
○マイナポイントを受け取ることができる『キャッシュレス決済サービス事業者』一覧 2022.09.01現在

区分 決済サービス名 決済事業者名 決済サービス名 決済事業者名 区分 決済サービス名 決済事業者名 決済サービス名 決済事業者名 区分 決済サービス名 決済事業者名 決済サービス名 決済事業者名

ｎａｎａｃｏ 株式会社セブン・カードサービス ｍａｊｉｃａ 株式会社PPIF ＰａｙＰａｙチャージ特典 PayPay アクアコイン 君津信用組合 イオン銀行ＣＡＳＨ＋ＤＥＢＩＴカード 株式会社イオン銀行

ＷＡＯＮ イオンリテール株式会社 Ｓｕｉｃａ×ＪＲＥ　ＰＯＩＮＴ 東日本旅客鉄道株式会社 ＰａｙＰａｙ決済特典 PayPay 新居浜あかがねポイント 新居浜市 JCBデビットカード×JCBマイナポイント 株式会社ジェーシービー

ＬａＣｕＣａ 株式会社ライフフィナンシャルサービス manaca 名古屋鉄道株式会社 ａｕ　ＰＡＹ KDDI株式会社 ＳＭＢＣデビット　Ｖポイント 三井住友カード株式会社

ペコママネー 株式会社セイコーマート マナカ 株式会社名古屋交通開発機構 ｄ払い（お買い物時） ＮＴＴドコモ りそなデビットカード（Ｖｉｓａ） 株式会社りそな銀行

楽天Ｅｄｙ 楽天Ｅｄｙ株式会社 ＴＯＩＣＡ 東海旅客鉄道株式会社 ｄ払い（チャージ時） ＮＴＴドコモ りそなデビットカード（Ｖｉｓａ） 株式会社埼玉りそな銀行

はやかけん 福岡市交通局 ＩＣＯＣＡ 西日本旅客鉄道株式会社 楽天ペイ（アプリ決済） 楽天ペイメント株式会社 りそなデビットカード（Ｖｉｓａ） 株式会社関西みらい銀行

はまＰａｙ 株式会社横浜銀行 Ｋｉｔａｃａ 北海道旅客鉄道株式会社 ゆうちょＰａｙ 株式会社ゆうちょ銀行 北國Visaデビットカード 株式会社北國銀行

フレスタ　ｓｍｉｌｅ　ｍｏｎｅｙ 株式会社スマイルマーケティング Ｌｕ　Ｖｉｔ 株式会社バローホールディングス たんばコイン たんば商業協同組合 ほぺたんカード（コープみらい） 生活協同組合コープみらい

ｎｉｍｏｃａポイント 株式会社ニモカ さるぼぼコイン 飛騨信用組合 ほぺたんカード（いばらきコープ） いばらきコープ生活協同組合

ベニカマネー 紅屋商事株式会社 Ｐａｙどん 株式会社鹿児島銀行 ほぺたんカード（とちぎコープ） とちぎコープ生活協同組合

いざなみカード 東城町商工会 サンセットコイン 西伊豆町 ほぺたんカード（コープぐんま） 生活協同組合コープぐんま

ゆめか 株式会社ゆめカード トロン 川南町 ほぺたんカード（コープながの） 生活協同組合コープながの

あまみゆたか 株式会社ゆめカード ｔｅｎｇｏｏ 群馬県沼田市 バンドルカード 株式会社カンム

コレＥマネー 株式会社ゆめカード ララＰａｙ きらぼしテック株式会社 マキヤプリカ 株式会社マキヤ

ＣｏＧＣａ エス・ビー・システムズ株式会社 大多喜町地域通貨 大多喜町 マルカ 株式会社丸久

くまモンのＩＣカードポイント 肥銀カード株式会社 地域通貨ネギー 埼玉県深谷市 フィールさくらカード 株式会社フィールホールディングス

万惣カード 株式会社万惣 Meji-Ca 土佐清水市 駿河屋マイカード 駿河屋魚一

アルゾカード 株式会社万惣 ｄカード ＮＴＴドコモ エポスカード（エポスポイント） 株式会社エポスカード ｎｉｃｏｐｉ ジャックス

エフカマネー 株式会社フジ・カードサービス au　PAY　カード auフィナンシャルサービス株式会社 エポスカード（ゴールド・プラチナカード） 株式会社エポスカード ＰＬＡＮＴ　Ｐａｙ ジャックス

ｌｉｔｔａプレミアム 株式会社ペルソナ 楽天カード 楽天カード株式会社 セゾンカード・セゾン発行ＵＣカード 株式会社クレディセゾン えんてつカード〈ポイント＆プリペイド〉 静銀セゾンカード株式会社

セイちゃん電子マネー 株式会社セイミヤ JCBクレジットカード×JCBマイナポイント 株式会社ジェーシービー ＲＡＲＡプリカ 出光クレジット株式会社

モー子電子マネー 株式会社ビッグ富士 三井住友カード　Ｖポイント 三井住友カード株式会社 ＷＡ!ＣＡ 出光クレジット株式会社

とりせん電子マネー 株式会社とりせん イオンカード 株式会社イオン銀行 Ａｏｃａ 株式会社クスリのアオキ

まちペイ 株式会社まちペイ ＪＰ　ＢＡＮＫ　カード 株式会社ゆうちょ銀行 ヤマダマネーポイント ヤマダストアー株式会社

ＨＯＰマネー 平和堂 オリコカード　オリコポイント 株式会社オリエントコーポレーション きむらフレッシュカード 新鮮市場きむら

ｍａｓａｃａ 株式会社サンリブ 東急カード 東急カード Ｏｋａｙａ　Ｐａｙ 岡谷商工会議所

コーナンＰａｙ コーナン商事 横浜バンクカード 株式会社横浜銀行 みさとと。Pay 美郷町商工会

オーカード電子マネー 株式会社オークワ 〈荘銀〉ブライトワンワールドプレゼント 株式会社荘内銀行 cocona 全日本食品株式会社

トライアル電子マネーサービス 株式会社トライアルフィナンシャルサービス OnlyOneVISAカードワールドプレゼント 秋田銀行

ひまわり電子マネー 内浦商店連盟協同組合 あきぎんＶＩＳＡカードワールドプレゼント 秋田国際カード

グラッチェプラス電子マネー 株式会社ヤマナカ 北都ブライトワンカードワールドプレゼント 株式会社　北都銀行

ルパン三世Pay 浜中町商工会 東邦Ａｌｗａｙｓカード＜ＶＩＳＡ＞ 株式会社東邦銀行

楽得マプリプレミアムバリュー 株式会社マツヤスーパー 青森銀行ＶＩＳＡカード＜ａｏｍｏ＞ 株式会社青森銀行

ＫＡＯＮＡカード 食品館アプロ 北國MultiONEカード 株式会社北國銀行

コムカードポイント 株式会社仁科百貨店 北国VISAカード 株式会社北国クレジットサービス

エピコマネー 株式会社フジ・カードサービス ジャックスカード　Jデポ ジャックス
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