかよし商品券

香川 まんのう町 まんのう町商品券

愛媛 吉田三間商工会 だんだん共通商品券

愛媛 宇和町商業協同組合 れんげ商品券

高知 四万十町商工会 四万十町共通商品券

高知 南国市商工会 南国市共通商品券「エコエコ」

高知 土佐地区商工会 土佐地区商工会商品券

福岡 筑前町商工会 筑前町商工会商品券

福岡 大野城市商工会 おおのじょう商品券

佐賀 白石町商工会 白石商品券

佐賀 嬉野温泉商店街協同組合 嬉野温泉商店街協同組合加盟店 共通商品券

佐賀 唐津上場商工会 唐津上場商工会商品券 ～肥前・玄海・鎮西・呼子～

長崎 いづはら夢スタンプ会 いづはら夢スタンプ加盟店商品券

長崎 多良見町商工会 たらみ共通商品券

長崎 岐宿カード会 岐宿カード会商品券

長崎 奈留商業振興会 奈留商業振興会商品券

長崎 南島原市商工会 南島原市エコひまわり商品券

熊本 協同組合植木ショッピングプラザ 商品券

熊本 協同組合宇土市ショッピングセンター ピア商品券

熊本 協同組合鹿本ショッピングセンター 鹿本ショッピングセンターリオ商品券

熊本 協同組合人吉商連 人吉商連 商品券

熊本 湯前町商工会 湯前ふるさと商品券

熊本 健軍商店街振興組合 健軍商店街お買物券

大分 株式会社大分市商連 大分市商連商品券

大分 挾間町商工会 挾間町商品券

大分 豊後高田市商店街連合会 豊後高田市商店街連合会商品券

宮崎 門川町商工会 門川町商工会商品券

宮崎 国富町共通商品券事務局 国富町共通商品券

宮崎 都農町商工会 都農町商品券

宮崎 南郷商工会 南郷商工会商品券

宮崎 北方町商工会 宮崎県北方町商工会商品券
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宮崎 野尻町商工会 野尻町商工会商品券

宮崎 日之影町商工会 日之影町商工会商品券

宮崎 諸塚村商工会 諸塚村商工会商品券

宮崎 高原町商工会 神武の里たかはる商品券

鹿児島 大口さくらスタンプ会 大口さくらスタンプ会商品券

鹿児島 蒲生町商工会 蒲生町共通商品券

鹿児島 錦江町商店会 錦江町商店会商品券

鹿児島 協同組合情報タウンこくぶ 縄文きずなカード・プリペイドチャージ

鹿児島 頴娃町商工会 頴娃町商工会商品券

鹿児島 鹿児島県経済農業協同組合連合会 農協共通商品券

鹿児島 加治木町商工会 加治木町商工会商品券

鹿児島 川辺町スタンプ会 川辺町スタンプ会商品券

鹿児島 曽於市商工会 鹿児島県 曽於市共通商品券 チューリップ券

鹿児島 垂水スタンプ会 垂水スタンプ会商品券

鹿児島 知名町商工スタンプ会 知名町商工スタンプ会みへでろ券
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