
［平成21年8月18日変更］

【別紙２】

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・バス43件

商品券名

ジェイ･アール北海道バス株式会社 ジェイ･アール北海道バス　バスカード

十勝バス株式会社 普通回数券・買物回数券・ワンコインパス

北海道拓殖バス株式会社 拓殖バス　普通回数券

宮城交通株式会社 宮交バスカ積み増し（チャージ）引換券

富山ライトレール株式会社 ICカードｐａｓｓｃａ／ｐａｓｓｃａチャージ券

エコポイント交換商品及び商品提供事業者一覧（第２次募集）

事業者名
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北陸鉄道株式会社 ＩＣカード乗車券「ＩＣａ」

京福バス株式会社 京福バス各種乗車券等

遠州鉄道株式会社 ナイスパス（ICカード乗車券）

名古屋市交通局 名古屋市交通局　ドニチエコきっぷ、ユリカ

名古屋鉄道株式会社 ＳＦパノラマカード

名鉄バス株式会社 名鉄バスカード

三重交通株式会社 三交バスカード

近江鉄道株式会社 ＩＣカードチャージ引き換え券

京阪電気鉄道株式会社 湖都古都・おおつ1dayきっぷ

京都市交通局 京都市交通局磁気カード乗車券　トラフィカ京カード

大阪市交通局 大阪市交通局共通一日乗車券

南海バス株式会社 なんかいバスカード

明石市交通部 のり鯛カード（バスプリペイドカード）
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伊丹市交通局 伊丹市営バス専用ICカード・イタッピー

神戸市交通局 神戸市バス・地下鉄共通NEW Uラインカード

株式会社神戸山陽バス 垂水区内・三宮線バス回数券

山陽電気鉄道株式会社 山陽電車　1Dayチケット等

全但バス株式会社 全但バス各種乗車回数券

両備ホールディングス株式会社 ハレカ(Hareca)カード積増し付与券

岡山電気軌道株式会社 ハレカ(Hareca)カード積増し付与券

下津井電鉄株式会社 ハレカ(Hareca)カード積増し付与券

呉市交通局 呉市交通局発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

芸陽バス株式会社 芸陽バス発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

中国ジェイアールバス株式会社 中国ジェイアールバス発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

株式会社中国バス 中国バス発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

鞆鉄道株式会社 鞆鉄道発行　ICカード「PASPY」
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備北交通株式会社 備北交通発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

広島高速交通株式会社 広島高速交通発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

広島交通株式会社 広島交通発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

広島電鉄株式会社 広島電鉄発行　ＩＣカード「ＰＡＳＰＹ」

広島バス株式会社 広島バス発行　ICカード「PASPY」

サンデン交通株式会社 サンデン交通バスカード

北九州市交通局 北九州市営バスひまわりバスカード

九州産交バス株式会社 産交バス各種乗車券

熊本市交通局 To熊カード

宮崎交通株式会社 宮交バスカ

鹿児島市交通局 鹿児島市交通局　ラピカ／ラピトレカ／１日乗車券

沖縄都市モノレール株式会社 沖縄都市モノレール線SFカード
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○フェリー、船舶15件

商品券名

商船三井フェリー株式会社 商船三井フェリー「さんふらわあ」乗船券

東京湾フェリー株式会社 東京湾フェリー乗船券

鳥羽市役所定期船課 三重県鳥羽市　定期航路回数乗船券

大阪水上バス株式会社 乗船券

関西汽船株式会社 関西汽船フェリー乗船券

株式会社名門大洋フェリー 名門大洋フェリー　乗船利用券

株式会社ダイヤモンドフェリー ダイヤモンドフェリー乗船券

坊勢汽船株式会社 回数旅客乗船券

瀬戸内海汽船株式会社 エコ乗船券

株式会社ファーストビーチ ファーストビーチ乗船券

ジャンボフェリー株式会社 ジャンボフェリー乗船券

事業者名
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石崎汽船株式会社 エコ乗船券

阪九フェリー株式会社 阪九フェリー　船車券

熊本フェリー株式会社 回数券

宮崎カーフェリー株式会社 宮崎カーフェリー大阪航路　前売船車券

＜一般商品券＞

○食品・飲食券8件

商品券名

富山県鮨商生活衛生同業組合 全国共通すし券

福井県寿司商生活衛生同業組合 全国共通すし券

山梨県鮨商生活衛生同業組合 全国共通すし券

岐阜県鮨商生活衛生同業組合 全国共通すし券

三重県鮨業生活衛生同業組合 全国共通すし券

事業者名
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滋賀県すし商生活衛生同業組合 全国共通すし券

大阪府鮓商生活衛生同業組合 全国共通すし券

長崎県鮨商生活衛生同業組合 全国共通すし券

○生活関連券2件

商品券名

株式会社青山キャピタル ＡＯＹＡＭＡギフトカード

株式会社文化放送開発センター 全国共通ゆうえんち券

○旅行・宿泊券4件

商品券名

株式会社エイチ・アイ・エス Ｈ．Ｉ．Ｓ．　ＧＩＦＴ　ＣＡＲＤ

藤田観光株式会社 ホテル・レストラン券

株式会社ジェイアール東海ホテルズ ホテルアソシアギフト券

事業者名

事業者名
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株式会社ジ イア ル東海ホテル ホテルアソシアギ 券

株式会社阪急阪神ホテルズ 阪急阪神第一ホテルグループ 共通ご利用券

○流通系商品券18件

商品券名

株式会社西條 西條商品券

株式会社Ａコープ北東北 ＪＡまごころ商品券

株式会社ヤマザワ ヤマザワ商品券

イオンリテール株式会社 イオン商品券

株式会社オートバックスセブン オートバックスグループ　ギフトカード

株式会社東急ストア 東急グループ商品券

株式会社東急ハンズ 東急ハンズギフトカード

株式会社マルエツ マルエツ商品券

株式会社アップルランド アップルランド商品券

事業者名
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株式会社バロー バロー商品券

株式会社清水屋 清水屋商品券

株式会社平和堂 平和堂商品券

株式会社マイカル マイカル商品券

株式会社オークワ オークワ商品券

株式会社松源 松源ギフトカード

株式会社イズミ イズミ・ゆめタウン商品券

株式会社マルヨシセンター マルヨシセンター商品券

株式会社サンシャインチェーン本部 サンシャイン商品券

○クレジット系商品券3件

商品券名

株式会社ニッセンレンエスコート 日専連ギフトカード

株式会社日専連紋別 日専連ギフトカ ド

事業者名
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株式会社日専連紋別 日専連ギフトカード

協同組合日専連久慈 べっぴん商品券

【Ｂ. 地域型商品券】　　252件

都道府県 事業者名 商品券名

北海道 赤平商工会議所 赤平まごころ商品券

北海道 株式会社あつまスタンプ会 あつまスタンプ会商品券

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
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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 黒松内町商店街協同組合 共通商品券

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 豊富町　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 鹿追町商工会 鹿追町商工共栄会商品券

北海道 協同組合静内ショッピングセンター ピュア商品券

北海道 標茶町商工会 しべちゃ町共通お買物券

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
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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 たんぽぽカード会 たんぽぽカード会　お買物券

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 沼田町ポイントカード会 沼田町ポイントカード会商品券

北海道 羽幌町商工会 羽幌町商工会　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 美瑛町商工業協同組合共通商品券
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北海道 びばい商品券運営協議会 びばい商品券

北海道 平取トマトスタンプ会 平取トマトスタンプ会お買物券

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 寿都スタンプ会 風太くんスタンプ商品券

北海道 ホッピースタンプ会 ホッピースタンプ会　お買物券

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 留萌市商店街振興組合連合会　共通商品券

青森県 尾上町商工会共通商品券委員会 尾上町共通商品券

青森県 むつ商工会議所 むつ市共通商品券

岩手県 大東町商業協同組合 岩手県大東町共通商品券
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岩手県 大船渡商工会議所 大船渡地域商品券

岩手県 軽米ショッピングカード会 かるまい共通商品券

岩手県 くずまき商業協同組合 くずまき商品券

岩手県 協同組合雫石町サービス店会 雫石町共通商品券

岩手県 せんまや共通商品券協同組合 せんまや商品券

岩手県 協同組合二戸ポイントカード会 にのへ共通商品券

岩手県 八幡平市商工会 八幡平市共通商品券

岩手県 藤沢商業協同組合 ふじさわ共通商品券

岩手県 前沢商業協同組合 前沢共通商品券

岩手県 協同組合盛岡南ショッピングセンター ＮＡＣＳ商品券

岩手県 陸前高田商業振興協同組合 たかた商品券

宮城県 蔵王町スタンプ会 蔵王町スタンプ会割増商品券

宮城県 登米市振興協同組合 登米市共通商品券　「とめっこマネー」
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宮城県 協同組合本吉スタンプ会 まんぼう商品券

宮城県 さくらカード会 さくらカード会商品券

秋田県 あきた共通商品券協同組合 あきた共通商品券

秋田県 株式会社伊徳 いとく商品券

秋田県 にかほ市商工会 にかほ市共通商品券

秋田県 増田十文字商工会 十文字町共通商品券

山形県 温海町商業協同組合 山形県あつみ　薔薇の花商品券

山形県 生活協同組合共立社 CO・OP商品券

山形県 高畠商業協同組合 まほろば王国ワン券

山形県 鶴岡銀座商店街振興組合 鶴岡銀座共通商品券

福島県 協同組合飯坂スタンプ会 飯坂スタンプ会共通商品券

福島県 石川さくらカード協同組合 石川さくらギフト・カード

福島県 協同組合おのショッピングプラザ おのタウンＣＯＭＣＯＭ商品券
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福島県 協同組合喜多方ダイヤスタンプ 喜多方ダイヤスタンプ商品券

福島県 協同組合小高スタンプ会 協同組合小高スタンプ会共通商品券

福島県 協同組合棚倉町商工振興会 棚倉ときめき商品券

福島県 二本松商工会議所 二本松市共通商品券

福島県 塙サービス会 塙サービス会商品券

福島県 船引町商業連合協同組合 船引町商業連合協同組合共通商品券

福島県 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

福島県 梁川町商業事業協同組合 梁川町共通商品券　やながわ藩札

茨城県 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

栃木県 かみのかわサービスポイントカード会 ベリーカード全店共通お買い物券

栃木県 芳賀町商工会 芳賀町共通商品券

栃木県 矢板市商工会 共通商品券

群馬県 大間々町商業協同組合 プリムラスタンプ商品券
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群馬県 協同組合新町商店連盟 新町商店連盟商品券

群馬県 長野原中央商工協同組合 長野原町共通商品券

埼玉県 伊奈町商工会 伊奈町内共通お買い物券

埼玉県 桶川べにばなスタンプ協同組合 べにばな商品券

埼玉県 ふじみ野市スタンプ会 市内共通商品券

千葉県 協同組合旭専門店会 旭市共通商品券

千葉県 匝瑳商業協同組合 匝瑳共通商品券

東京都 板橋区商店街振興組合連合会 板橋区内共通商品券

東京都 大田区商店街振興組合連合会 大田区内共通商品券

東京都 北区商店街振興組合連合会 北区内共通商品券

東京都 調布市商業協同組合 調布市ふれあい商品券

東京都 練馬区商店街振興組合連合会 練馬区内共通商品券

東京都 目黒区商店街振興組合連合会 目黒区内共通商品券
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神奈川県 真鶴町商工会 まなづる商品券

新潟県 相川町商品券協同組合 新潟県相商商品券

新潟県 荒川商品券協同組合 荒川共通商品券

新潟県 五泉商業協同組合 五泉共通商品券

新潟県 関川村商業協同組合 関川村商業協同組合　商品券

富山県 朝日町商工会 あさひ商品券

富山県 井波商店会協同組合 井波商店会商品券

富山県 協同組合黒部ショッピングセンター 共同店舗共通商品券

富山県 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

富山県 高岡市商工会 福岡町共通商品券

富山県 協同組合高岡市商店街連盟 高岡市共通商品券

富山県 入善町商工会 エコタウンにゅうぜんプレミアム商品券

石川県 飯田港共同店舗事業協同組合 シーサイド商品券
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石川県 内灘町商業振興協同組合 サンセットカード商品券

石川県 協同組合ナインバレー商店連盟 アザレア商品券

石川県 能登鹿北商工会 ろくほく地域振興券

石川県 山中温泉商店協同組合 山中温泉商店協同組合商品券

石川県 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

石川県 輪島市商店連盟協同組合 輪島スタンプ会　商品券

福井県 越前町商業振興協同組合 越前町商品券

福井県 協同組合勝山サンプラザ 勝山サンプラザ商品券

福井県 春江商業振興協同組合 春江商業振興協同組合商品券

福井県 三国商業振興協同組合 みくに商品券

福井県 美浜商業振興協同組合 みはま商品券

山梨県 鰍沢町商業協同組合 鰍沢町商業協同組合前払い式証票券

山梨県 南部町商業協同組合 南部町商業協同組合商品券
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山梨県 南アルプス商業協同組合 アルプスギフトカード

長野県 飯綱カード協同組合 飯綱カード商品券

長野県 全国農業協同組合連合会長野県本部 JAまごころ商品券

長野県 野沢温泉商工会 商品券

岐阜県 大野町商品券発行事務組合 大野町共通商品券

岐阜県 笠松町小売団体連合会 笠松町商品券

岐阜県 金山町商工会 金山町共通商品券

岐阜県 神岡商店会連合会 神岡町共通商品券

岐阜県 郡上八幡事業者振興会 さつきカード商品引換券

岐阜県 小坂町商工会 小坂町商品券

岐阜県 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

岐阜県 株式会社駿河屋魚一 駿河屋商品券

岐阜県 関市東商工会上之保村商業発展会 上之保村共通商品券

10／18



岐阜県 高山市商店街振興組合連合会 高山市商店街振興組合連合会　共通商品券

岐阜県 高山南商品券発行事務組合 高山南商品券

岐阜県 高鷲町商品券発行事務組合 岐阜県高鷲町商品券

岐阜県 萩原町商工会 萩原町共通商品券

岐阜県 八幡町商品券発行事務組合 岐阜県八幡町商品券

岐阜県 和良町商品券発行事務組合 和良町商品券

静岡県 静岡県経済農業協同組合連合会 くみあい商品券

静岡県 協同組合金谷サービス店会 金谷サービス店会商品券

静岡県 河津町商工会 河津町商工会商品券

静岡県 天竜サービス店会 天竜サービス店会　緑の商品券

静岡県 牧之原市商工観振興会 まきのはら市共通商品券

愛知県 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

愛知県 渥美カード事業協同組合 まりん商品券
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愛知県 大府商工会議所 大府エコ商品券

愛知県 吉良町商工会 キラット商品券

愛知県 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

愛知県 設楽町商工会 設楽町商工会商品券

愛知県 新城市商工会 新城市内共通お買物券「いーじゃん」

愛知県 清須市商工会 清須楽市券

愛知県 日進商工事業協同組合 日進市共通商品券

愛知県 南知多町商業協同組合 南知多町商業協同組合商品券

三重県 楠スタンプ会 楠スタンプ会商品券

滋賀県 高島市商工会 地域通貨「アイカ」

京都府 井手町商工会 井手町商工会商品券「京都府」

京都府 亀岡商業協同組合 「ふれ愛カード」プリペイドチャージ

京都府 株式会社さとう さとう商品券
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京都府 南丹市商工会 南丹市商工会商品券

大阪府 泉大津共通商品券協同組合 泉大津市　オーツチケット

大阪府 四條畷商業協同組合 四條畷共通商品券

大阪府 島本町商工会 地域通貨「ウォーター」

大阪府 瓢箪山中央商店街振興組合 サンロード瓢箪山商品券

大阪府 特定非営利活動法人地域通貨ねやがわ 地域通貨「げんき」

兵庫県 淡路市商工会 淡路市商工会プレミアム付ふれあい商品券

兵庫県 稲美町 稲美町共通商品券

兵庫県 加古川市商店街振興組合連合会 加古川市共通商品券

兵庫県 五色町商業協同組合 五色町商業協同組合商品券

和歌山県 印南町スタンプ会 印南町スタンプ会商品券

和歌山県 大塔村商工会 大塔村商工会商品券

和歌山県 下津町商業サービス事業協同組合 しもつ商品券

12／18

和歌山県 白浜町商工会 白浜町商工会商品券ＧＩＦＴ ＣＡＲＤ

和歌山県 南紀くろしお商工会 南紀くろしお商工会共通商品券

和歌山県 日置川町商工会 日置川地域共通商品券

和歌山県 本宮町商工会本宮町商工シール組合 本宮町商工シール組合商品券

和歌山県 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

鳥取県 琴浦町商工会 ことうら商品券

鳥取県 パープルタウン株式会社 Ｐカードプリペイドチャージ

鳥取県 北栄町共通商品券推進協議会 ほくえい商品券

島根県 邑南町商工会 邑南町商工会商品券

島根県 奥出雲町商工会 奥出雲町商工会商品券

島根県 協同組合仁多ショッピングセンター 協同組合サンクス商品券

島根県 浜田商工会議所 浜田市共通商品券

島根県 斐川町商工センター協同組合 斐川町商工センター協同組合商品券
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島根県 協同組合横田ショッピングセンター 横田蔵市商品券

岡山県 協同組合連合会岡山市表町商店街連盟 表町　商品券

岡山県 久米郡商工会 久米郡商工会商品券「かけはし」

広島県 竹原商工会議所 竹原市内共通商品券

広島県 瀬野川町商工会 みみずく商品券

広島県 協同組合三次ショッピングセンター ＣＣプラザ商品券

山口県 周南市内共通商品券店会協同組合 周南市内共通商品券

山口県 萩市共通商品券協同組合 萩市共通商品券

山口県 防府商工会議所 防府市内共通商品券

山口県 山口商工会議所 山口商工会議所共通商品券

徳島県 海南町商業協同組合 海南町商業協同組合商品券

香川県 宇多津商工会グリーンショップ会 宇多津商工会グリーンショップ商品券

香川県 さぬき市 さぬき市共通商品券
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香川県 讃岐三木商業協同組合 ベルシティ　商品券

香川県 小豆島商業協同組合 なかよし商品券

香川県 東かがわ市 ありがとう券

香川県 まんのう町 まんのう町商品券

愛媛県 宇和町商業協同組合 れんげ商品券

愛媛県 周桑商工会 丹原いきいき商品券

愛媛県 だんだんシール会 鬼北町だんだんシール会商品券

高知県 黒潮町商工会 くろしお町商品券

高知県 梼原町商工会 雲の上の町ゆすはら商品券

福岡県 筑前町商工会 筑前町商工会商品券

佐賀県 白石町商工会 白石商品券

長崎県 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

長崎県 宇久町スタンプ協同組合 うっくんスタンプ商品券
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長崎県 小値賀町商工会 おっとん商品券

長崎県 協同組合口之津ショッピングセンター サンピア商品券

長崎県 多良見町商工会 たらみ共通商品券

長崎県 波佐見町商店振興会 ハサミックカードお買い物券

長崎県 協同組合ほくほくスタンプ会 ほくほくスタンプ商品券

熊本県 下通繁栄会 下通お買い物券

熊本県 協同組合菊池ショッピングプラザ夢空間 夢空間商品券

熊本県 協同組合たまなスタンプ会 ハロースタンプ商品券

熊本県 協同組合人吉商連 人吉商連　商品券

熊本県 湯前町商工会 湯前ふるさと商品券

大分県 株式会社大分市商連 大分市商連　商品券

大分県 竹田商工会議所 竹田商工会議所　地域商品券

大分県 竹田町商店街振興組合 竹田町商店街振興組合商品券
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大分県 挾間町商工会 挾間町　商品券

大分県 姫島村商工会　 姫島村商工会商品券

大分県 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　

宮崎県 えびの市商工会 田の神さあ商品券

宮崎県 北浦町商工会シール会 北浦町商工会シール会商品券

宮崎県 北方町商工会 北方町商工会商品券

宮崎県 北川町商工会 エコ宮崎県延岡市北川町商工会商品券

宮崎県 北郷商工会 北郷商工会商品券

宮崎県 五ヶ瀬町商工会 五ヶ瀬町商工会商品券

宮崎県 野尻町商工会 野尻町商工会振興会商品券

宮崎県 日之影町商工会 日之影町商工会商品券

宮崎県 諸塚村商工会 諸塚村商工会商品券

鹿児島県 頴娃町商工会 頴娃町商工会商品券
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鹿児島県 鹿児島県経済農業協同組合連合会 農協共通商品券

鹿児島県 加治木町商工会 加治木町商工会商品券

鹿児島県 川辺町スタンプ会 川辺町スタンプ会商品券

鹿児島県 霧島商工会議所・霧島市商工会 プレミアム付霧島市共通商品券

鹿児島県 栗野ポイント会 栗野ポイント会商品券

鹿児島県 曽於市商工会 曽於市共通商品券　チューリップ券

鹿児島県 垂水スタンプ会 垂水スタンプ会商品券

鹿児島県 中種子町スタンプ会 中種子町スタンプ会商品券

鹿児島県 和泊町商工会 にこにこ買い物券

２.　地域産品

【Ｃ. 全国型地域産品の提供事業者】　　10件

サービス名事業者名
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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

株式会社サニーフーズ 産直食品卸問屋

株式会社三喜 SUNFUNNY　GOURMETLAND

株式会社自遊人倶楽部 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

【Ｄ. 各都道府県の地域産品提供事業者】　　47件

都道府県 事業者名 サービス名

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

15／18



北海道 株式会社北のグルメ 北のグルメ

北海道 生活協同組合コープさっぽろ コープさっぽろギフトカタログ

北海道 株式会社そうべい 北海道の特産品

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

岩手 株式会社Ａコープ北東北 いわて純情ギフト(選べるカタログ）

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 ふるさとマルシェ

栃木 協同組合宇都宮餃子会 宇都宮餃子

千葉 花企画株式会社 しんぱたけ

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 株式会社コメリ コメリ産直市場

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
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新潟 株式会社ゆのたに 新潟食楽園（新潟県アンテナショップ）

石川 金沢ケーブルテレビネット株式会社 金沢楽座

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」

長野 株式会社信濃屋酒店 諏訪地方の地酒

三重 株式会社アーリー・バード 松阪市広域地区の特産品

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 但馬漁業協同組合 兵庫県日本海の海産物

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」

和歌山 大塔村観光事業振興会 大塔のおすすめ産品

和歌山 株式会社バーチャル和歌山 和歌山の旨いもんお取り寄せ　紀州三昧
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鳥取 有限会社長生堂 鳥取県特産品お取り寄せ

鳥取 鳥取県商工会連合会 鳥取美味広場ギフトセット

鳥取 社団法人鳥取県物産協会 鳥取県特産品

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 香川県の特産品

香川 四国旅客鉄道株式会社 JR四国カタログショッピングふる里エキスプレスStation

愛媛 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりネットショップ　さいさいきて屋

長崎 社団法人長崎県水産加工振興協会 平成「長崎俵物」ギフトセット

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 熊本県伝統工芸協会工芸ショップ匠 熊本県伝統工芸品

熊本 社団法人熊本県物産振興協会 くまもと県産品ふるさとセット
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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 大分県特産品お取り寄せ

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」

鹿児島 株式会社タイヨー 鹿児島県・宮崎県特産品のお取り寄せ

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
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３.　環境配慮製品

【Ｅ. 省エネ・環境配慮製品等提供事業者】　　10件

サービス名

アスクル株式会社 アスクルのエコ商品

株式会社大塚商会 環境に優しい「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

株式会社セシール セシールのエコ商品

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

株式会社ローソンエンターメディア ローソンネットショッピング　エコセレクト

事業者名
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