
決済サービス名 決済事業者 決済種別 抽選 抽選内容 クーポン ボーナスポイント
相当額 詳細リンク 抽選リンク クーポンリンク

ＳＭＢＣデビット 三井住友カード株式会社 デビットカード なし 0 https://www.smbc-card.com/debit/info/info4010346.jsp

イオン銀行ＣＡＳＨ＋ＤＥＢＩＴカード 株式会社イオン銀行 デビットカード なし 2000 https://www.aeonbank.co.jp/

ＪＮＢ　Ｖｉｓａデビット ジャパンネット銀行 デビットカード なし 100 https://www.japannetbank.co.jp/service/payment/cardless/mynumberpoint/index.html

オリコカード 株式会社オリエントコーポレーション クレジットカード 未定 未定 未定 https://www.orico.co.jp/ 未定 未定
エポスカード（エポスポイント） 株式会社エポスカード クレジットカード なし 0 https://www.eposcard.co.jp/index.html

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 クレジットカード なし 0 https://www.eposcard.co.jp/index.html

ＪＰ　ＢＡＮＫ　カード 株式会社ゆうちょ銀行 クレジットカード なし 0 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/yuchopay/kj_sk_yp_mnp.html

ｄカード ＮＴＴドコモ クレジットカード なし 500 https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/

三井住友カード 三井住友カード株式会社 クレジットカード あり 10,000pt/100名 0 https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo9002196.jsp https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7992211.jsp

ａｕ　ＰＡＹ　カード auフィナンシャルサービス株式会社 クレジットカード なし 1000 https://www.kddi-fs.com/mynumber2020/index.php

楽天カード 楽天カード株式会社 クレジットカード なし 0 https://www.rakuten-card.co.jp/cashless/mynumbercard-point/

横浜バンクカード 株式会社横浜銀行 クレジットカード なし 0 https://www.boy.co.jp/kojin/benri/bankcard/

三重銀カード 株式会社三重銀カード クレジットカード なし 0 http://www.miegincard.jp/

青森銀行ＶＩＳＡカード＜ａｏｍｏ＞ 株式会社青森銀行 クレジットカード なし 0 https://www.a-bank.jp/contents/kojin/benriservice/aomo/index.html

りそなカードワールドプレゼント りそなカード株式会社 クレジットカード なし 0 https://www.resonacard.co.jp/cards/visa_classic/

りそなカード（旧関西カード） りそなカード株式会社 クレジットカード なし 0 https://www.resonacard.co.jp/cards/visa_classic/

いわぎんＶＩＳＡカード 株式会社いわぎんクレジットサービス クレジットカード なし 0 https://www3.vpass.ne.jp/mem/cardinfo/cardinfo5030996.jsp?cc=031

九州カード 九州カード クレジットカード なし 0 https://www3.vpass.ne.jp/mem/cardinfo/cardinfo5030996.jsp?cc=004

東邦visaカード 株式会社東邦クレジットサービス クレジットカード なし 0 http://www3.vpass.ne.jp/home/toho/

OnlyOneVISAカード 秋田銀行 クレジットカード なし 0 https://www3.vpass.ne.jp/mem/cardinfo/cardinfo5030996.jsp?cc=057

TOKYU CARD 東急カード クレジットカード なし 0 https://www.topcard.co.jp/services/maina/index.html

<荘銀>ブライトワン 株式会社荘内銀行 クレジットカード なし 0 http://www3.vpass.ne.jp/mem/top/index.jsp?cc=067

北都ブライトワンカード 北都銀行 クレジットカード なし 0 https://www.hokutobank.co.jp/bright/index.htm

イオンカード 株式会社イオン銀行 クレジットカード なし 2000 https://www.aeonbank.co.jp/

ごうぎんVISAカード 株式会社山陰合同銀行 クレジットカード なし 0 https://www.gogin.co.jp/www/contents/1000000515000/index.html

あきぎんVISAカード 秋田国際カード クレジットカード なし 0 https://www3.vpass.ne.jp/mem/top/index.jsp?cc=036

東邦Alwaysカード<VISA> 株式会社東邦銀行 クレジットカード なし 0 http://www.tohobank.co.jp/kojin/use/always/index.html

ちくぎんマルチナVISAカード 株式会社　筑邦銀行 クレジットカード なし 0 https://www.chikugin.co.jp/kojin/benri/maruchi_1/



FamiPay 株式会社ファミマデジタルワン QRコード なし 500 https://famidigi.jp/famipay/mp/index.html

メルペイ 株式会社メルペイ QRコード あり

1000万pt/1名
100万pt/10名
5万pt/150名

5000pt/1500名
500pt/13万名

2000 https://campaign.merpay.com/jp/2020-07-mynumberpoint/ https://campaign.merpay.com/jp/2020-07-mynumberpoint/

au PAY KDDI株式会社 QRコード なし 1000 https://wallet.auone.jp/contents/lp/mynapoint/mynumber_point.html

ゆうちょPay 株式会社ゆうちょ銀行 QRコード なし 2000 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/yuchopay/kj_sk_yp_mnp.html

ｄ払い（お買い物時） NTTドコモ QRコード なし 2500 https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/

ｄ払い（チャージ時） NTTドコモ QRコード なし 2500 https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_mynapoint/cpn_dpay_mynapoint.html

J-Coin Pay みずほ銀行 QRコード なし 500 https://j-coin.jp/mynumberpoint/index.html

りそなウォレットサービス（前払） りそな銀行 QRコード なし 0 https://www.resona-gr.co.jp/resonagr/wallet/mynumbercard_point/

りそなウォレットサービス（購入） りそな銀行 QRコード なし 0 https://www.resona-gr.co.jp/resonagr/wallet/mynumbercard_point/

アクアコイン 君津信用組合 QRコード なし 0 https://www.kisarazu-aquacoin.com/

PayPayチャージ特典 PayPay QRコード あり

100万pt/10人
5万pt/150人

5000pt/1500人
500pt/15万人

0 https://paypay.ne.jp/guide/myna-point/ https://paypay.ne.jp/event/myna-point/

ＰａｙＰａｙ決済特典 PayPay QRコード あり

100万pt/10人
5万pt/150人

5000pt/1500人
500pt/15万人

0 https://paypay.ne.jp/guide/myna-point/ https://paypay.ne.jp/event/myna-point/

りそなウォレットサービス（前払） 株式会社関西みらい銀行 QRコード なし 0 https://www.resonabank.co.jp/kojin/wallet/mynapoint/

りそなウォレットサービス（購入） 株式会社関西みらい銀行 QRコード なし 0 https://www.resonabank.co.jp/kojin/wallet/mynapoint/

ＬＩＮＥ　Ｐａｙ ＬＩＮＥ　Ｐａｙ 株式会社 QRコード なし
最大1500pt
＋1500pt

0 https://pay.line.me/portal/jp/main https://linepay.line.me/event/mynumber-point.html?utm_source=portal&utm_medium=campaignlist&utm_campaign=maina2007#bonus

楽天ペイ（アプリ決済） 楽天ペイメント株式会社 QRコード なし 0 https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/mynumberpoint_detail/

りそなウォレットサービス（前払） 埼玉りそな銀行 QRコード なし 0 https://www.resona-gr.co.jp/resonagr/wallet/mynumbercard_point/

りそなウォレットサービス（購入） 埼玉りそな銀行 QRコード なし 0 https://www.resona-gr.co.jp/resonagr/wallet/mynumbercard_point/

さるぼぼコイン 飛驒信用組合 QRコード なし 0 https://www.hidashin.co.jp/#coinWhat

たんばコイン たんば商業協同組合 QRコード なし 0 http://tamba-s.com/wordpress/?page_id=110

Ｐａｙどん 株式会社鹿児島銀行 QRコード なし 500 https://paydon.jp/
ＴＯＲＯＮ 川南町 QRコード なし 0 http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/cyoucyou/sangyo/sangyo3/node_19085



ｍｉｊｉｃａ 株式会社ゆうちょ銀行 プリペイドカード なし 0 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/yuchopay/kj_sk_yp_mnp.html

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 プリペイドカード なし 0 https://shop-mirai.coopnet.or.jp/about/hopetan_card/

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 プリペイドカード なし 0 https://ibaraki.coopnet.or.jp/service/shop/otoku/hopetan_card.html

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 プリペイドカード なし 0 https://tochigi.coopnet.or.jp/service/shop/otoku/hopetan_card.html

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 プリペイドカード なし 0 https://gunma.coopnet.or.jp/service/shop/otoku/hopetan_card.html

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 プリペイドカード なし 0 https://nagano.coopnet.or.jp/service/shop/otoku/hopetan_card.html

Ｋｙａｓｈ 株式会社Ｋｙａｓｈ プリペイドカード なし 0 https://campaign-i.kyash.co/mynumber_point

アークスＲＡＲＡプリカ 出光クレジット株式会社 プリペイドカード なし 0 https://www.idemitsucard.com/preca/lineup/rarapreca/

ひまわりカードＰｌｕｓ 出光クレジット株式会社 プリペイドカード なし 0 https://www.idemitsucard.com/preca/lineup/himawaricard_plus/

ＷＡ!ＣＡ 出光クレジット株式会社 プリペイドカード なし 0 https://www.idemitsucard.com/preca/lineup/waica/

バンドルカード 株式会社カンム プリペイドカード なし 0 https://vandle.jp/
コメリ・アクアカード 株式会社コメリキャピタル プリペイドカード なし 0 https://www.komeri-card.com/card/aqua_card/

Ａｏｃａ 株式会社クスリのアオキ プリペイドカード なし 0 https://www.kusuri-aoki.co.jp/aoki-card/

ｎｉｃｏｐｉ 株式会社ジャックス プリペイドカード なし 0 https://www.kyorindo.co.jp/service/pointcard/nicopi/

ＰＬＡＮＴ　Ｐａｙ 株式会社ジャックス プリペイドカード なし 0 https://www.plant-co.jp/plant_pay.html

えんてつカード〈ポイント＆プリペイドカード〉 静銀セゾンカード株式会社 プリペイドカード なし 0 https://cards.entetsu.co.jp/prepaid/

マルカ 株式会社丸久 プリペイドカード なし 0 http://www.mrk09.co.jp/card/mynum/mynum.html

Ｌｕ　Ｖｉｔ電子マネー バローホールディングス プリペイドカード なし 0 https://valorcard.jp/luvitcard/news/

駿河屋マイカード 駿河屋魚一 プリペイドカード なし 0 https://hida-surugaya.com/news/2020/06/post-3592/

マキヤプリカ 株式会社マキヤ プリペイドカード なし 0 https://www.makiya-group.co.jp/espot/news/guide.html

おさいふＨｉｐｐｏ（ヒッポ） 株式会社クリエイトエス・ディー プリペイドカード なし 0 https://www.create-sd.co.jp/service/tabid/79/Default.aspx

フィールさくらカード フィールホールディングス プリペイドカード なし 0 https://feel-corp.jp/myna-point

ヤマダマネー ヤマダストアー株式会社 プリペイドカード なし 0 http://www.yamada-store.com/



ほろかマネーサービス 東城町商工会 電子マネー なし 0 https://connectojo.net/mynumbercard_point/

ＩＣＯＣＡ 西日本旅客鉄道株式会社 電子マネー なし 0 https://www.jr-odekake.net/icoca/about/

Ｓｕｉｃａ 東日本旅客鉄道株式会社 電子マネー あり 2000pt,2500名 1000 https://www.jrepoint.jp/information/suica_mynapoint/ https://www.jrepoint.jp/information/suica_mynapoint/

はやかけん 福岡市交通局 電子マネー なし 0 https://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/

ゆめか 株式会社ゆめカード 電子マネー なし 2000 https://www.youmecard.jp/myn/customer.html

あまみゆたか 株式会社ゆめカード 電子マネー なし 2000 https://www.youmecard.jp/myn/customer.html

しんばしゆたか 株式会社ゆめカード 電子マネー なし 2000 https://www.youmecard.jp/myn/customer.html

コレＥマネー 株式会社ゆめカード 電子マネー なし 2000 https://www.youmecard.jp/myn/customer.html

ペコママネー 株式会社セイコーマート 電子マネー なし 0 https://www.seicomart.co.jp/mynumber/

ｍａｊｉｃａ 株式会社ＵＣＳ 電子マネー なし 0 https://www.donki.com/majica/about.php

ＣｏＧＣａ（コジカ） エス・ビー・システムズ 電子マネー なし 0 http://www.cogca.jp/myna-point/

交通系ＩＣカードｍａｎａｃａ 名古屋鉄道株式会社 電子マネー なし 0 https://mustar.meitetsu.co.jp/manaca-mynapoint/

Ｋｉｔａｃａ 北海道旅客鉄道株式会社 電子マネー なし 0 http://www.jrhokkaido.co.jp/kitaca/01about.html

マナカ 株式会社名古屋交通開発機構 電子マネー なし 0 https://www.do758.co.jp/index2.html

ｎａｎａｃｏ電子マネー 株式会社セブン・カードサービス 電子マネー あり

50,000pt/500名、
10,000pt/1500名、
5,000pt/3000名、
1,000pt/5000名、
775pt/10,000pt

500 https://www.nanaco-net.jp/information/mynumbercardpoint.html https://www.nanaco-net.jp/cp/mynumberpoint2007.html

ＷＡＯＮ イオンリテール株式会社 電子マネー なし 2000 http://www.waon.net/mynapoint/

Ｂｉｂｉｃａ 株式会社大賀薬局 電子マネー なし 0 https://www.ohga-ph.com/bibica/

ｍａｓａｃａ 株式会社サンリブ 電子マネー なし 0 http://www.sunlive.co.jp/card/

ＨＯＰマネー 平和堂 電子マネー なし 0 https://www.heiwado.jp/hop/

くまモンのＩＣカード 肥銀カード株式会社 電子マネー なし 0 https://www.kumamotoiccard.jp/about/card/

ｌｉｔｔａ 株式会社ペルソナ 電子マネー なし 0 https://www.litta.jp/mynapoint/

フレスタ　ｓｍｉｌｅ　ｍｏｎｅｙ 株式会社コムズ 電子マネー なし 0 http://www.fresta.co.jp/more/fresta/smilemoney/

楽天Ｅｄｙ 楽天Ｅｄｙ株式会社 電子マネー なし 0 https://edy.rakuten.co.jp/info/mynumber_point/

はまＰａｙ 株式会社横浜銀行 電子マネー なし 0 https://www.boy.co.jp/kojin/hamapay/index.html

ベニカマネー 紅屋商事株式会社 電子マネー なし 0 http://www.beny.co.jp/benicamembers/

オレボポイントカード 株式会社大津屋 電子マネー なし 実質3000円越え 0 https://www.orebo.jp/card/mynumber/ https://www.orebo.jp/card/mynumber/coupon/

ＴＯＩＣＡ 東海旅客鉄道株式会社 電子マネー なし 0 https://toica.jr-central.co.jp/howto/sharing/

万惣カード 株式会社万惣 電子マネー なし 0 http://www.alzo.co.jp/card/mynapoint.html

アルゾカード 株式会社万惣 電子マネー なし 0 http://www.alzo.co.jp/card/mynapoint.html

セイちゃん電子マネー 株式会社セイミヤ 電子マネー なし 0 http://www.super-seimiya.co.jp/service/money/myna_kiyaku.html

ｎｉｍｏｃａ 株式会社ニモカ 電子マネー あり 10,000pt/1000名 0 https://www.nimoca.jp/nimoca_mynapoint/ https://www.nimoca.jp/nimoca_mynapoint/

ＳＵＧＯＣＡ 九州旅客鉄道株式会社 電子マネー なし 0 https://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/about/index.html

ＰＡＳＭＯ パスモ 電子マネー なし 0 https://www.pasmo-mynapoint.jp/

エフカマネー 株式会社フジ・カードサービス 電子マネー なし 0 https://www.fujifca.co.jp/campaign/20200701_mynumberpoint/

エフカマネーチャージ 株式会社フジ・カードサービス 電子マネー なし 0 https://www.fujifca.co.jp/service/fca_money/index.html

田子重カード 株式会社田子重 電子マネー なし 0 http://www.tagoju.co.jp/card/

マリカ 株式会社サンキュードラッグ 電子マネー なし 0 https://www.drug39.co.jp/mynapoint/covenant/

オーカード電子マネー 株式会社オークワ 電子マネー なし 0 http://www.okuwa.net/o_card_info/o_card_em1.html

ＬａＣｕＣａ 株式会社ライフフィナンシャルサービス 電子マネー なし 0 http://www.lifecorp.jp/service/lacuca/

とりせん電子マネー 株式会社とりせん 電子マネー なし 0 https://www.torisen.co.jp/useful/e-money/

モー子カード 株式会社ビッグ富士 電子マネー なし 0 https://www.bigfuji.co.jp/pdf/emoney_mynumber.pdf

コーナンＰａｙ コーナン商事 電子マネー なし 0 https://www.hc-kohnan.com/kohnanpay/

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 電子マネー なし 0 https://www.trial-net.co.jp/prepaid/

ＮＰＯカード セムジャパン株式会社 電子マネー なし 0 http://www.npojp.com/company.html

ひまわり電子マネー 内浦商店連盟協同組合 電子マネー なし 0 https://inet-noto.jp/upc/myna.html


