
１．商品券等

【Ａ．商品券・プリペイドカード】

＜公共交通機関カード＞

○鉄道　　１５件

商品券名

オレンジカード

Suica

PASMO

TOICA

しずてつ電車・バス　パサールカード

ICOCA・オレンジカード

近鉄「週末フリーパス」

阪急阪神１dayパス

JR四国エコポイント交換パス

ことでんICカード乗車券及びチャージ引換券

ICい～カードチャージ引換券

ですかカードチャージ券

SUGOCA・オレンジカード

nimoca

福岡市地下鉄乗車券（磁気カード・ICカード）

商品券名

JRバス・ストーリーきっぷ

阪急・阪神バス共通カード

神姫バスNicoPaチャージ引換券

SUNQパス、高速バス4枚綴り回数券、福岡天神きっぷ、
スーパー乗車券、西鉄バス定期補助券

商品券名

宇和島運輸フェリー船車券

○バス　　４件

九州旅客鉄道株式会社

株式会社ニモカ

ジェイアールバス関東株式会社

阪急バス株式会社

神姫バス株式会社

事業者名

エコポイント交換商品及び商品提供事業者一覧（第１次募集）

株式会社パスモ

東海旅客鉄道株式会社

静岡鉄道・しずてつジャストライン

西日本旅客鉄道株式会社

近畿日本鉄道株式会社

阪急電鉄株式会社

北海道旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社

宇和島運輸株式会社

四国旅客鉄道株式会社

高松琴平電気鉄道株式会社

福岡市交通局

事業者名

伊予鉄道株式会社

株式会社ですか

○フェリー　　１件

事業者名
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○食品・飲食券　　１９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）

ハーゲンダッツ　アイスクリームギフト券

全国共通たまご券

お肉のギフト券

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

商品券名

全国共通図書カード

こども商品券

花とみどりのギフト券

フラワーギフトカード

クリーニングギフト券

ヘルスギフト券

パナソニックの店ギフトチェック

ベスト ギフト カード

出光キャッシュプリカ

株式会社ジェフグルメカード

ハーゲンダッツジャパン株式会社

全国たまご商業協同組合

事業者名

日本図書普及株式会社

株式会社トイカード

株式会社日本フラワー振興協会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

東京薬業協同組合連合会

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

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

石川県鮨商生活衛生同業組合

株式会社日比谷花壇

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

全国食肉事業協同組合連合会

事業者名

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

全国酒販協同組合連合会

○生活関連券　　９件

＜一般商品券＞

北海道鮨商生活衛生同業組合

岩手県すし業生活衛生同業組合

宮城県寿司商生活衛生同業組合

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
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○旅行・宿泊券　　８件

商品券名

JTB旅行券・全国共通商品券

ツーリスト旅行券

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

オリジナル商品券

○流通系商品券　　１２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

ユニー商品券

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

イズミヤ商品券

フジ商品券

カード名

電子マネー「Edy」（エディ）

電子マネー「nanaco」（ナナコ）

電子マネー「WAON」

QUOカード（クオ・カード）

ローソン専用プリペイドカード

株式会社クオカード

株式会社ローソン

エス･ビー・システムズ株式会社

イオンリテール株式会社

ビットワレット株式会社

株式会社義津屋

株式会社京急百貨店

株式会社サニーマート

イズミヤ株式会社

株式会社アイワイ・カード・サービス

株式会社フジ

事業者名

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

ユニー株式会社

事業者名

全国農業協同組合連合会

株式会社ダイエー

株式会社いせやコーポレーション

トップツアー株式会社

ANAセールス株式会社

株式会社日本航空インターナショナル

株式会社プリンスホテル

株式会社ホテルオークラ東京

日本百貨店協会

株式会社日本旅行

事業者名

株式会社JTB法人東京

近畿日本ツーリスト株式会社

○流通系プリペイドカード　　５件
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商品券名

JCBギフトカード

三井住友VISAギフトカード

三菱UFJニコスギフトカード

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

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

商品券名

EXETIME（エグゼタイム）

選べるカタログ（雑貨＆グルメ）

オリコ商事まごころ市場エコポイントサービス

プレミア・ギフカ（ギフトカード）

選べる雑貨&グルメカタログ

JTBえらべるギフト「たびもの撰華」

ベルメゾンお買い物券

事業者名

日専連トラスト株式会社

協同組合静岡専門店会

協同組合日専連玉名

株式会社OCS

事業者名

エグゼキューブ株式会社

株式会社JTB商事

株式会社ジェーシービー

株式会社日専連ホールディングス

株式会社日専連パートナーズ

株式会社日専連宮古

株式会社日専連ライフサービス

株式会社千趣会

株式会社エニシル

株式会社日専連釧路

株式会社日専連ジェミス

株式会社日専連ニックコーポレーション

株式会社日専連パシフィック

株式会社オリコ商事

株式会社GIFCOM

シャディ株式会社

<カタログギフト券＞　　７件

ユーシーカード株式会社

株式会社ほくせん

株式会社日専連旭川

三井住友カード株式会社

三菱UFJニコス株式会社

○クレジット系商品券　　１８件
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【Ｂ．地域型商品券】　　１０９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 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 大地くんプリペイドカード

北海道 チューリップSTAMP会 チューリップSTAMP会商品券

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 地域商品券

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 輪西商店街金券

青森 はちのへ共通商品券協同組合 はちのへ共通商品券

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 高田松原商業開発協同組合 リプル商品券割増交換

岩手 遠野すずらん振興協同組合 すずらん商品券

岩手 とうわ商業協同組合 とうわ商品券

宮城 協同組合柴田スタンプ会 エコポイント割増商品券

宮城 みやぎ生活協同組合 コープ商品券

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」

福島 協同組合川俣シルクスタンプ会 シルクスタンプ商品券

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 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

栃木 鹿沼商工会議所 鹿沼市共通商品券

埼玉 入間市商業協同組合 市内共通商品券

埼玉 カエルスタンプ会 カエルスタンプ会お買物券

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 幸手市商品券

埼玉 戸田市商工会 戸田市共通商品券

埼玉 蓮田市商業協同組合 はなみずき商品券
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埼玉 三郷市商工会 まごころみさと ちょこっと ねこの手 商品券

埼玉 毛呂山町商工会 毛呂山町共通商品券

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 杉並区商店街振興組合連合会 杉並区内共通商品券（すぎなみギフトカード）

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 港区商店街振興組合連合会 港区内共通商品券（スマイル商品券）

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

神奈川 湯河原町商工会 湯河原温泉地域商品券

新潟 協同組合新潟市商店連合会 新潟市共通商品券

新潟 佐渡共通商品券協同組合 まごころ商品券

新潟 津南町商工会 津南町共通商品券

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 新湊商店連合協同組合 しんみなと共通商品券

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

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 協同組合美川商店連盟 ふれ愛商品券

石川 津幡町販売事業協同組合 ドレミファ商品券

山梨 身延町商工会 身延町商工会さくら商品券

長野 伊那市コミュニティーカード協同組合 い～なちゃんカードプリペイドチャージ

長野 つれてってカード協同組合 つれてってカードポイント・プリペイド・お買い物券

岐阜 大垣市商店街振興組合連合会 大垣市商連プレミアム商品券

岐阜 海津市商工会 海津市商品券

岐阜 下呂商工会 下呂ギフトカード（下呂商品券）

岐阜 関ヶ原町商工会 関ヶ原町商品券

岐阜 中津川市商業協同組合 商品券

岐阜 東白川村商工会　東白川村商品券つちのこ会 東白川村つちのこ商品券

岐阜 古川町商工会 古川町商品券

岐阜 平成カード会 地域通貨平成ありがとう券エコピー

静岡 掛川商工会議所 掛川市共通プレミアム買い物券「お千代小判」

静岡 松崎町ロマンシール協同組合 ロマンシール商品券

愛知 稲武カード会 稲武カード会　商品券

6



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

京都 宇治田原町商工会 宇治田原町内商品券

京都 伏見大手筋商店街振興組合 大手筋商品券

兵庫 たんば商業協同組合 たんば共通商品券

奈良 吉野町商業協同組合 吉野町共通商品券

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 商品券

和歌山 田辺市商業協同組合 田辺市共通商品券

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 和歌山県農業協同組合連合会 Aコープ商品券

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」

島根 協同組合グリーンモール ショッピングタウングリーンモール商品券

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）

広島 江田島市商品券会 江田島市商品券

広島 協同組合神辺わかば会 かんなべ共通商品券

広島 協同組合サングリーン サングリーン商品券

広島 河内町商工協同組合 こうちゆめチケット

徳島 鳴門商工会議所 うずとく商品券

香川 綾川町商工会 綾川町商品券

香川 土庄町商工会 オリーブ流通券

愛媛 松前商工会 松前町商工会商品券

愛媛 吉田三間商工会 だんだん共通商品券

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」

福岡 特定非営利活動法人プロジェクト・ボダイ 豊前お買い物券

佐賀 基山シール会 基山シール会商品券

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 リオ商品券
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大分 津久見商業協同組合 津久見商業協同組合共通商品券

宮崎 門川町商工会 門川町商工会商品券

宮崎 清武町商工会 清武町商工会商品券

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 まいづるカード会 まいづる商品券

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 知覧町スタンプ会 知覧町スタンプ会共通商品券

２．地域産品

サービス名

全国おとりよせグルメ　伊勢丹バイヤーズセレクション

エニシル

スーパーギフトチェック（地域産品）

ぐるなび　食市場

クレアンスメアードセレクト商品

シャディ

グルメ雑誌「ダンチュウ」厳選　こだわりの逸品

ベルメゾン　全国グルメ便

トラベラーエコポイント交換サービス

日通商事ショップ

地域ブランドお取り寄せ、大人の週末

ふるさと味と技直送便

Rin

郷の水と米。地産国消、日本の酒

地域の特産品（全都道府県）

郵便局のふるさと小包

楽天市場

【Ｃ．全国型地域産品の提供事業者】　　１８件

特定非営利活動法人ふるさと往来クラブ

株式会社ふるさとサービス

株式会社升本総本店

株式会社三越

郵便局株式会社

楽天株式会社

シャディ株式会社

株式会社JTB法人東京

株式会社千趣会

トラベラー株式会社

日通商事株式会社

株式会社ブランド総合研究所

株式会社クレアンスメアード

事業者名

株式会社伊勢丹

株式会社エニシル

株式会社GIFCOM

株式会社ぐるなび
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リンベルの地域産品

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 北海道産海産物お取り寄せ

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 北海道キヨスク株式会社 北の特急便

青森 さくら野東北株式会社 さくら野百貨店

岩手 株式会社ホップス まがりや.net

山形 株式会社山形テレビ 山形屋

宮城 社団法人宮城県物産振興協会 宮城県産品のお取り寄せ

福島 有限会社いわき水産振興 いわき水産振興

栃木 財団法人とちぎ県産品振興協会 とちぎの地域産品

栃木 益子焼販売店　協同組合 益子焼のお取り寄せ

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局お薦め神奈川グルメ

新潟 株式会社フレッシュライン新潟 フレッシュライン新潟

富山 富山県いきいき物産株式会社 富山県特産品お取り寄せ

石川 北陸朝日放送株式会社 金沢屋

石川 株式会社御祓川 能登スタイルストア

山梨 株式会社セカンドプランニング事務所 山梨通販

京都 合同会社きょうと情報カードシステム きょうとウェルカム「みやこの逸品」

京都他 株式会社ドゥ・ハウス にっぽんe物産市

兵庫 社団法人兵庫県物産協会 兵庫県の特産便

和歌山 紀南農業協同組合 紀州の国から味だより

和歌山 みなべ川森林組合 みなべ川森林組合特産品

和歌山 和歌山県農業協同組合連合会 和歌山からのふるさとの便り

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 島根県特産品のお取り寄せ

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

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

徳島 社団法人　徳島県物産協会 徳島県特産品のお取り寄せ

リンベル株式会社

【Ｄ．各都道府県の地域産品提供事業者】　　３７件
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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 財団法人久留米地域地場産業振興センター 地場産くるめ

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～

熊本 株式会社エーコープ熊本 you＋you

宮崎 社団法人宮崎県物産振興センター 宮崎県特産品のお取り寄せ

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

３．環境配慮製品

【Ｅ．省エネ・環境配慮製品等提供事業者】　　９件

サービス名

MOTTAINAIキャンペーン

エコナミセ

カウネット

ベルメゾンのエコ商品

グリーンステーションSHOP

e-plan　カタログ

楽天市場

eyeco

リンベルのエコ商品

楽天株式会社

株式会社リクルート

事業者名

伊藤忠商事株式会社

株式会社エコノス

リンベル株式会社

株式会社カウネット

株式会社千趣会

株式会社ファイン

株式会社藤田商店
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