
【りゅうぎんVisaデビット】ご利用いただけない加盟店一覧

2021年12月28日現在

加盟店名 業種
@NIFTY ISP
@T COM ISP

0630577-National Alliance
1&1 INTERNET 情報サービス

121ware.Com
30 days Album
7!!うぷぷｸﾗﾌﾞ
777 TOWN.NET オンラインゲーム
88モバイル オンラインショッピング

ABC保険保険料
AbemaTV
ACSｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
admin

AIP*SHCTDH TRADE
AIR CAN
airCloset
AKINA-NET ISP

ALOBABY
Ameba
Ameba
AOL ISP

ARTIST ARENA
ASAHIネット ISP

AUHL SERVICE
AZUKEL
BBエキサイト ISP
ＢＢサポート
ＢＢセキュリティ

BBｿﾌﾄｻｰﾋﾞｽ
BBソフトサービス 情報サービス
BIC WiMAX モバイル通信
b-mobile モバイル通信
BODEMO.ORG
BSPSER*BODEMO.ORG
CANON ONLINESHOP

Class kobukuro
CLUB GNU
COCOMEISTER
COMIC CMOA
Commoditymall.com

COMP Online Shop
ＣＯＲＥＣ（ＢｔｏＢ）
CTBメディア ケーブルテレビ

DARLING
DeNA オンラインゲーム
DI SERV 情報サービス
DIGTRACKS.COM
DION ISP
DIS Mobile モバイル通信
DMM.com 動画配信
Doレジ レンタルサーバー

ＤＴＩ・ＴＯＮＥ
ｄマーケット月額サービス
dﾏｰｹｯﾄ月額サービス
ｄマーケット月額利用料

りゅぎんVisaデビットは、高速道路料金や航空会社機内販売、鉄道各社車内販売、ガソリンスタンドなど一部
ご利用いただけない加盟店があります。ご利用前に以下をご確認ください。
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eAccess 通信
e-bey（セカイモン） オンラインショッピング
ECナビケータイ 通信
eFax 情報サービス
EIZAI MAIL ORDER BUSINE

ele-care8526654819
ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ九州支社
ESERVICES 0570055075

e-shops
EXPO 情報サービス
ＥＸＰＯコンテンツ利用料
Faith オンラインショッピング
famille ISP

Ｆａｎｎｅｃｔ
faximo 情報サービス
FeBe 情報サービス
FFM

FFM会員限定 comucomu
FiTrain24沖縄
Fpnet
FREETEL 通信

FRESH!
FT-1809 - WSC-REGENCY MAL
Fujisan.co.jp オンラインショッピング
GALAPAGOS　STORE

ＧＡＭＥＣＯＭ
ＧｅＦｏｒｃｅ　ＮＯＷ
GENOVA

GMO CLOUD K K
GMO ID
GMOとくとくBB ISP
goo ISP

GOOPE
GREENHOUSE
GyaO 情報サービス
GyaO BB ISP
GyaO NEXT 情報サービス
Gコール 情報サービス
Gサーチ 情報サービス

Ha:mo　RIDE利用料
HACHETE　COLLECTIONS
HACHETTE　COLLECTIONS

HDTRACKSCOM
HERJOLFUR - EIMSKIP 交通

HEROZｺﾝﾃﾝﾂ
Hi-Bit ISP
Hi-Ho ISP
HOUR GLASS
Hulu Plus 動画配信

I GOT7 Japan Mobile
Info Sakyu ISP
Info Sphere ISP
iREGi 決済サービス
ISAO ASP
iTSCOM（通信ｻｰﾋﾞｽ利用料）
J:COM ケーブルテレビ

J:COM 2ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｯｸ利用料
J:COM NETｵﾌﾟｼｮﾝ
J:COM NET利用料
J:COM NET利用料
J:COM NET利用料
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J:COM PHONEﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

J:COM TVHDR利用料金
J:COM ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ
J:COM その他諸費用
J:COM まとめ au利用料
J:COM 移動体利用料等
J:COM 電気利用料
Johnny's web
Johnny's web

JOYSOUND　TV
Jpass 決済サービス
JR西日本ICサービス 交通

JR東日本
ＪＲ東日本レンタリース株式会社
JUGEM

junp one
K And M Online Services I
KADASON公式ｻｲﾄ
KAGOYA JAPAN
Knet ISP
KOMOTA
KYORAKUサプライズらんど オンラインゲーム
Ｌａｓｔｒｕｍ　ｍｏｂｉｌｅ

LDHTV
LEAGUE OF LEGENDS
LEONET
LEONET POINT
LIFULL FLOWER
Machinori Charge カーシェアリング

MAYIM
MBS動画ｲｽﾞﾑ
mechakari

MetLife生命　保険料継続
MMS
mopita

mora音楽ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
MyBreakRedSmoothie

NATIONAL RETAIL TENANTS
NECビッグローブ ISP
NET WORLD
NETAGE モバイル通信
NETFLIX 動画配信
New　The安心

ＮＨＫ　放送受信料　
ＮＨＫ　放送受信料　　
NHKオンデマンド
ＮＨＫ放送受信料
NTTｺﾐｭﾆｹｲｼｮﾝｽﾞ

ＮＴＴﾒﾃﾞｨｱｻﾌﾟﾗｲ
NTT西日本ご利用料金

one room back number
OnlineMarket Co,.Ltd

OWV FANCLUB
P.G.C.D. JAPAN
P.G.C.D. JAPAN
PFA*addradianceyj

PFA*BAITE JEW
PFA*BAOX INSDUS

PFA*chunjuxins
PFA*puhengsh

PFA*WONG HUI BUSINESS
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PhotoAlbum
QTent 通信
Quirky ビジネスサービス

ｒａｄｉｋｏ．ｊｐプレミアム　　　　　　
RCB SARL
REDFOX-YOURFASHIONMALLS
RIKUTAKU
RTM
SAIBAASOOSU(KA
SAINSBURYS LOCAL
SAINSBURYS PLC
SAITOCAMERA

SANEI浄水ｶｰﾄﾘｯｼﾞ定期便ｻｰﾋﾞｽ
SANNET ISP
SAPICA 交通

SB　*DIZHI
SBI生命保険料
SBS)サービス株式会社利用料
SEIKANSHO ONLINE SHOP
ＳＥＩＫＹＯ　ｏｎｌｉｎe
SHOPﾌﾟﾘﾐｨ

SIGN DISTRIBUTING
SJNKひまわり生命保険料
SMA　ｱｰﾃｨｽﾄ
SmartKitchen 情報サービス
SMC回線利用料
So-net ISP
SPS 0570-00-7878  AUHL Service
STAMPS.COM ASP

STU48 Mail
sumika
TANEYACLUBHARIE
TBSｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
Team Kobukuro
TiKiTiKiインターネット ISP
TOKAIケーブルネットワーク ケーブルテレビ
TOKAIコミュニケーションズ ASP

TRE ﾓﾊﾞｲﾙ
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＶ
U-netSURF ISP
U-NEXT
U-NEXT 動画配信

uP
ＵＱ　ｍｏｂｉｌｅ　ご利用料金
UQ WiMAX 通信
Urwondermaket Trading Co.
ＵＳＥＮ　音楽放送　利用料

VIDEOPASS
Ｖｉｅｎａ
Walk Softly
Weblio 情報サービス
Wi2 モバイル通信
withPhoto ASP
WONDER NET 情報サービス
Wondermaket Trading Co.
WOWOW 衛星放送
WOWOW視聴料（月額）

WOWOW視聴料（月額）
WWF　ｼﾞｬﾊﾟﾝ　会費
X4ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ
Y!モバイル モバイル通信
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YAHOO SMALL BUSINESS
Yahoo 公金支払 税金
Yahoo!JAPAN 情報サービス
YAMADA Air Mobile モバイル通信
YAMADA Air Mobile WiMAX モバイル通信
YAMADAゴールド会員 情報サービス
YAMADAモバイル モバイル通信
Yoursotore Trading Co.,Lt
ZDNet 情報サービス
アースカー カーシェアリング

アーティスト・サイト
アーティストアリーナ
ｱｰﾃｨｽﾄｻｲﾄ

ｱｰﾃｨｽﾄｻｲﾄ
ｱｲｴｽｶﾞｽﾃﾑ　ｶﾞｽ料金
あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険

あいおいﾆｯｾｲ同和保険料
ｱｲｽﾄｱ-

アイノデンドウシュノ
ｱｲﾌｨﾙﾀｰｼﾖｳﾘｮｳ
ｱｲﾍﾟｯﾄ損害保険 株式会社
ｱｸｱｼｮｯﾌﾟ　ﾘｭｳﾊﾝ

ｱｸｱｾﾚｸﾄ
アクサダイレクト　自動車保険月次

ｱｸﾄｽ
アクトビラ 動画配信
アクトビラ　ビデオ視聴料
ｱｸﾄﾋﾞﾗ ﾋﾞﾃﾞｵ視聴料

ｱｼﾞｱﾝﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰｽﾞ
アスクドクターズ 情報サービス
ｱｽｹﾝ

ｱｽﾄﾓｽｶﾞｽ
アット・ニフティ
ｱｯﾌﾟﾌﾟﾗｽｽﾄｱ
ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄ
ｱﾆｺﾑｿﾝﾎﾟ

アフラック（ＷＥＢ）
ｱﾌﾗｯｸ生命保険(株)
ｱﾍﾞﾏｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ
ｱﾐｭｰｽﾞﾓﾊﾞｲﾙ
アメリカンホーム・ダイレクト 損害保険
アリコ（メットライフ生命） 生命保険

ｱﾙﾍﾟﾝﾌｨｯﾄﾈｽ
ｱﾝｼﾝｾｲﾒｲ ﾎｹﾝﾘﾖｳ

ｱﾝｼﾝﾜｲﾌｧｲｴｽﾌﾟﾗｽ
ｲｰｴﾑﾃｨｰｼﾞｰ
ｲｰｼﾖﾂﾌﾟｽ ﾊﾝｽﾞ
イーモバイル モバイル通信

ｲｽﾞﾒﾃﾞｨｱﾓｰﾙ
ｲﾁｵｸﾆﾝﾉｾﾞｯﾀｲｺﾝｷ
イッツコム ケーブルテレビ

ｲ-ﾈﾂﾄﾜ-ｸｼｽﾃﾑｽﾞ
ｲﾜﾀﾆ近畿 ｶﾞｽ料金等
ｲﾜﾀﾆ九州 株式会社
イワタニ山陽　ガス料金等
ｲﾜﾂｳ
インターネットイニシアティブ ASP
インターリンク ISP

インディペンデントインキュベータ
ｲﾝﾎﾞｲｽ利用料
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ウィルコム 通信
ウェザーリポート 情報サービス

ｳｪﾌﾞﾘﾝｸ
ｳｪﾙﾈｽ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
ｳｫｰﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ
ｳｫｰﾀｰﾜﾝ

うたｺｲﾝ
うたﾊﾟｽ
ｳﾀﾊﾟｽﾍﾞｰｼｯｸ
ｳﾝﾒｲﾄｳｼﾋﾞｰﾅｽﾀｶｷﾞ
エアネット 情報サービス

ｴｲﾁ･ｴｽ損害保険 ﾈｯﾄ海外旅行保険
ｴｲﾑ
ｴｲﾙﾗﾝﾄﾞ
エーユースマートパス
エキサイト ISP

ｴｷｻｲﾄﾌﾚﾝｽﾞ会費
ｴｷﾃﾝ!
ｴｸﾞｻﾞｲﾙﾄﾗｲﾌﾞ

エスコ電気料金
ｴｽ日ﾃﾚｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
ｴﾀｰﾅﾙｿﾞｰﾝｵﾝﾗｲﾝ
ｴｯｶｾｷﾕ
ｴｯｶ石油㈱ ｶﾞｽ料金
エックスサーバー レンタルサーバー
エディオン モバイル通信
エディオンクオルネット モバイル通信
エディオンネット利用料

ｴﾇﾃｲﾃｲ　ｴﾑｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾﾂｿﾞｸ
ｴﾈｱｰｸ関東
ｴﾈｵｽ-ｴｽｴｽ
ｴﾎﾟﾗｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ

ｴﾑﾀﾞﾌﾞﾘｭ-ﾉ-ﾄﾝｽﾄｱ
ｴﾙﾃﾞｨｰｴｲﾁﾓﾊﾞｲﾙ

ｴﾚｸﾄｰﾚ/ｴﾙﾋﾞｭｰ
オイシイミズノタクハイビン
オークファン インターネットオークション

ｵｰｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ 月会費
ｵｵﾊﾏﾈﾝﾘｮｳ
ｵｰﾌﾟﾝｻｰｷｯﾄ

ｵｷｶﾞｽ
ｵｷﾅﾜｷｮｳﾄﾞｳｶﾞｽ(ｶ
ｵｷﾅﾜﾀｲﾑｽｼﾔ
沖縄タイムス電子版
オキナワデンリョク
おさいぽ 決済サービス
オナマエドットコムレンタルサーバー

ｵﾌｨｼｬﾙﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｻｲﾄ事務局
ｵﾌﾟﾃｰｼﾞ利用料
ｵﾘｰｾﾞ本舗
オリックスカーシェア カーシェアリング
ｵﾘｯｸｽｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ
オリックス生命保険 生命保険

ｵﾙﾄｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
ｵﾝﾘｰｻｰﾋﾞｽ
お名前.com レンタルサーバー

ｶ）ｲｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｽﾞ
ｶ)ｴｶﾞｵ

ｶ)ﾏﾙｴｲ
ｶ)ﾕﾆﾂﾄｺﾑ ﾌﾟﾗﾁﾅITﾊﾟｽ

ｶｰﾌﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
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ｶｰﾌﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
ｶｲｳﾝﾕﾒｼﾝﾀﾞﾝ
ｶｺﾞﾒｹﾝｺｳﾁｮｸｿｳﾋﾞﾝ
ｶｺﾞﾒｹﾝｺｳﾁｮｸｿｳﾋﾞﾝ
ガス代金　チアーズショプ
ｶﾌﾞｰﾌﾚﾝｽﾞ
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ　ﾈｯﾄﾄﾞﾘｰﾏｰｽ

カメイ 燃料代
ｶﾙﾃﾞｨｺｰﾋｰﾌｧｰﾑ/ﾜｲﾝ定期便
ｷｬｯﾁﾈｯﾄﾜｰｸ
ｷｬﾉﾝITSｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ
ｷｮｳｲｸｼﾝﾌﾞﾝ
ｸｲｯｸ 請求
ｸﾞｰﾊﾟｽ
ｸｰﾘｴ･ｼﾞｬﾎﾟﾝ　講談社

くすりの健康日本堂
ｸｯｸﾊﾟｯﾄﾞ
クラッシィ
ｸﾗﾌﾞｵﾌ ｱﾗｲｱﾝｽ
ｸﾗﾌﾞｵﾌ ｱﾗｲｱﾝｽ

ｸﾗﾌﾞﾀﾞﾑﾄﾞｯﾄｺﾑ
ｸﾗﾝｸｲﾝ! ﾋﾞﾃﾞｵ利用料
クリティア ウォーターサーバー
ｸﾘﾝｽｲ EC SHOP

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ＿月額寄付
ケアネッティーヴィー
ｹｱﾈﾂﾃｨｰｳﾞｨｰ
ケイ・オプティコム 通信

ｹｰｽﾞｾﾚｸｼﾖﾝ
ｹﾞｵｵﾝﾗｲﾝｹﾞｵﾁｬﾝﾈﾙ
ｺｲｽﾙｺｽﾒﾃｲｷｺｳﾆｭｳ
ｺｳｽｲｿ　ﾃｲｷｺｳﾆｭｳ

ｺｸﾚﾝﾕｰｴﾇｴｲﾁｼｰｱｰﾙｷｮｳｶ
ココセコム 情報サービス

ｺｽﾓｳｫｰﾀｰ
ｺｽﾓ石油
コナミスポーツクラブ

コミックDAYS
コミックシーモア

ｺﾐｯｸﾃﾞｲｽﾞ
ｺﾐｯｸﾌｪｽﾀ
ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙ 利用料金
コミュニティサイクル　利用料金

ｺﾛｺﾛﾋﾞﾃﾞｵ
ザ・レスポンス インターネットショッピング
さくら少額短期保険

ｻﾐｰﾈｯﾄﾜｰｸｽ
ｻﾝｱｲｵﾌﾞﾘｶﾞｽｷｭｳｼｭｳ
ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾜｲ
ｼﾞｰｺｰﾙﾃﾞﾝﾜｻｰﾋﾞｽ
ｼｰｼﾞｰｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ
ｼｰﾋﾟｰｴｽ
ｼｪｱｻｲｸﾙﾎﾟﾛｸﾙ
ｼｪｱﾘｰﾜｲﾏｯｸｽ

ｼﾞｪｲｱｰﾙｴｰﾊﾞﾝ
ｼﾞｪｲｱｰﾙｴｰﾚｰｼﾝｸﾞﾋﾞｭｱｰ
ｼﾞｪｲｴｯｸｽﾃｨｰｼﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ (電気)
ｼﾞｪｲｴｯｸｽﾃｨｰｼﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ (都市ｶﾞｽ)
ｼﾞｪｲｵｰﾜﾝｵﾌｨｼｬﾙﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ
ｼｾﾞﾝﾉﾒｸﾞﾐｽｲ
ｼｾﾞﾝﾊｸﾗﾌﾞｻｽﾃｨﾃｲｷﾋﾞﾝ
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ｼﾞｯｾﾝ！
ジャストアンサー 情報サービス
ジャストシステム オンラインショッピング

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾅﾚｯｼﾞ会費
ｼﾞｬﾝﾊﾞﾘﾄﾞｯﾄﾃｨｰﾋﾞｰ
ｼﾞｬﾝﾌﾟBOOKｽﾄｱｰ!
ｼﾖｳﾜｼｴﾙｾｷﾕ

ｼﾖｳﾜｼｴﾙｾｷﾕ
ｼﾝ･ｴﾅｼﾞｰ
ｼﾝｼﾞｭｸﾉﾊﾊ
ｼﾞﾝｽﾞｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
ｽｰﾊﾟｰﾘｰｼﾞｮﾅﾙ
ｽｶｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
スカイパーフェクトTV 衛星放送

スカパー視聴料等　
すこやか工房
すこやか自慢
ｽﾀｰｳｪﾌﾞｷｬﾝﾊﾟｽ

ｽﾊﾟｲｴｱｰｴｱｰｹﾞｰﾄ
ｽﾋﾟｯﾂ ｵﾝﾗｲﾝ ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ
ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS 年会費
スマートICOCA 交通

ｽﾏｰﾄﾊﾟｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ
スマホでＵＳＥＮ　月額利用料

すららﾈｯﾄ
ｽﾘｰｴｰﾗｲﾌ
ｽﾙｽﾙｵﾝﾗｲﾝ
ｽﾙｽﾙｺｳｿｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
セコム損害保険
セゾンジドウシャ

ｾｿﾞﾝｼﾞﾄﾞｳｼﾔｶ
ｾﾞｯﾄﾗﾎﾞ
ｿﾆｰｽﾄｱ　月額ｻｰﾋﾞｽ

ｿﾆｰ損害保険（月払い）
ソニー損保 損害保険

ｿﾆｰ損保 分割保険料
ソネットご利用料
ソフマッププレミアムクラブ オンラインショッピング

ﾀﾞｰﾂﾗｲﾌﾞ
ﾀﾞｲﾄ薬品
ﾀｲﾎｳﾔｸﾋﾝｹﾝｺｳﾂｳﾊﾝ
ﾀｲﾑｽﾞｶｰｼｪｱ
タイムズカープラス カーシェアリング
ﾀﾞｲﾚｸﾄ出版
ﾀｶｷﾞ
ﾀｸｼｰ料金（さっとｼｽﾃﾑ）
ﾀﾞｽｷﾝご利用料金
ダテバイク レンタルサイクル

たばこｼｮｯﾌﾟ
ﾁｬﾌﾞﾎｹﾝ
ちゅらﾁｬﾘ
ツタヤ ガラパゴス 情報サービス
ツタヤディスカス レンタルDVD
つなぐネット 情報サービス
ﾃﾞｱｺﾞｽﾃｨｰﾆ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾃｨｱﾝﾄﾞﾃｨﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｾｲﾒｲ
ﾃｲｱﾝﾄﾞﾃﾞｲﾌｲﾅﾝｼﾔﾙｾｲﾒｲ
ﾃﾞｨｰｴｽｵﾝﾗｲﾝ
ﾃﾞｨｰｴﾙｻｲﾄ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰ
ﾃﾞﾋﾞｭｰ
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テレマティクスサービス利用料
ﾄﾞｳﾜｶﾝ
ﾄｰｴﾙ　ｳｫｰﾀｰ
ﾄｰｴﾙ　ｶﾞｽ
トーエル ハワイウォータ ウォーターサーバー
ﾄｸ-ｶｲﾋ

ﾄﾞｺﾓのﾍﾟｯﾄ保険
ﾄﾞｽﾊﾟﾗ
ドスパラ オンラインショッピング
ﾄﾞｯﾄｲﾝｽﾄｰﾙ　ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ
ドットインストール　プレミアムサービス　
ﾄｯﾊﾟﾝﾘﾖｳﾘｮｳ
ドメインキング レンタルサーバー

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｻｰﾋﾞｽﾄｳｴﾙﾌﾞ
ﾄﾞﾗｺﾞﾝｹﾞｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ
トラベルヴォイスアンドネット 通信

ドリーム・トレイン・インターネット　
ドリームトレインインターネット ISP

どりむ社
ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ株式会社

ﾅﾁｭﾒﾃﾞｨｶｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ
ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾙｼｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
ナビタイム 情報サービス

ﾅﾋﾞﾀｲﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ
ニコニコチャンネル 情報サービス
ニコニコプレミアム 情報サービス
ニコニコ動画 動画配信
ニッスイオンラインショップ インターネットショッピング
ニッセイホケンリョウ
ﾆﾂｾｲﾎｹﾝﾘﾖｳ

ﾆｯﾋﾟｺﾗｰｹﾞﾝ化粧品
ニフティサーブ ISP
日本金融通信社（ニッキン）

ﾆﾎﾝｼｾﾞﾝﾊｯｺｳｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
ネクスティア生命保険 生命保険

ﾉｷﾞｻﾞｶﾌｫｰﾃｨｰｼｯｸｽﾓﾊﾞｲﾙ
ノジマWiMAX モバイル通信

ﾉﾗｺﾑ会費
ﾊﾞｲｵｻﾌﾟﾘ
ﾊｲﾈｽ
ﾊｲﾎｰｻｰﾋﾞｽﾘﾖｳﾘｮｳ
ﾊﾞｸﾁｸ
ﾊｼﾞﾒﾃﾉﾖｳｻﾝｺｳｼｷｻｲﾄ
ﾊﾀﾞﾅﾁｭｰﾙ
ﾊﾀﾞﾅﾁｭｰﾙ
はなさく生命保険株式会社
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTV番組情報ｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽ
ﾊﾟﾘｰｸﾞﾃﾚﾋﾞ
ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾁｬﾝﾈﾙ

ﾋﾟｰ　ﾜｰﾙﾄﾞ
ﾋﾟｰｼﾞｰﾂｰ ｵﾝﾗｲﾝ
ﾋﾟｰｽｳｲｽﾞ･ｼﾞ

ﾋﾞｵﾒﾃﾞｨ
ひかりTV 情報サービス

ひかりTV for docomo
ひかりＴＶご利用料
ひかりTVご利用料
ビジョン 通信

ﾋﾟﾀｯﾄﾜｲﾌｧｲ
ﾋﾞｯｸｶﾒﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ月額ｻｰﾋﾞｽ
ビットウェイ 情報サービス
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ﾋﾞﾃﾞｵﾆｭｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ
ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｽ
ﾌｧｲﾃﾝ　IPｻﾛﾝ
ファインスプリングス ウォーターサーバー

ﾌｧﾝｽﾞ
ﾌｰﾄﾞﾘﾝｸﾆｭｰｽ
ﾌｰﾐｰ
フェニックスモバイルtouch

ﾌｫｰﾊﾞﾙﾃﾚｺﾑ
ﾌｸﾊﾗﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
ﾌﾞｸﾛｸﾞ
ﾌｼﾞﾂｳﾕｳﾘｮｳｻｰﾋﾞｽ
ﾌﾞｯｸﾊﾟｽ（読み放題）
ﾌﾞｯｸﾗｲﾌﾞ
フュージョン・コミュニケーションズ 通信

ﾌﾟﾗｽ少額短期保険
ぷらら ISP

ぷららご利用料
ﾌﾘｰﾃﾙ
プリベント小額短期保険株式会社
ﾌﾞﾙｰﾑﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙｴﾝｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
フレシャス ウォーターサーバー

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ＋
プレミアムウォーター ウォーターサーバー
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾓﾊﾞｲﾙ利用料
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｱｺ
ﾌﾞﾛﾘｺｼｮｯﾌﾟ
ﾌﾞﾛﾘｺｼｮｯﾌﾟ
ベイコム ケーブルTV
ペイパル　セカイモン インターネットショッピング
ペイパル　ニコビデオ 動画配信
ペイパル　ポンパレ クーポンサイト
ﾍﾞｯﾂﾍﾟｯﾂ

ﾍﾟｯﾄｺﾞｰ
ﾍﾟｯﾄｼｱ
ﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞｮﾝ
ﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞｮﾝﾃｲｷﾋﾞﾝ
ベネッセ 教育
ベネッセコーポレーション

ﾍﾞﾈﾂｾｺ-ﾎﾟﾚ-ｼﾖﾝ
ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24 e秘書
ﾎｰﾑﾌｨｯﾄﾈｽ24
ﾎｸﾃﾞﾝｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ
ボクンチ
ぽすれん
ぽすれん DVDレンタル
ポリピュアオンラインショップ インターネットショッピング

ﾎﾟﾘﾋﾟﾕｱｺｳｼｷｵﾝﾗｲﾝ
ﾎﾜｲﾄｻﾎﾟｰﾄ
ホワイトサポート

ﾏｰｼｬﾙｱｰﾂ
ﾏｲﾍﾞｽﾄﾌﾟﾛ
まぐまぐ 情報サービス
ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ

ﾏﾘﾁｬﾝﾎﾞｯｸｽ
ﾏﾙｲﾌﾟﾛﾊﾟﾝｼｮｳｶｲ
まるトク

ﾏﾙヰ ｶﾞｽ中部
ﾏﾙヰｴﾅｼﾞｰｶﾞｽ料金
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ﾏﾙヰ産業 ｶﾞｽ料金等
ﾏﾝｶﾞｺｯﾁ
まんが王国

まんが王国
まんが王国
ﾏﾝｶﾞ図書館Z
ミクシィ 情報サービス

ﾐｻｷﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
ﾐｾﾙ
ﾐﾔｺﾃﾚﾋﾞ
ﾐﾔｺﾃﾚﾋﾞｶｷﾞｽﾏﾓﾊﾞｲﾙ
ﾐｭｳﾓｼｮｯﾌﾟ（ｹﾞﾂｶﾞｸ）
ﾐﾝｼﾞﾎｳﾑｷﾖｳｶｲ

ﾒｲﾃﾂｷｮｳｼｮｳｶｰｼｪｱ
メットライフ生命　保険料初回

ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝﾗｲﾝ
ﾒﾃﾞｨｹｱ生命継続保険料
ﾒﾃﾞｨｹｱ生命継続保険料
メルスプラン月額費用
ﾓｱｺﾝﾀｸﾄ
モーラウィン 音楽配信
ﾓｰﾘｰﾌﾚﾝｽﾞ
もしもチャレンジ インターネットショッピング
ﾓﾉﾚｽ
ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾞｯｸ.ｼﾞｪｰﾋﾟｰ
モバオク インターネットオークション

ﾓﾊﾞｵｸ利用料
モベル 通信

ﾓﾝｽﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ
ヤマグチゴウドウガス
ﾔﾏﾀﾞﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ
ヤマダプレミアム会員
ﾔﾏﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員
ﾔﾏﾀﾞ動画

ﾔﾏﾊｱｰﾃｨｽﾄﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ
ﾕ)ｶﾓﾒｼｮｳｶｲ（ｶﾞｽﾘｮｳｷﾝ）

ﾕｰﾀｲｼﾞｭ
ﾕｰﾈｸｽﾄｻｰﾋﾞｽﾘﾖｳﾘｮｳ
ユーネクストサービスリヨウリョウ
ユーネクストツウシンサービスリヨウリョ
ユーモバイル 通信

ﾕﾆｳﾞｧｷｮｳｻｲｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ
ライフネット生命 生命保険
らくがき＠写真ﾒｰﾙ
ラクテンコミュニケーションズ
ﾗｸﾃﾝｼｮｳﾀｲﾑ
ラクテンセイメイホケンリョウ

ﾗｸﾃﾝﾃｨｰﾋﾞｰ
ﾗｸﾃﾝﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
ﾗｸﾐｽﾞｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ
ﾗﾌﾟﾀｰ
リアルフィット スポーツクラブ
リアルモバイル モバイル通信

ﾘｻﾗﾎﾞｯ。
りたんSHOP
リパーク
リパーク　錦糸町駅前
リパーク　松山公園
ﾘﾊﾟｰｸ　那覇市おもろまち4丁目第10
ﾘﾊﾟｰｸ　那覇市安里第2
リパーク　那覇市久茂地１丁目第１８
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リパーク　那覇市久茂地１丁目第１９
リパーク　那覇市久茂地１丁目第４
ﾘﾊﾟｰｸ　那覇市久茂地2丁目第１5
リパーク　那覇市久茂地2丁目第１７

リパーク　那覇市松尾2丁目第5その2
ﾘﾊﾟｰｸ　那覇市前島2丁目第5
リパーク　那覇市辻２丁目
ﾘﾊﾟｰｸ　那覇市銘苅1丁目

りゅうせきガスリョウキントウ
ﾘﾝｸﾞｱﾝﾄﾞﾘﾝｸ
ﾘﾝｸｸﾗﾌﾞ
リンクライフ モバイル通信

レキオスモバイル　
ﾚｷｵｽ光

ﾚｺﾁｮｸ
レジェンドプロデュース ASP

ﾚｼｵ ﾎﾞﾃﾞｨﾃﾞｻﾞｲﾝ東岡山店
ﾚﾃﾞｨｰｽｽｳﾞｪﾝｿﾝｽﾄｱ
ﾚﾍﾟｾﾞﾝﾁｷｭｳﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ
ﾚﾓﾝｶﾞｽLPｶﾞｽ料金
ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ
ﾜｲｽﾞ ｸﾗｳﾄﾞ
ワイモバイルＷ　
ワイヤレスゲート モバイル通信

ﾜｸﾜｸｻﾎﾟｰﾄ
安心ﾅﾋﾞ
伊沢商会
運転代行NAVITIME
沖縄ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
沖縄ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ

沖縄ﾀｲﾑｽ電子版
沖縄相互ｶﾞｽ
沖縄電力
楽天SHOWTIME 動画配信
楽天ブロードバンド ISP

楽天モバイル／ブロードバンド　　　　　　
株式会社ｻｶﾞﾐ ｱｸｱｸﾗﾗ
株式会社ｼﾞｪｲｲｰｴｽ
株式会社ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾗﾝ

株式会社治療院ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究所
丸良ｶﾞｽ産業
吉田朱里ｵﾌｨｼｬﾙﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ
宮古ﾏﾙヰ
京葉ガス
競馬ブック 情報サービス

玉城ﾃｨﾅ
近代セールス社
近鉄ケーブルネットワーク ケーブルテレビ

銀座ステファニー化粧品
九州電話 通信
具志頭給油所
経営科学出版

健康家族
公文式教室
三井ダイレクト 損害保険

三井ﾀﾞｲﾚｸﾄ損害保険
三井住友海上火災保険

山本彩ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ
産経ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

四国ガス燃料
寺田倉庫株式会社
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自転車あんしん保険 損害保険
受験サプリ 情報サービス

住友生命（Vitality利用料）
充電ｻﾎﾟｰﾄ
出光興産
小豆島ﾍﾙｼｰﾗﾝﾄﾞ
松屋
森永乳業株式会社健康食品部

神戸ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙ
神戸新聞ECｼｮｯﾌﾟ
水の杜
世田谷自然食品

清水翔太MOBILE
西部ガス利用料金
石井焼商株式会社
仙台勝山館ｺｺｲﾙ
千葉日報ｵﾝﾗｲﾝ
全管協少額短期保険
損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険料

多摩ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
大阪ガスＬＰＧ　ガス料金

大阪ガス利用料金
大樹生命保険（継続保険料）
大分ケーブルテレコム ケーブルテレビ
宅ふぁいる便ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｽ
端末補償サービス

池田貴将ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
中日ネット 情報サービス

中部ｶﾞｽ事業
中部電力
仲本屋
朝日新聞 新聞
朝日新聞ﾃﾞｼﾞﾀﾙ（朝日ID決済）
朝日生命保険料

長特急オフィシャルファンクラブ
天然ｼﾘｶ水
島袋ｶﾞｽ
東京ｶﾞｽ
東京新聞 電子版
東京電力　電気料金等

東京都水道局
東武ｽﾎﾟｰﾂ
東洋経済新聞社
日経ID決済
日向坂46
日新商事株式会社
日本ガス
日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙ研究所（JDL）
日本棋院
日本共済株式会社
日本興亜損保 損害保険
日本生命 生命保険
日本通信 モバイル通信

認定NPO法人ｶﾀﾘﾊﾞ
波伝説
肌ナチュール
比謝川ガス
美的ﾀｳﾝ
美的ﾗﾎﾞ
富士通エフ・アイ・ピー ASP
平成なつきプロジェクト 情報サービス
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北ガスジェネックスガス料
北海道ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ
万田酵素　Online
民事法務協会 情報サービス

友栄
予知するｱﾝﾃﾅ
琉球新報　購読料

欅坂46
欅坂46ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ
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