
銘柄コード 銘柄名 優待内容

130100 極洋 自社製品

133200 ニッスイ 自社商品

137500 雪国まいたけ 自社製品

137900 ホクト 自社グループ製品

138000 秋川牧園 自社製品

138400 ホクリヨウ たまごギフト券

141700 ミライト・ワン クオカード

142000 サンヨーホームズ クオカード

143100 Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ クオカード等

151500 日鉄鉱業 ミネラルウォーター

151800 三井松島ホールディングス 施設割引券等

172600 ビーアールホールディングス クオカード

173400 北弘電社 クオカード

173800 ＮＩＴＴＯＨ おこめ券等

176200 高松コンストラクショングループ 米

178000 ヤマウラ 地場商品

179500 マサル 宝くじ

180100 大成建設 ゴルフ場優待券

180300 清水建設 自社木製グッズ

180800 長谷工コーポレーション サービス利用券等

182800 田辺工業 クオカード

186000 戸田建設 商品

190400 大成温調 クオカード

192500 大和ハウス工業 優待券

195100 エクシオグループ クオカード

195200 新日本空調 カタログギフト等

196500 テクノ菱和 新茶

197600 明星工業 ＪＣＢギフトカード

199200 神田通信機 クオカード

200100 ニップン 自社商品等

200200 日清製粉グループ本社 自社グループ会社製品

200400 昭和産業 自社商品

205300 中部飼料 クオカード等

205800 ヒガシマル 自社製品

210900 ＤＭ三井製糖ホールディングス 自社グループ製品等

211200 塩水港精糖 自社製品

211700 日新製糖 自社製品

212700 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 米

213900 中広 クオカード

217300 博展 クオカード

217900 成学社 クオカード

219600 エスクリ 自社サービス割引券等

220400 中村屋 自社商品

220700 名糖産業 自社又はグループ製品

220900 井村屋グループ 自社グループ製品

221800 日糧製パン 自社製品



222100 岩塚製菓 自社製品

222200 寿スピリッツ 自社グループ製品

222400 コモ 自社製品

226700 ヤクルト本社 自社商品等

226900 明治ホールディングス 自社グループ製品

228200 日本ハム 自社グループ商品

229100 福留ハム 自社製品詰合せ

229300 滝沢ハム 自社製品

229600 伊藤ハム米久ホールディングス 自社グループ商品

230900 シミックホールディングス 地域特産品

232700 日鉄ソリューションズ クオカード

234400 平安レイサービス 食品及び自社割引券

235900 コア 博物館無料入場証

237600 サイネックス クオカード

237800 ルネサンス スポーツクラブ優待券

241200 ベネフィット・ワン 施設等料金割引

245300 ジャパンベストレスキューシステム 施設利用割引券

245400 オールアバウト 自社ポイント

246400 ビジネス・ブレークスルー 受講料割引等

246900 ヒビノ 自社ポイント

247500 ＷＤＢホールディングス クオカード

253100 宝ホールディングス 自社グループ商品

255100 マルサンアイ 自社製品

258800 プレミアムウォーターホールディングス ミネラルウォーター等

259400 キーコーヒー 自社製品

259900 ジャパンフーズ 自社製品

260200 日清オイリオグループ 自社製品

260700 不二製油グループ本社 自社グループ関連製品

261200 かどや製油 自社製品

261300 Ｊ－オイルミルズ 自社製品

265200 まんだらけ 買物券

266400 カワチ薬品 買物割引券

267600 高千穂交易 おこめ券

268100 ゲオホールディングス リユース割引券

269200 伊藤忠食品 セレクトギフト

269400 焼肉坂井ホールディングス 割引券等

270500 大戸屋ホールディングス 飲食券

270800 久世 米

273000 エディオン 自社ギフトカード

273300 あらた クオカード

275000 石光商事 自社取扱商品

275300 あみやき亭 飲食券

276400 ひらまつ 飲食代割引等

279000 ナフコ ＵＣギフトカード

280100 キッコーマン 自社グループ商品

280200 味の素 自社グループ商品

280400 ブルドックソース 自社製品



280500 ヱスビー食品 自社製品

280600 ユタカフーズ 自社製品

281000 ハウス食品グループ本社 自社グループ製品等

281200 焼津水産化学工業 自社グループ会社商品

281300 和弘食品 北海道産品

281400 佐藤食品工業 自社製品

281500 アリアケジャパン 商品

281600 ダイショー 自社製品

281800 ピエトロ 自社商品

281900 エバラ食品工業 自社商品

283100 はごろもフーズ 自社製品

287500 東洋水産 自社製品

289400 石井食品 自社製品等

289700 日清食品ホールディングス 自社グループ製品

289900 永谷園ホールディングス 自社グループ商品

290100 石垣食品 自社製品

290300 シノブフーズ のり又はのり詰合せ

290700 あじかん 自社製品

290800 フジッコ 自社製品

291100 旭松食品 自社製品

291500 ケンコーマヨネーズ 自社製品

291900 マルタイ 自社製品

292200 なとり 自社製品

292800 ＲＩＺＡＰグループ 自社ポイント等

297600 日本グランデ クオカード

300200 グンゼ 自社商品又はポイント

302000 アプライド 自社ポイント等

302400 クリエイト クオカード

303200 ゴルフ・ドゥ 優待割引券等

303400 クオールホールディングス カタログギフト

303600 アルコニックス カタログギフト

305800 三洋堂ホールディングス 図書カード等

305900 ヒラキ 買物券

306600 ＪＢイレブン 食事券

306700 東京一番フーズ 食事券

306800 ＷＤＩ 飲食券

306900 ＪＦＬＡホールディングス 商品

307700 ホリイフードサービス おこめ券

307900 ディーブイエックス クオカード

308800 マツキヨココカラ＆カンパニー 自社グループ商品券

309600 オーシャンシステム 買物割引券又は米

309900 三越伊勢丹ホールディングス 買物割引カード

311300 Ｏａｋ　キャピタル 自社ポイント

313200 マクニカホールディングス クオカード

313300 海帆 食事券

315100 バイタルケーエスケー・ホールディングス 自社関連商品

315700 ジューテックホールディングス クオカード



316600 ＯＣＨＩホールディングス クオカード

316700 ＴＯＫＡＩホールディングス クオカード

317300 Ｃｏｍｉｎｉｘ 自社ポイント

317500 エー・ピーホールディングス 飲食券

317800 チムニー 飲食券

317900 シュッピン 優待券

318300 ウイン・パートナーズ クオカード

318500 夢展望 自社ポイント

320200 ダイトウボウ 割引券及びクオカード

320500 ダイドーリミテッド 自社取扱商品等

322100 ヨシックスホールディングス 飲食券

322400 ゼネラル・オイスター ポイント等

323200 三重交通グループホールディングス 買物割引カード等

327500 ハウスコム 自社ポイント

328900 東急不動産ホールディングス 宿泊割引券等

329100 飯田グループホールディングス 施設利用券等

330600 日本製麻 自社製品

331700 フライングガーデン 優待券

334100 日本調剤 買物券

334600 ２１ＬＡＤＹ 子会社商品等

334700 トラスト レンタカー利用割引等

337100 ソフトクリエイトホールディングス クオカード

337200 関門海 飲食券

339500 サンマルクホールディングス 飲食代割引カード

339700 トリドールホールディングス 飲食割引券

342300 エスイー 商品

343400 アルファ 商品

343500 サンコーテクノ クオカード

346700 アグレ都市デザイン クオカード

347700 フォーライフ 自社ポイント

348400 テンポイノベーション ジェフグルメカード

351200 日本フエルト クオカード

352100 エコナックホールディングス 温浴施設利用券

352900 アツギ 自社商品購入割引

354200 ベガコーポレーション 買物割引クーポン

355600 リネットジャパングループ 自社買物券

356100 力の源ホールディングス 優待券

356300 ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 飲食割引券

356900 セーレン 自社商品割引

359100 ワコールホールディングス 自社グループ商品券等

359800 山喜 買物券等

361200 ワールド 買物券

363500 コーエーテクモホールディングス 自社選定商品割引

364000 電算 ギフトカード

364100 パピレス 電子書籍レンタル券

364800 ＡＧＳ ＶＪＡギフトカード等

366600 テクノスジャパン 自社ポイント



367000 協立情報通信 カタログギフト

370800 特種東海製紙 図書カード等

371000 ジョルダン サービス利用権

373800 ティーガイア クオカード

376300 プロシップ クオカード

377800 さくらインターネット クオカード

380000 ユニリタ 自社ポイント

383000 ギガプライズ クオカード

383500 ｅＢＡＳＥ クオカード

383700 アドソル日進 クオカード

383900 ＯＤＫソリューションズ クオカード

384400 コムチュア クオカード

386100 王子ホールディングス カタログギフト券等

386300 日本製紙 自社グループ製品

388000 大王製紙 自社商品詰合せ

392400 ランドコンピュータ 自社ポイント

392600 オープンドア クオカード

392700 フーバーブレイン クオカード

393300 チエル クオカード

393400 ベネフィットジャパン クオカード等

394300 大石産業 クオカード

395400 昭和パックス 新米

396200 チェンジ 自社ポイント

396900 エイトレッド クオカード

400800 住友精化 クオカード

406100 デンカ 自社子会社製品割引

408800 エア・ウォーター 自社グループ製品

410200 丸尾カルシウム クオカード

424600 ダイキョーニシカワ クオカード

424700 ポバール興業 クオカード

427500 カーリットホールディングス ＵＣギフトカード

429900 ハイマックス クオカード

430100 アミューズ イベント招待等

430400 Ｅストアー クオカード

431000 ドリームインキュベータ 自社ポイント

431800 クイック クオカード

431900 ＴＡＣ 受講割引券

433700 ぴあ ギフトカード

434400 ソースネクスト 株主優待ポイント

434700 ブロードメディア 自社子会社ポイント

436200 日本精化 自社子会社商品

436500 松本油脂製薬 食品

438700 ＺＵＵ 自社クーポン

440900 東邦化学工業 クオカード

443600 ミンカブ・ジ・インフォノイド 自社ポイント

446100 第一工業製薬 自社商品

446200 石原ケミカル クオカード等



446400 ソフト９９コーポレーション 自社製品等

452400 森下仁丹 自社グループ商品

452600 理研ビタミン 自社関連商品

452700 ロート製薬 通信販売割引等

453900 日本ケミファ 自社商品割引

454300 テルモ 自社製品割引等

455900 ゼリア新薬工業 健康ドリンク等

461100 大日本塗料 クオカード

462300 アサヒペン 自社製品

462400 イサム塗料 クオカード

462500 アトミクス クオカード

462800 エスケー化研 カタログギフト

463500 東京インキ クオカード

463600 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 自社ポイント

465000 ＳＤエンターテイメント 買物割引券

466100 オリエンタルランド １デーパスポート

466200 フォーカスシステムズ 自社ポイント

466500 ダスキン 自社金券

467600 フジ・メディア・ホールディングス 手帳等

467800 秀英予備校 図書カード

467900 田谷 美容室優待券

468000 ラウンドワン 施設等利用割引券

468100 リゾートトラスト 飲食・宿泊割引券

469100 ワシントンホテル ホテル優待券

469400 ビー・エム・エル クオカード

471800 早稲田アカデミー クオカード等

472000 城南進学研究社 クオカード

473200 ユー・エス・エス クオカード

473300 オービックビジネスコンサルタント クオカード

476200 エックスネット クオカード

476500 モーニングスター 自社ウェブ新聞等

479200 山田コンサルティンググループ 自社グループ出版物

480100 セントラルスポーツ スポーツクラブ優待券

481600 東映アニメーション クオカード

482800 ビジネスエンジニアリング クオカード

483800 スペースシャワーネットワーク クオカード

490100 富士フイルムホールディングス グループ商品割引等

491700 マンダム 自社製品

492100 ファンケル 自社製品等

492300 コタ 自社製品

492500 ハーバー研究所 買物割引券

492600 シーボン 自社商品セット

492800 ノエビアホールディングス 自社グループ商品

492900 アジュバンホールディングス 自社商品

495100 エステー 自社製品

497000 東洋合成工業 千葉県・淡路島特産品

497700 新田ゼラチン 自社商品



499000 昭和化学工業 グループ地域特産品等

499400 大成ラミック 自社関連商品

499800 フマキラー 自社商品詰合せ

512100 藤倉コンポジット 通信販売割引等

512800 ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ 自社ポイント

514200 アキレス カタログ買物割引

516100 西川ゴム工業 クオカード

518600 ニッタ 自社グループ会社製品

520400 石塚硝子 クオカード

526100 リソルホールディングス 自社商品券

527300 三谷セキサン クオカード

528500 ヤマックス 自社工場見学会

533100 ノリタケカンパニーリミテド 食器等買物割引券

533200 ＴＯＴＯ 自社商品

534300 ニッコー 陶磁器商品等

534400 ＭＡＲＵＷＡ コンサート招待等

535500 日本ルツボ クオカード

536300 ＴＹＫ クオカード

540100 日本製鉄 概況説明会

541100 ＪＦＥホールディングス 自社グループ工場見学

544000 共英製鋼 クオカード

544500 東京鐵鋼 クオカード

544600 北越メタル クオカード

544900 大阪製鐵 クオカード

545100 淀川製鋼所 カタログギフト等

546300 丸一鋼管 おこめ券

548100 山陽特殊製鋼 カレンダー等

565900 日本精線 クオカード

571100 三菱マテリアル 自社取扱品割引等

572900 日本精鉱 クオカード

575700 ＣＫサンエツ 米等

582100 平河ヒューテック クオカード

583000 いよぎんホールディングス 愛媛県産品等

583200 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 岡山県特産品等

590200 ホッカンホールディングス 缶詰詰合せ

590600 エムケー精工 宿泊無料券

590900 コロナ クオカード

591100 横河ブリッジホールディングス クオカード

592300 高田機工 クオカード

592900 三和ホールディングス クオカード

593300 アルインコ 商品券

593500 元旦ビューティ工業 屋根の無料診断等

593900 大谷工業 名産品

594100 中西製作所 マックカード

594900 ユニプレス 自社ポイント

595500 ヤマシナ 自社ポイント

595600 トーソー 図書カード又は商品



596900 ロブテックス クオカード

597000 ジーテクト クオカード

597600 ネツレン クオカード

598800 パイオラックス クオカード等

598900 エイチワン クオカード

605900 ウチヤマホールディングス おこめ券

607300 アサンテ ギフトカード

608200 ライドオンエクスプレスホールディングス 飲食券

608700 アビスト 自社子会社製品等

608900 ウィルグループ クオカード

609600 レアジョブ 優待券

611100 旭精機工業 クオカード

614400 西部電機 クオカード

615700 日進工具 クオカード

618600 一蔵 割引券

619100 エアトリ 自社ポイント

621000 東洋機械金属 自社ポイント

621800 エンシュウ 静岡県特産品

622200 島精機製作所 直営施設取扱商品等

623800 フリュー 自社ポイント

624000 ヤマシンフィルタ マスク等

624700 日阪製作所 クオカード

624900 ゲームカード・ジョイコホールディングス セレクト商品

625800 平田機工 クオカード

626200 ペガサスミシン製造 カタログギフト

628200 オイレス工業 自社ポイント

629300 日精樹脂工業 長野県特産品

629400 オカダアイヨン 自社ポイント

630100 コマツ 自社製品

630600 日工 クオカード等

633200 月島機械 新米

633300 帝国電機製作所 クオカード

636500 電業社機械製作所 静岡茶

637000 栗田工業 飲料水

637100 椿本チエイン 自社ポイント

640500 鈴茂器工 ジェフグルメカード

640600 フジテック 自社ポイント

640700 ＣＫＤ クオカード

641200 平和 プレー料金割引券

641700 ＳＡＮＫＹＯ ゴルフ場割引券

641900 マースグループホールディングス クオカード

642000 フクシマガリレイ クオカード

642400 高見沢サイバネティックス クオカード

645800 新晃工業 図書カード

646300 ＴＰＲ おこめ券

648400 ＫＶＫ 入浴剤等

648500 前澤給装工業 クオカード



649000 日本ピラー工業 クオカード

651700 デンヨー おこめ券

653900 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 商品交換ポイント

654900 ディーエムソリューションズ 自社取扱商品

655600 ウェルビー サプリメント

656200 ジーニー 自社ポイント

656400 ミダックホールディングス クオカード

656900 日総工産 自社ポイント

657000 共和コーポレーション 優待券等

657400 コンヴァノ 自社商品

658000 ライトアップ コンサルサービス等

658600 マキタ クオカード等

659400 日本電産 博物館無料入館証等

662300 愛知電機 商品

665500 東洋電機 クオカード

667000 ＭＣＪ パソコン診断券等

673000 アクセル クオカード

673700 ＥＩＺＯ 自社製品割引

675800 ソニーグループ 買物割引券

678800 日本トリム 自社商品割引券

679400 フォスター電機 自社商品割引

680300 ティアック 買物割引クーポン

681900 伊豆シャボテンリゾート グループ施設招待券

682000 アイコム グルメギフト券

682300 リオン ジェフグルメカード

685000 チノー 自社ポイント

686200 ミナトホールディングス クオカード等

690100 澤藤電機 クオカード

690400 原田工業 クオカード

692600 岡谷電機産業 おこめ券

694100 山一電機 クオカード

694700 図研 クオカード

696700 新光電気工業 カタログギフト

697100 京セラ 自社グループ製品割引

702200 サノヤスホールディングス 観覧車利用券等

704000 サン・ライフホールディング グループ施設利用券

704200 アクセスグループ・ホールディングス 自社ポイント

710500 三菱ロジスネクスト クオカード

712700 一家ホールディングス 食事券

716400 全国保証 クオカード

716700 めぶきフィナンシャルグループ 地元特産品等

717300 東京きらぼしフィナンシャルグループ 金利優遇等

718200 ゆうちょ銀行 カタログギフト

718600 コンコルディア・フィナンシャルグループ 金利優遇等

718700 ジェイリース 自社ポイント

719100 イントラスト クオカード

719200 日本モーゲージサービス クオカード等



720100 日産自動車 新車購入時特典

720800 カネミツ クオカード

721200 エフテック クオカード

721800 田中精密工業 新米

722000 武蔵精密工業 自社関連会社商品等

723100 トピー工業 交通傷害保険等

724500 大同メタル工業 クオカード

726400 ムロコーポレーション 金券

726700 ホンダ 施設利用券等

727100 安永 伊賀地方特産品

727700 ＴＢＫ クオカード又は米

728000 ミツバ 群馬県産品

729400 ヨロズ 商品又はクオカード

729600 エフ・シー・シー 特産品

731300 テイ・エス　テック クオカード等

732200 三十三フィナンシャルグループ 金利優遇等

732700 第四北越フィナンシャルグループ 新潟県特産品等

733700 ひろぎんホールディングス ギフトカード

735000 おきなわフィナンシャルグループ 金利優遇等

738000 十六フィナンシャルグループ ミネラルウォーター等

738400 プロクレアホールディングス 商品

738900 あいちフィナンシャルグループ 金利優遇等

741200 アトム 自社ポイント

741300 創健社 自社取扱商品

741600 はるやまホールディングス 買物割引券等

741700 南陽 クオカード

741900 ノジマ 買物割引券等

742100 カッパ・クリエイト 自社ポイント

743800 コンドーテック 自社ポイント

744100 Ｍｉｓｕｍｉ 買物割引券

744200 中山福 カタログギフト

744300 横浜魚類 水産加工品及び水産物

745500 パリミキホールディングス 買物割引カード

745600 松田産業 クオカード

745800 第一興商 カラオケ優待券

746300 アドヴァングループ クオカード

747500 アルビス 買物券又は名産品

748100 尾家産業 ビーフカレー等

748200 シモジマ クオカード

748300 ドウシシャ ギフトセット

749000 日新商事 カタログギフト

749400 コナカ 買物割引券

750200 プラザクリエイト本社 自社商品及び買物券等

750400 高速 クオカード等

750600 ハウス　オブ　ローゼ 自社商品

751000 たけびし クオカード

752200 ワタミ 飲食券



752500 リックス クオカード

753800 大水 水産加工品

755000 ゼンショーホールディングス 飲食券

755200 ハピネット オリジナル玩具等

755400 幸楽苑ホールディングス 飲食券等

755500 大田花き クオカード

756100 ハークスレイ クオカード等

756200 安楽亭 飲食券

757000 橋本総業ホールディングス クオカード

757100 ヤマノホールディングス 買物券

757800 ニチリョク 墓石工事代金割引等

759300 ＶＴホールディングス 車購入割引券等

760600 ユナイテッドアローズ 買物割引券

761500 ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 買物割引券

761600 コロワイド 自社ポイント

761800 ピーシーデポコーポレーション 買物券

762800 オーハシテクニカ おこめ券

763400 星医療酸器 入居一時金割引等

763500 杉田エース 自社取扱商品

763800 ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 買物割引カード等

764700 音通 商品

767000 オーウエル 商品

767800 あさくま 食事券

770500 ジーエルサイエンス クオカード

772100 東京計器 自社ポイント

773200 トプコン メガネ割引券

774300 シード 自社ポイント

775200 リコー 自社製品特別販売

777900 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 自社製品利用割引

778000 メニコン 自社商品等

781700 パラマウントベッドホールディングス クオカード

783200 バンダイナムコホールディングス 自社ポイント

783700 アールシーコア 別荘レンタル割引等

784000 フランスベッドホールディングス 自社グループ製品等

785700 セキ 美術館招待券等

785900 アルメディオ クオカード

786000 エイベックス チケット優先予約等

786400 フジシールインターナショナル クオカード

786700 タカラトミー 自社商品購入割引等

787200 エステールホールディングス クオカード

787400 レック 日用品詰合せ

787500 竹田印刷 クオカード

787700 永大化工 クオカード

788300 サンメッセ クオカード

789300 プロネクサス クオカード

790200 ソノコム クオカード

790600 ヨネックス 自社クーポン



791100 凸版印刷 博物館入館券等

791400 共同印刷 クオカード等

791700 藤森工業 クオカード

791800 ヴィア・ホールディングス 飲食券

793200 ニッピ 自社商品

793700 ツツミ クオカード

793800 リーガルコーポレーション 買物券

793900 研創 クオカード

794200 ＪＳＰ クオカード

795100 ヤマハ 自社グループ商品等

795200 河合楽器製作所 コンサート招待等

795800 天馬 クオカード

796100 兼松サステック クオカード

797900 松風 自社製品

798700 ナカバヤシ 自社製品等

799000 グローブライド クオカード

799900 ＭＵＴＯＨホールディングス カタログギフト

800500 スクロール 自社ポイント

800600 ユアサ・フナショク 飲食宿泊代割引券

801200 長瀬産業 カタログギフト

802200 ミズノ 買物割引券等

802500 ツカモトコーポレーション 自社企画品

803000 中央魚類 水産物

803200 日本紙パルプ商事 トイレットペーパー

804300 スターゼン 自社グループ製品等

804500 横浜丸魚 クオカード

805200 椿本興業 クオカード

807100 東海エレクトロニクス クオカード

808100 カナデン クオカード

808400 菱電商事 クオカード

808600 ニプロ ＪＣＢギフトカード

809300 極東貿易 クオカード

810400 クワザワホールディングス クオカード

810500 堀田丸正 グループ商品

810700 キムラタン 買物券

811100 ゴールドウイン 自社商品

811400 デサント 自社取扱商品割引券

811700 中央自動車工業 優待品

811800 キング 優待セール招待等

811900 三栄コーポレーション 自社ポイント

812300 川辺 自社製品

812900 東邦ホールディングス 自社グループ取扱商品

813100 ミツウロコグループホールディングス 自社商品及び商品券

813500 ゼット 自社取扱商品割引

813600 サンリオ 自社商品等

814700 トミタ クオカード

815300 モスフードサービス 飲食券



815800 ソーダニッカ クオカード

815900 立花エレテック クオカード

816000 木曽路 飲食券

816300 ＳＲＳホールディングス 飲食券

817300 上新電機 買物割引券

818200 いなげや 買物割引券

819000 ヤマナカ 自社電子マネー

820700 テンアライド 飲食券

820800 エンチョー 買物割引券

820900 フレンドリー 飲食券

821400 ＡＯＫＩホールディングス 買物割引券等

821500 銀座山形屋 買物割引券

821800 コメリ 自社ギフトカード

821900 青山商事 買物割引券

822500 タカチホ 自社商品詰合せ

824200 エイチ・ツー・オー　リテイリング 買物割引券等

825500 アクシアル　リテイリング 買物割引券

827900 ヤオコー 買物割引券

828100 ゼビオホールディングス 買物割引券

828200 ケーズホールディングス 買物券

828500 三谷産業 陶磁器製品

829100 日産東京販売ホールディングス クオカード

830800 りそなホールディングス 自社ポイント

833100 千葉銀行 千葉県特産品等

833400 群馬銀行 地元特産品

833700 千葉興業銀行 金利優遇等

834100 七十七銀行 地元特産品等

834500 岩手銀行 手数料無料等

834600 東邦銀行 カタログギフト

835400 ふくおかフィナンシャルグループ 金利優遇等

836100 大垣共立銀行 金利優遇等

836200 福井銀行 福井県特産品

836500 富山銀行 クオカード

836600 滋賀銀行 滋賀県特産品

836700 南都銀行 クオカード等

836800 百五銀行 三重県特産品

838100 山陰合同銀行 ＶＪＡギフトカード

838300 鳥取銀行 クオカード

838600 百十四銀行 香川県特産品

838700 四国銀行 クオカード等

838800 阿波銀行 徳島県特産品等

839800 筑邦銀行 クオカード

841800 山口フィナンシャルグループ クオカード等

842400 芙蓉総合リース 商品又は図書カード

842500 みずほリース クオカード

843900 東京センチュリー クオカード等

846200 フューチャーベンチャーキャピタル カタログギフト



847300 ＳＢＩホールディングス 子会社商品引換券

852100 長野銀行 金利優遇

852200 名古屋銀行 地元特産品

854400 京葉銀行 金利優遇等

855100 北日本銀行 金利優遇又は特産品

855400 南日本銀行 金利優遇

856300 大東銀行 金利優遇

856600 リコーリース クオカード等

859100 オリックス カタログギフト等

859600 九州リースサービス クオカード

860100 大和証券グループ本社 名産品等

861300 丸三証券 のり詰合せ

861600 東海東京フィナンシャル・ホールディングス クオカード等

869700 日本取引所グループ クオカード

869800 マネックスグループ 自社ポイント

870000 丸八証券 クオカード

870500 日産証券グループ クオカード

871400 池田泉州ホールディングス 特産品等又は金利優遇

874200 小林洋行 おこめ券

876900 アドバンテッジリスクマネジメント サービス利用権

877100 イー・ギャランティ クオカード

877200 アサックス クオカード

878300 ＧＦＡ 自社子会社ポイント

879300 ＮＥＣキャピタルソリューション カタログ商品

880300 平和不動産 ＷＥＢカタログギフト

884100 テーオーシー アロマバスオイル等

885000 スターツコーポレーション 優待券

886000 フジ住宅 クオカード等

886400 空港施設 宿泊割引券

886900 明和地所 自社ポイント

887600 リログループ 施設等料金割引

887700 エスリード 商品

888100 日神グループホールディングス ゴルフ場優待券

892000 東祥 優待券

893400 サンフロンティア不動産 ホテル利用割引券

893500 ＦＪネクストホールディングス カタログギフト等

898600 大和証券リビング投資法人 入居金割引券等

900100 東武鉄道 電車回数券等

900300 相鉄ホールディングス 電車回数券等

900500 東急 電車・バス乗車券等

900600 京浜急行電鉄 宿泊割引券等

900700 小田急電鉄 電車乗車証等

900800 京王電鉄 買物割引券等

900900 京成電鉄 電車優待乗車券等

901000 富士急行 施設利用割引券

901200 秩父鉄道 電車乗車証等

901700 新潟交通 ホテル優待券



902000 東日本旅客鉄道 ドリンク割引券

902100 西日本旅客鉄道 運賃・料金割引券等

902200 東海旅客鉄道 運賃・料金割引券

902400 西武ホールディングス 電車・バス乗車券等

902700 ロジネット　ジャパン 自社商品

903100 西日本鉄道 電車・バス乗車券等

903300 広島電鉄 電車乗車券等

903500 第一交通産業 タクシークーポン券等

903900 サカイ引越センター 米

904100 近鉄グループホールディングス 自社グループ割引券

904200 阪急阪神ホールディングス 電車回数カード等

904400 南海電気鉄道 電車乗車カード等

904500 京阪ホールディングス 電車乗車券等

904600 神戸電鉄 電車乗車証等

904800 名古屋鉄道 電車線乗車証等

904900 京福電気鉄道 電車乗車証等

905100 センコン物流 米及び東北特産品等

905200 山陽電気鉄道 電車乗車券等

905500 アルプス物流 クオカード

905700 遠州トラック クオカード等

905900 カンダホールディングス 図書カード

906000 日本ロジテム 自社取引先商品

907600 セイノーホールディングス 買物券

907800 エスライン クオカード

908100 神奈川中央交通 ゴルフ場割引券等

908200 大和自動車交通 クオカード

908300 神姫バス グループ優待券

908500 北海道中央バス バス乗車割引券等

909900 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 豆菓子又は新米

910100 日本郵船 クルーズ割引券

910400 商船三井 フェリー運賃割引券等

911900 飯野海運 自社ポイント

913000 共栄タンカー クオカード

914200 九州旅客鉄道 自社グループ優待券

917100 栗林商船 宿泊割引券

920100 日本航空 運賃割引券等

920200 ＡＮＡホールディングス 運賃・料金割引券等

920600 スターフライヤー 運賃割引券等

922300 ＡＳＮＯＶＡ 自社ポイント

930500 ヤマタネ カレンダー等

931000 日本トランスシティ 自社選定商品等

931900 中央倉庫 クオカード

932200 川西倉庫 クオカード

932400 安田倉庫 おこめ券

936700 大東港運 クオカード

936800 キムラユニティー おこめ券

938000 東海運 クオカード



938500 ショーエイコーポレーション 株主優待ポイント

940100 ＴＢＳホールディングス クオカード

940500 朝日放送グループホールディングス クオカード

940900 テレビ朝日ホールディングス グループ商品割引等

941300 テレビ東京ホールディングス クオカード

942800 クロップス カタログギフト

943200 日本電信電話 自社グループポイント

943300 ＫＤＤＩ 商品カタログギフト

943600 沖縄セルラー電話 カタログギフト

946700 アルファポリス 自社刊行書籍

946800 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 自社書籍等

947400 ゼンリン 自社商品

947500 昭文社ホールディングス 自社出版物

951900 レノバ クオカード

953300 東邦ガス 自社ポイント

953400 北海道ガス おこめ券

953500 広島ガス 自社ポイント

960500 東映 映画招待券

961200 ラックランド 東北地方名産品等

961600 共立メンテナンス 自社施設利用割引券

961900 イチネンホールディングス クオカード

962900 ピー・シー・エー クオカード

963300 東京テアトル 映画招待券

963500 武蔵野興業 映画優待券等

963900 三協フロンテア 観戦チケット等

964300 中日本興業 劇場招待券等

965800 ビジネスブレイン太田昭和 クオカード

966300 ナガワ クオカード

966400 御園座 公演観覧券等

967500 常磐興産 施設入場券等

970100 東京會舘 飲食券等

970600 日本空港ビルデング 買物券

971300 ロイヤルホテル 宿泊割引券等

971500 トランスコスモス クオカード等

972300 京都ホテル 宿泊割引等

972600 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 旅行割引券

972800 日本管財 商品

972900 トーカイ 自社製品

973500 セコム 自社サービス割引等

976000 進学会ホールディングス 優待券及びクオカード

976900 学究社 クオカード

978300 ベネッセホールディングス 自社グループ商品等

978800 ナック 化粧品

979100 ビケンテクノ 商品

979900 旭情報サービス カタログギフト

981800 大丸エナウィン クオカード

982300 マミーマート 買物割引券



982800 元気寿司 飲食券

983100 ヤマダホールディングス 買物割引券

983200 オートバックスセブン ギフトカード

984300 ニトリホールディングス 買物割引券

984900 共同紙販ホールディングス 家庭用紙製品

985000 グルメ杵屋 飲食券

985300 銀座ルノアール 飲食券

985400 愛眼 買物割引券

985700 英和 クオカード

986900 加藤産業 ジャム

987300 日本ＫＦＣホールディングス 飲食券

987800 セキド 買物割引券等

988200 イエローハット 買物割引券

988500 シャルレ 自社グループ商品

988700 松屋フーズホールディングス 飲食券

989000 マキヤ 買物割引券

989500 コンセック 健康飲料水等

989600 ＪＫホールディングス 自社ポイント

990000 サガミホールディングス 飲食割引券又は飲食券

990200 日伝 クオカード等

990400 ベリテ 買物券等

991400 植松商会 クオカード

991900 関西フードマーケット 買物割引券

992900 平和紙業 家庭紙詰合せ等

993200 杉本商事 図書カード

993600 王将フードサービス 飲食券

995000 ハチバン 飲食券

995500 ヨンキュウ 自社子会社商品

995600 バローホールディングス 自社ギフトカード

995900 アシードホールディングス クオカード

996900 ショクブン 食品

998000 ＭＲＫホールディングス 買物割引券等

998700 スズケン 自社取扱商品

998900 サンドラッグ 買物券

999000 サックスバー　ホールディングス 買物割引券

999400 やまや 商品券

999500 グローセル クオカード

999600 サトー商会 宮城県産米

999700 ベルーナ 買物券又は取扱商品等


