
平成２９年２月１日現在

＜あ行＞
(株)アークファイナンス イオンプロダクトファイナンス（株） (株)エヌシーおびひろ
アーチ企業（株） (株)池田泉州ＪＣＢ (株)エヌシーガイドショップ
(株)愛銀ディーシーカード (株)池田泉州ＤＣ (株)エヌシーくまもと
(株)アイ・サポート (株)池田泉州ＶＣ (株)エヌ・シー・ビー
愛知クレジットサービス(株) イズミヤカード(株) (株)エヌシーみいけ
あおぎんカードサービス(株) (株)井筒屋ウィズカード (株)ＮＴＴドコモ
(株)青森銀行 イデアカード(株) ＮＴＴファイナンス(株)
(株)青山キャピタル 出光クレジット(株) (株)愛媛ジェーシービー
(株)秋田銀行 (株)伊予銀行 (株)ＦＦＧカード
(株)秋田国際カード (株)いよぎんディーシーカード (株)エポスカード
(株)秋田ジェーシービーカード (株)いよてつカードサービス (株)エムアイカード
アコム(株) (株)いわぎんクレジットサービス ＭＭＣダイヤモンドファイナンス(株)
朝日生命カードサービス（株） (株)いわぎんディーシーカード (株)えるく
(株)足利銀行 (株)岩手銀行 (株)大分カード
(株)あしぎんカード (株)ウィルコム沖縄 (株)ＯＣＳ
(株)アスト (株)エースカード 大阪ガスファイナンス(株)
(株)アスマイル (株)エービーシーキャピタル (株)オークサービス
(株)アトム (株)エール (株)オーシー
(株)アプラス (株)エクスチェンジコーポレーション (株)オートバックスフィナンシャルサービス
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ,Inc.（日本支社） (株)エクセル (株)おきぎんジェーシービー
(株)アロー ＳＭＭオートファイナンス(株) (株)沖縄銀行
阿波銀カード(株) ＳＢＩカード(株) 沖縄セルラー電話(株）
(株)ｅコーポレーション (株)ＳＰサービス 沖縄日立キャピタル(株）
(株)イオン銀行 (株)エヌケーシー 小田急電鉄(株)
イオンクレジットサービス（株） (株)エヌシーおおだて (株)オリエントコーポレーション

＜か行＞
ＣＡＤＡ(株) 京銀カ－ドサ－ビス(株) (株)京王パスポートクラブ
(株)鹿児島カード (株)京都銀行 (株)京阪カード
(株)関西クレジット・サービス 京都クレジットサービス(株) (株)京葉銀カード
(株)かんそうしん 京都信販（株） 京葉住設（株）
きたぎんユーシー(株) 共立クレジット(株) ＫＤＤＩ(株)
(株)キャネットクレジット (株)共立ファイナンシャルサービス ＫＤＤＩフィナンシャルサービス(株)
(株)キャンパス きらやかカード (株) (株)ごうぎんクレジット
九州カード(株) (株)近畿しんきんカード (株)高知カード
(株)九州しんきんカード (株)クボタクレジット (株)コープエイシス
九州日本信販(株) (株)クレディセゾン (株)ゴールドポイントマーケティング
(株)紀陽カード (株)群銀カード (株)コメリキャピタル
(株)紀陽カードディーシー (株)群馬銀行

＜さ行＞
西京カード(株) 静銀セゾンカード(株) スパイス(株)
西部ガスリビング(株) 静銀ディーシーカード(株) スバルファイナンス(株)
(株)札幌北洋カード (株)七十七カード 住信ＳＢＩネット銀カード(株)
サーラフィナンシャルサービス(株) ジップソリューション(株) 住信ＳＢＩネット銀行(株)
(株)山陰合同銀行 シティックスカード(株) すみしんライフカード(株)
山陰信販(株) しまぎんユーシーカード(株) スルガカード(株)
サンワフィナンシャル(株) 清水リース＆カード(株) スルガ銀行(株)
ＣＢＳフィナンシャルサービス(株) シャープファイナンス(株) (株)スルッとＫＡＮＳＡＩ
ＪＦＲカード(株) ジャストファイナンス(株) セイシン(株)
Ｊトラストカード(株) (株)ジャックス (株)セディナ
(株)ジェーシーアンドジー (株)ジャパンデンタル ゼビオカード(株)
(株)ジェーシービー (株)十八カード (株)セブン・カードサービス
(株)滋賀銀行 (株)十六カード (株)セブンＣＳカードサービス
(株)しがぎんジェーシービー 商工中金カード(株) (株)仙台銀行
(株)滋賀ディーシーカード (株)荘内銀行 全日信販(株)
(株)四国銀行 (株)常陽銀行 ソフトバンク(株)
(株)四国しんきんカード (株)常陽クレジット ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)
静岡ガスクレジット(株) (株)しんきんカード 損保ジャパン日本興亜クレジット(株)
(株)静岡銀行 スズキファイナンス(株)

＜た行＞
(株)ダイイチ ちばぎんジェーシービーカード(株) 道銀カード(株)
(株)第一クレジット ちばぎんディーシーカード(株) (株)東武カードビジネス
第一信販(株) ちば興銀カードサービス(株) (株)東邦カード
第一生命カードサービス(株) 中央出版クレジット(株) (株)東邦銀行
たいこうカード(株) (株)中京カード (株)東邦クレジットサービス
第三カードサービス(株) 中銀カード(株) 東邦総合サービス（株）
(株)第四銀行 (株)中国ＮＣクレジット (株)東北ジェーシービーカード
第四ジェーシービーカード(株) (株)中国しんきんカード (株)東北しんきんカード
第四ディーシーカード(株) (株)中部しんきんカード 東和カード(株)
(株)大東クレジットサービス (株)筑波銀行 (株)とちぎんカード・サービス
ダイハツ信販(株) (株)ＴＴクレジット トマトカード(株)
タイヘイ(株) (株)デジックス とみんカ－ド(株)
大和ハウスフィナンシャル(株) 天満屋カードサービス(株) トモニカード(株)
髙島屋クレジット(株) (株)天満屋ストア 富山ファースト・ディーシー(株)
高千穂商事(株) 東急カード(株) トヨタファイナンス(株)
(株)但馬銀行 東京海上日動ファイナンス(株) (株)トラストファイナンス
(株)ダブルラック 東京ガスリース(株) (株)とりぎんカードサービス
(株)筑邦銀行 (株)東京クレジットサービス (株)トリプルクラウン
(株)千葉銀行 (株)東京都民銀行

＜な行＞
長野カード(株) ニッセン・ジー・イークレジット(株) (株)日専連パートナーズ
中野殖産（株） (株)日専連 (株)日専連パシフィック
(株)名古屋エム・シーカード (株)日専連アクア (株)日専連ファイナンス
(株)名古屋カード (株)日専連旭川 (株)日専連ベネフル
南都カ－ドサ－ビス(株) (株)ニッセンレンエスコート (株)日専連ホールディングス
南都ディ－シ－カ－ド(株) (株)日専連釧路 (株)日専連ライフサービス
(株)西日本ジェーシービーカード (株)日専連ジェミス (協連）日専連北海道地方連合会
西日本旅客鉄道(株) (株)日専連静岡 日本住宅ローン(株)
日健クレジット(株) (株)日専連ソニック (株)日本プラム
(株)日産フィナンシャルサービス (株)日専連ニックコーポレーション 日本和装クレジット(株)

加盟店情報交換制度　参加会員会社　（社名五十音順）



＜は行＞
(株)バーチャルペイメント (株)ビューカード プレミアファイナンシャルサービス（株）
(株)バーチャルペイメント (株)ビューティ・ミッション フレンドトラスト(株)
(株)八十二銀行 ひろぎんカードサービス(株) (株)ペルソナ
(株)八十二ディーシーカード フィデアカード（株） 北越カード(株)
播州信用金庫 ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) (株)ほくせん
ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｽ(株) (株)福井カード (株)北都銀行
東日本銀ジェーシービーカード(株) (株)福井銀行 (株)北洋銀行
肥銀カード(株) (株)福岡銀行 (株)北陸カード
(株)ビジョン (株)福島カードサービス ポケットカード(株)
日立キャピタル(株) 福島信用販売(株) (株)北國銀行
(株)百五銀行 福邦カード(株) (株)北国クレジットサービス
(株)百五ディーシーカード (株)フジ・カードサービス ﾎﾟﾙｼｪﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)
(株)百十四銀行 (株)プライメックスキャピタル (株)ホンダファイナンス
(株)百十四ディーシーカード フレックス（株）

＜ま行＞
(株)丸八真綿 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ(株) (株)宮崎信販
(株)三重銀カード 三井ホームリンケージ(株) むさしのカード(株)
(株)みずほ銀行 三菱電機クレジット(株) (株)メディカルクレジットサービス
みちのくカード(株) (株)三菱東京ＵＦＪ銀行 (株)メディファンス
三井住友カード(株) 三菱ＵＦＪニコス(株) メルセデス・ベンツ・ファイナンス(株)
(株)三井住友銀行 三菱ＵＦＪリース(株) モデルクレジット(株)
三井住友トラスト・カード(株) (株)みなとカード (株)モデル百貨
三井住友トラストクラブ(株) 宮銀カード(株) もみじカード(株)

＜や行＞
(株)八千代クレジットサ－ビス ヤマトクレジットファイナンス(株) ユーシーカード(株)
ヤフー(株) 山梨中銀ディーシーカード(株) (株)ゆうちょ銀行
(株)やまぎんカード ヤンマークレジットサービス(株) (株)ゆめカード
やまぎんカードサービス(株) (株)ＵＣＳ (株)横浜銀行

＜ら行＞
(株)ライフエンジェル (株)ライフフィナンシャルサービス りそなカード(株)
ライフカード（株） 楽天カード(株) (株)琉球銀行
ライフギャランティー(株) 楽天銀行(株) (株)りゅうぎんディーシ－
(株)ライフショップ (株)リクルートフォレントインシュア 菱信ディーシーカード(株)
ライフティ(株) (株)リクルートペイメント (株)労金カードサービス

＜わ行＞
Ｗｏｒｌｄ　Ｐａｙ(株) ワイジェイカード(株) (株)ワンダーステージ
(株)ワイエムエイチ ﾜｲｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株) (株)ワンライフ

参加会員会社数　 350社


