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●業種別

※掲載データは原則として、2019年3月13日時点のものを掲載しています。

企業名 サイト名 URL 企業名 サイト名 URL

■電機、電子、精密機器、コンピュータ（ハード、ソフト、サービス）■ 日本自動車連盟 日本自動車連盟（ジャフ） http://www.jaf.or.jp/

アイ･オー･データ機器 アイ・オー・データ機器 https://www.iodata.jp/ 日本ミシュランタイヤ 日本ミシュランタイヤ公式サイト https://www.michelin.co.jp/

アイオープラザ https://www.ioplaza.jp/index.htm ビー・エム・ダブリュー BMW Japan https://www.bmw.co.jp/ja/

Apple Japan Apple https://www.apple.com/jp/ フォルクスワーゲン グループ ジャパン フォルクスワーゲン https://www.volkswagen.co.jp/ja.html

アドビ システムズ アドビ https://www.adobe.com/jp/ ブリヂストン ブリヂストン https://www.bridgestone.co.jp/

インテル インテル https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/homepage.html ブリヂストンサイクル ブリヂストンサイクル http://www.bscycle.co.jp/

NEC（日本電気） NEC https://jpn.nec.com/ ボルボ・カー・ジャパン ボルボ・カー・ジャパン https://www.volvocars.com/jp

NECパーソナルコンピュータ NEC LAVIE公式サイト http://nec-lavie.jp/ 本田技研工業 Honda https://www.honda.co.jp/

エプソンダイレクト エプソンダイレクトショップ https://shop.epson.jp/ マツダ マツダ https://www.mazda.co.jp/

エレコム エレコム http://www.elecom.co.jp/ 三菱自動車工業 三菱自動車 https://www.mitsubishi-motors.co.jp/

大塚商会 大塚商会 https://www.otsuka-shokai.co.jp/ メルセデス・ベンツ日本 メルセデス・ベンツ https://www.mercedes-benz.co.jp/

オムロン オムロン https://www.omron.co.jp/ ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 https://www.yamaha-motor.co.jp/

オリンパス オリンパス https://olympus-imaging.jp/ 横浜ゴム 横浜ゴム https://www.y-yokohama.com/

オリンパスグループ https://www.olympus.co.jp/ ■エネルギー■

カシオ計算機 カシオ https://casio.jp/ 出光昭和シェル 出光昭和シェル https://www.idss.co.jp/

時計 ｜CASIO https://casio.jp/wat/ 大阪ガス 大阪ガス http://www.osakagas.co.jp/index.html

キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン キヤノン https://canon.jp/ 関西電力 関西電力 http://www.kepco.co.jp/

キヤノン：個人のお客さま https://cweb.canon.jp/product/ 九州電力 九州電力 https://www.kyuden.co.jp/

キヤノンマーケティングジャパン キヤノンイメージゲートウェイ https://ptl.imagegateway.net/top/ コスモ石油マーケティング コスモ石油マーケティング https://com.cosmo-oil.co.jp/

コニカミノルタ コニカミノルタ https://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html JXTGエネルギー JXTGエネルギー https://www.noe.jxtg-group.co.jp/index.html

JVCケンウッド KENWOOD http://www.kenwood.com/jp/ 中部電力 中部電力 http://www.chuden.co.jp/

シチズン時計 シチズンウオッチ https://citizen.jp/ 東京ガス 東京ガス https://www.tokyo-gas.co.jp/

シチズン時計（シチズングループサイト） https://www.citizen.co.jp/ 東京電力エナジーパートナー 東京電力エナジーパートナー http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html

シマンテック Symantec JP https://www.symantec.com/ja/jp/ 東邦ガス 東邦ガス https://www.tohogas.co.jp/

シャープ シャープ http://www.sharp.co.jp/ ■運輸、物流■

ジャストシステム ジャストシステム https://www.justsystems.com/jp/ 佐川急便 佐川急便 http://www.sagawa-exp.co.jp/

セイコーウオッチ セイコーウオッチ https://www.seikowatches.com/jp-ja 日本通運 日本通運 https://www.nittsu.co.jp/

セイコーエプソン、エプソン エプソン https://www.epson.jp/ 日本郵便 日本郵便 https://www.post.japanpost.jp/index.html

セイコーホールディングス セイコーホールディングス https://www.seiko.co.jp/ ヤマト運輸 ヤマト運輸 http://www.kuronekoyamato.co.jp/

ソースネクスト ソースネクスト http://www.sourcenext.com/ ■外食■

ソニー Sony Japan https://www.sony.co.jp/ サイゼリヤ サイゼリヤ https://www.saizeriya.co.jp/

ソニーマーケティング ソニー製品情報・ソニーストア https://www.sony.jp/ すかいらーく すかいらーくグループ https://www.skylark.co.jp/index.html

My Sony https://www.sony.jp/msc/ スターバックス コーヒー ジャパン スターバックス コーヒー ジャパン http://www.starbucks.co.jp/

ソニーモバイルコミュニケーションズ ソニーモバイル https://www.sonymobile.co.jp/ セブン＆アイ・フードシステムズ デニーズ https://www.dennys.jp/

デル Dell 日本 https://www.dell.com/ ゼンショーホールディングス すき家 https://www.sukiya.jp/

デンソーテン デンソーテン https://www.denso-ten.com/jp/ ダスキン ミスタードーナツ https://www.misterdonut.jp/

東芝 東芝 https://www.toshiba.co.jp/index_j.htm タリーズコーヒージャパン TULLY'S COFFEE http://www.tullys.co.jp/

トレンドマイクロ トレンドマイクロ https://www.trendmicro.co.jp/jp/ ドトールコーヒー ドトールコーヒー http://www.doutor.co.jp/

ニコン Nikon https://www.nikon.co.jp/ ドミノ･ピザ ジャパン ドミノ・ピザ https://www.dominos.jp/

ニコン、ニコンイメージングジャパン ニコンイメージング http://www.nikon-image.com/ 日本KFCホールディングス ケンタッキーフライドチキン https://www.kfc.co.jp/top.html

日本アイ・ビー・エム IBM - Japan https://www.ibm.com/jp-ja/ 日本サブウェイ サブウェイ https://www.subway.co.jp/index.html

日本HP 日本HP http://welcome.hp.com/country/jp/ja/cs/home.html 日本ピザハット ピザハット https://pizzahut.jp/pc/top

日本マイクロソフト 日本マイクロソフト https://www.microsoft.com/ja-jp/ 日本マクドナルド McDonald's Japan http://www.mcdonalds.co.jp/

パイオニア パイオニア https://jpn.pioneer/ja/ フォーシーズ ピザーラ https://www.pizza-la.co.jp/Index.aspx

バッファロー バッファロー｜BUFFALO INC. https://www.buffalo.jp/ プレナス ほっともっと https://www.hottomotto.com/

バッファローダイレクト https://www.buffalo-direct.com/directshop/ 松屋フーズ 松屋フーズ https://www.matsuyafoods.co.jp/

パナソニック CLUB Panasonic https://club.panasonic.jp/ モスフードサービス モスバーガー https://www.mos.jp/

パナソニック https://www.panasonic.com/jp/home.html 吉野家 吉野家 https://www.yoshinoya.com/

パナソニック商品情報 https://panasonic.jp/ ロッテリア ロッテリア https://www.lotteria.jp/

日立製作所 日立製作所 http://www.hitachi.co.jp/ ■食品、飲料、酒類■

富士ゼロックス 富士ゼロックス https://www.fujixerox.co.jp/ アサヒ飲料 アサヒ飲料 https://www.asahiinryo.co.jp/

富士通 富士通 http://www.fujitsu.com/jp/ アサヒビール Asahi Park https://www.asahibeer.co.jp/park/index.psp.html

富士通：個人のお客様向け製品情報 http://www.fmworld.net/ アサヒビール https://www.asahibeer.co.jp/

富士フイルム 富士フイルム https://fujifilm.jp/ 味の素 味の素　商品情報サイト https://www.ajinomoto.co.jp/

ブラザー工業、ブラザー販売 ブラザー http://www.brother.co.jp/ オンラインショップ｜商品情報｜味の素 https://www.ajinomoto.co.jp/products/shopping/

マカフィー マカフィー https://www.mcafee.com/japan/home/ 味の素AGF AGFⓇ https://www.agf.co.jp/

三菱電機 三菱電機 http://www.mitsubishielectric.co.jp/ AGFラウンジ https://agf.jp/

三菱電機 CLUB MITSUBISHI ELECTRIC http://www.mitsubishielectric.co.jp/club-me/index.html 伊藤園 伊藤園 http://www.itoen.co.jp/

ヤマハ ヤマハ https://jp.yamaha.com/ 伊藤ハム 伊藤ハム http://www.itoham.co.jp/

リコー、リコージャパン リコー http://www.ricoh.co.jp/ 江崎グリコ 江崎グリコ（Glico) https://www.glico.com/jp/

リコーイメージング RICOH IMAGING http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/index.html エスビー食品 S&B エスビー食品 https://www.sbfoods.co.jp/

リコー、リコージャパン リコーグループ http://jp.ricoh.com/ エバラ食品工業 エバラ食品 https://www.ebarafoods.com/
レノボ・ジャパン、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ レノボ公式オンラインショッピング https://www.lenovo.com/jp/ja カゴメ カゴメ http://www.kagome.co.jp/

ロジテック ロジテック http://www.logitec.co.jp/ 亀田製菓 亀田製菓 https://www.kamedaseika.co.jp/cs/

■情報通信■ カルビー カルビー http://www.calbee.co.jp/

NTT（日本電信電話） NTT http://www.ntt.co.jp/ カルピス カルピス https://www.calpis.co.jp/

NTTコミュニケーションズ 個人のお客様｜NTTコミュニケーションズ https://www.ntt.com/personal.html キッコーマン キッコーマン https://www.kikkoman.co.jp/

NTTドコモ NTTドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/ 紀文食品 紀文食品 https://www.kibun.co.jp/

NTT西日本（西日本電信電話） NTT西日本 https://www.ntt-west.co.jp/ キユーピー キユーピー https://www.kewpie.co.jp/

NTT東日本（東日本電信電話） NTT東日本 http://www.ntt-east.co.jp/ キリン キリン https://www.kirin.co.jp/

KDDI au https://www.au.com/ サッポロビール サッポロビール http://www.sapporobeer.jp/

KDDI http://www.kddi.com/ サントリーウエルネス サントリーウエルネスオンライン https://www.suntory-kenko.com/

スマートフォン・携帯電話 | au https://www.au.com/mobile/ サントリーホールディングス サントリー https://www.suntory.co.jp/

ソフトバンク インターネット | ソフトバンク https://www.softbank.jp/internet/ 昭和産業 昭和産業 https://www.showa-sangyo.co.jp/

モバイル | ソフトバンク https://www.softbank.jp/mobile/ 宝酒造 宝酒造 https://www.takarashuzo.co.jp/

Y!mobile（ワイモバイル） https://www.ymobile.jp/ 東ハト 東ハト https://www.tohato.jp/index2.php

ソフトバンクグループ 企業・IR　| ソフトバンク https://www.softbank.jp/corp/ 永谷園 永谷園 http://www.nagatanien.co.jp/

楽天 楽天モバイル https://mobile.rakuten.co.jp/ ニチレイ ニチレイ https://www.nichirei.co.jp/

■自動車、バイク、自転車、タイヤ■ ニチレイフーズ ニチレイフーズ https://www.nichireifoods.co.jp/

アウディジャパン アウディジャパン https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html 日清食品グループ 日清食品グループ https://www.nissin.com/jp/

スズキ スズキ http://www.suzuki.co.jp/ 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ https://www.nisshin.com/

SUBARU SUBARU https://www.subaru.jp/ 日本水産 ニッスイ商品情報サイト http://www.nissui.co.jp/

ダイハツ工業 ダイハツ工業 https://www.daihatsu.co.jp/ 日本ハム 日本ハム https://www.nipponham.co.jp/

デンソー デンソー https://www.denso.com/jp/ja/ 日本コカ・コーラ The Coca-Cola Company https://www.cocacola.co.jp/

TOYO TIRE トーヨータイヤ http://toyotires.jp/ 日本製粉 日本製粉 https://www.nippn.co.jp/

トヨタ自動車 トヨタ自動車 https://toyota.jp/ 日本たばこ産業 JT https://www.jti.co.jp/

トヨタ自動車　公式企業サイト https://global.toyota/jp/ ネスレ日本 ネスレアミューズ https://nestle.jp/

トヨタレンタカー https://rent.toyota.co.jp/ ネスレ通販オンラインショップ https://shop.nestle.jp/front/contents/top/

日産カーレンタルソリューション 日産レンタカー https://nissan-rentacar.com/ ネスレ日本 https://www.nestle.co.jp/

日産自動車 日産自動車 http://www.nissan.co.jp/ ハウス食品 ハウス食品 https://housefoods.jp/
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企業名 サイト名 URL 企業名 サイト名 URL

不二家 不二家 https://www.fujiya-peko.co.jp/ アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド アメリカン・エキスプレス・ジャパン https://www.americanexpress.com/japan/

プリマハム プリマハム https://www.primaham.co.jp/ イオン銀行 イオン銀行 https://www.aeonbank.co.jp/

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ https://www.pokkasapporo-fb.jp/ イオンクレジットサービス 暮らしのマネーサイト http://www.aeon.co.jp/

Mizkan Holdings ミツカングループ商品・メニューサイト http://www.mizkan.co.jp/ 出光クレジット 出光カード http://www.idemitsucard.com/

明治 明治 https://www.meiji.co.jp/ SMBC日興証券 SMBC日興証券 https://www.smbcnikko.co.jp/index.html

森永製菓 森永製菓 http://www.morinaga.co.jp/ SBI証券 SBI証券 https://www.sbisec.co.jp/ETGate

森永乳業 森永乳業 http://www.morinagamilk.co.jp/ オリエントコーポレーション オリコカード https://www.orico.co.jp/

ヤクルト本社 ヤクルト本社 http://www.yakult.co.jp/ カブドットコム証券 カブドットコム証券 https://kabu.com/

山崎製パン 山崎製パン http://www.yamazakipan.co.jp/ かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 http://www.jp-life.japanpost.jp/

UCCホールディングス、UCC上島珈琲 UCC上島珈琲 https://www.ucc.co.jp/ クレディセゾン セゾンカード https://www.saisoncard.co.jp/

雪印メグミルク 雪印メグミルク http://www.meg-snow.com/ セゾンポイントモール https://www.a-q-f.com/openpc/USA0000S01.do

ロッテ ロッテ https://www.lotte.co.jp/ GMOクリック証券 GMOクリック証券 https://www.click-sec.com/

■医薬、サニタリー、化粧品、健康関連■ CCCマーケティング、カルチュア・コンビニエンス・クラブ Tサイト http://tsite.jp/

アステラス製薬 アステラス製薬 https://www.astellas.com/jp/ ジェーシービー JCBカード https://www.jcb.co.jp/

エーザイ エーザイ https://www.eisai.co.jp/index.html じぶん銀行 じぶん銀行 https://www.jibunbank.co.jp/

エスエス製薬 エスエス製薬 https://www.ssp.co.jp/ ジャパンネット銀行 ジャパンネット銀行 https://www.japannetbank.co.jp/

エステー エステー http://www.st-c.co.jp/ 新生銀行 新生銀行 http://www.shinseibank.com/

大塚製薬 大塚製薬 http://www.otsuka.co.jp/ 住信SBIネット銀行 住信SBIネット銀行 https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate

オルビス オルビス https://www.orbis.co.jp/ 住友生命保険 住友生命保険 http://www.sumitomolife.co.jp/

花王 Kao 花王 https://www.kao.com/jp/ セディナ セディナ https://www.cedyna.co.jp/

Kao PLAZA https://member.kao.com/jp/plaza/ セブン・カードサービス nanaco https://www.nanaco-net.jp/

カネボウ化粧品 カネボウ化粧品 https://www.kanebo-cosmetics.co.jp/ セブン銀行 セブン銀行 https://www.sevenbank.co.jp/

グラクソ・スミスクライン GSK グラクソ･スミスクライン http://jp.gsk.com/jp/ ソニー銀行 MONEYKit - ソニー銀行 https://moneykit.net/

クラシエホールディングス クラシエ http://www.kracie.co.jp/ ソニー生命保険 ソニー生命保険 https://www.sonylife.co.jp/

コーセー コーセー https://www.kose.co.jp/jp/ja/ ソニー損害保険 ソニー損保 https://www.sonysonpo.co.jp/

小林製薬 小林製薬 https://www.kobayashi.co.jp/ 損害保険ジャパン日本興亜 損保ジャパン日本興亜 https://www.sjnk.co.jp/

小林製薬の通販 https://www2.kobayashi.co.jp/ 第一生命保険 第一生命保険 http://www.dai-ichi-life.co.jp/

サンスター サンスター http://jp.sunstar.com/ 大和証券 大和証券 http://www.daiwa.jp/

参天製薬 参天製薬 https://www.santen.co.jp/ja/ チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド日本支店 チューリッヒ保険 https://www.zurich.co.jp/

資生堂、資生堂ジャパン 資生堂 http://www.shiseido.co.jp/ 東京海上日動火災保険 東京海上日動火災保険 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

ジョンソン・エンド・ジョンソン ジョンソン・エンド・ジョンソン http://www.jnj.co.jp/ 日本生命保険 日本生命保険 https://www.nissay.co.jp/

第一三共 第一三共 https://www.daiichisankyo.co.jp/ 野村證券 野村證券 https://www.nomura.co.jp/

第一三共ヘルスケア 第一三共ヘルスケア https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/ ビューカード ビューカード http://www.jreast.co.jp/card/

大正製薬 大正製薬 https://www.taisho.co.jp/ 松井証券 松井証券 https://www.matsui.co.jp/

武田コンシューマーヘルスケア タケダ健康サイト https://takeda-kenko.jp/ マネックス証券 マネックス証券 https://www.monex.co.jp/

武田コンシューマーヘルスケア https://www.takeda-chc.co.jp/ みずほ銀行 みずほ銀行 https://www.mizuhobank.co.jp/index.html

武田薬品工業 武田薬品グローバルサイト https://www.takeda.com/jp/ みずほ証券 みずほ証券 https://www.mizuho-sc.com/index.html

中外製薬 中外製薬 https://www.chugai-pharm.co.jp/ みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

ディーエイチシー DHCオンラインショップ https://www.dhc.co.jp/main/main.jsp 三井住友カード 三井住友VISAカード https://www.smbc-card.com/index.jsp

ドクターシーラボ ドクターシーラボ https://www.ci-labo.com/ 三井住友海上火災保険 三井住友海上 https://www.ms-ins.com/

ノバルティス ファーマ ノバルティス https://www.novartis.co.jp/ 三井住友銀行 三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp/

ファイザー ファイザー https://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行 https://www.smtb.jp/

ファンケル ファンケルオンライン https://www.fancl.co.jp/index.html 三菱UFJ銀行 三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン P&G Japan https://jp.pg.com/ 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ信託銀行 https://www.tr.mufg.jp/

マイレピ https://www.myrepi.com/ 三菱UFJニコス 三菱UFJニコス http://www.cr.mufg.jp/

ユニ・チャーム ユニ・チャーム http://www.unicharm.co.jp/index.html 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ https://www.mufg.jp/

ライオン ライオン https://www.lion.co.jp/ja/ 明治安田生命保険 明治安田生命 https://www.meijiyasuda.co.jp/

Lidea https://lidea.today/ メットライフ生命保険 メットライフ生命 http://www.metlife.co.jp/

ロート製薬 ロート製薬 https://www.rohto.co.jp/ ユーシーカード UCカード https://www2.uccard.co.jp/

■服飾■ ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 https://www.jp-bank.japanpost.jp/

AOKI AOKIオンラインショップ https://www.aoki-style.com/ ライフネット生命保険 ライフネット生命保険 https://www.lifenet-seimei.co.jp/

青山商事 洋服の青山 https://www.y-aoyama.jp/ 楽天カード 楽天カード https://www.rakuten-card.co.jp/

グンゼ グンゼ http://www.gunze.co.jp/ 楽天銀行 楽天銀行 https://www.rakuten-bank.co.jp/

しまむら しまむらグループ https://www.shimamura.gr.jp/ 楽天証券 楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/

トリンプ・インターナショナル・ジャパン Triumph https://jp.triumph.com/ りそな銀行 りそな銀行 https://www.resonabank.co.jp/

ユニクロ ユニクロオンラインストア https://www.uniqlo.com/jp/ りそなホールディングス、りそな銀行、埼玉りそな銀行 りそなホールディングス https://www.resona-gr.co.jp/

ワコール ワコール https://www.wacoal.jp/ ■小売■

ワコールウェブストア https://store.wacoal.jp/ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ https://www.irisohyama.co.jp/

■家具■ アイリスプラザ アイリスプラザ https://www.irisplaza.co.jp/

イケア・ジャパン IKEA：イケアオンライン https://www.ikea.com/jp/ja/ 赤ちゃん本舗 アカチャンホンポ https://www.akachan.jp/

大塚家具 大塚家具 https://www.idc-otsuka.jp/ アスクル アスクル https://www.askul.co.jp/

コクヨ コクヨ https://www.kokuyo.co.jp/ アスクル、ヤフー LOHACO by ASKUL https://lohaco.jp/

ニトリ ニトリネット http://www.nitori-net.jp/store/ja/ec/ アマゾンジャパン Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/

ニトリホールディングス ニトリ公式企業サイト https://www.nitori.co.jp/ イオン イオン https://www.aeon.info

■住宅、不動産■ イオンネットスーパー https://www.aeonnetshop.com/shop/default.aspx

旭化成ホームズ ヘーベルハウス https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/index.html/ イオンリテール イオンショップ https://www.aeonshop.com/shop/c/c01050000059020/

アットホーム アットホーム https://www.athome.co.jp/ イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー http://www.itoyokado.co.jp/

Apaman Network アパマンショップ http://www.apamanshop.com/ イトーヨーカドーのネットスーパー　アイワイネット https://www.iy-net.jp/

一条工務店 一条工務店 http://www.ichijo.co.jp/ エディオン エディオン公式通販サイト https://www.edion.com/

エイブル エイブル https://www.able.co.jp/ オイシックス・ラ・大地 Oisix https://www.oisix.com/topPageG5.htm?SESSIONISNEW=TRUEID&mi2=7749

住友林業 住友林業 https://sfc.jp/ 大塚商会 たのめーる https://www.tanomail.com/

積水化学工業住宅カンパニー セキスイハイム https://www.sekisuiheim.com/ オートバックスセブン オートバックス https://www.autobacs.com/

積水ハウス 積水ハウス http://www.sekisuihouse.co.jp/ カウネット カウネット https://www.kaunet.com/

大和ハウス工業 大和ハウス工業 https://www.daiwahouse.co.jp/ 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/

CHINTAI CHINTAI https://www.chintai.net/ ぐるなび ぐるなび食市場 https://shop.gnavi.co.jp/

TOTO TOTO https://jp.toto.com/ ケーズホールディングス ケーズデンキ オンラインショップ https://www.ksdenki.com/shop/default.aspx

パナソニック ホームズ パナソニック ホームズ https://homes.panasonic.com/ コジマ コジマネット https://www.kojima.net/ec/top/CSfTop.jsp

パナソニックライフソリューションズ社 すむすむ｜Panasonic http://sumai.panasonic.jp/sumu2/ サザビーリーグ Afternoon Tea https://www.afternoon-tea.net/

ライフソリューションズ社 | Panasonic https://panasonic.co.jp/ls/ ジャパネットたかた ジャパネットたかた https://www.japanet.co.jp/shopping/

ミサワホーム ミサワホーム http://www.misawa.co.jp/ 上新電機 Joshin webショップ https://joshinweb.jp/

三井不動産 三井不動産 https://www.mitsuifudosan.co.jp/ ジンズ JINS https://www.jins.com/jp/

三井不動産リアルティ 三井のリハウス https://www.rehouse.co.jp/ 西友 西友 https://www.seiyu.co.jp/

三井ホーム 三井ホーム http://www.mitsuihome.co.jp/ セブン＆アイ・ホールディングス セブンネットショッピング https://7net.omni7.jp/top

LIFULL LIFULL HOME'S https://www.homes.co.jp/ セブン-イレブン・ジャパン セブン-イレブン http://www.sej.co.jp/

LIXIL LIXIL https://www.lixil.co.jp/ 千趣会 ベルメゾンネット https://www.bellemaison.jp/

リクルート SUUMO https://suumo.jp/ そごう・西武 西武・そごう https://www.sogo-seibu.jp/inf/

レオパレス21 レオパレス21 http://www.leopalace21.com/ ZOZO ZOZOTOWN http://zozo.jp/

■金融■ ダイエー ダイエー http://www.daiei.co.jp/index.php

アクサ損害保険 アクサダイレクト https://www.axa-direct.co.jp/ 大丸松坂屋百貨店 大丸 https://www.daimaru.co.jp/

アフラック生命保険 アフラック https://www.aflac.co.jp/ 髙島屋 高島屋 https://www.takashimaya.co.jp/
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企業名 サイト名 URL 企業名 サイト名 URL

ディノス・セシール セシール https://www.cecile.co.jp/ ローソンエンタテインメント HMV&BOOKS online http://www.hmv.co.jp/

ディノス オンラインショップ https://www.dinos.co.jp/ ローチケ https://l-tike.com/

東急ハンズ 東急ハンズ https://hands.net/ ■教育、人材■

ドン・キホーテ ドン・キホーテ http://www.donki.com/ エン・ジャパン エン転職 https://employment.en-japan.com/

西松屋チェーン 西松屋 https://www.24028.jp/ 公文教育研究会 KUMON（くもん） http://www.kumon.ne.jp/

ニッセン ニッセン https://www.nissen.co.jp/ Z会 Z会 https://www.zkai.co.jp/

日本生活協同組合連合会 コープ商品サイト｜ 日本生活協同組合連合会 https://goods.jccu.coop/ ベネッセコーポレーション ウィメンズパーク http://women.benesse.ne.jp/

日本生活協同組合連合会 https://jccu.coop/ ベネッセ　教育情報サイト https://www.benesse.jp/

日本トイザらス トイザらス オンラインストア https://www.toysrus.co.jp/ ベネッセグループ https://www.benesse.co.jp/

パルシステム生活協同組合連合会 生協の宅配パルシステム http://www.pal-system.co.jp/ マイナビ マイナビ転職 https://tenshoku.mynavi.jp/

ビックカメラ ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/bc/main/ ユーキャン ユーキャン https://www.u-can.co.jp/index.html

ファミリーマート ファミリーマート http://www.family.co.jp/ リクルート Recruit https://www.recruit.co.jp/

フェリシモ フェリシモ https://www.felissimo.co.jp/ リクルートキャリア リクナビNEXT https://next.rikunabi.com/

ブックオフコーポレーション ブックオフオンライン http://www.bookoffonline.co.jp/ ■メディア■

ベルーナ ベルーナ https://belluna.jp/ 朝日新聞社 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/

マツモトキヨシ ドラッグストア マツモトキヨシ http://www.matsukiyo.co.jp/ 朝日放送テレビ 朝日放送テレビ https://www.asahi.co.jp/

丸井 マルイ http://www.0101.co.jp/ NHK（日本放送協会） NHKオンライン https://www.nhk.or.jp/

三越伊勢丹 伊勢丹オンラインストア https://isetan.mistore.jp/onlinestore/index.html スカパーJSAT スカパー！ https://www.skyperfectv.co.jp/

三越オンラインストア https://mitsukoshi.mistore.jp/ ダイヤモンド社 ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/list/welcome

ヤマダ電機 ヤマダウェブコム https://www.yamada-denkiweb.com/ TBSテレビ TBSテレビ http://www.tbs.co.jp/

ヨドバシカメラ ヨドバシ.com https://www.yodobashi.com/ テレビ朝日 テレビ朝日 https://www.tv-asahi.co.jp/

楽天 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/ テレビ東京 テレビ東京 http://www.tv-tokyo.co.jp/

楽天西友ネットスーパー、西友 楽天西友ネットスーパー https://sm.rakuten.co.jp/ 日本テレビ放送網 日本テレビ https://www.ntv.co.jp/

Rakuten Direct ケンコーコム https://www.kenko.com/ 日本経済新聞社 日経電子版 https://www.nikkei.com/

良品計画 無印良品 https://www.muji.net/store/ フジテレビジョン フジテレビ https://www.fujitv.co.jp/index.html

ローソン ローソン https://www.lawson.co.jp/index.html 毎日新聞社 毎日新聞 https://mainichi.jp/

ロフト ロフト http://www.loft.co.jp/ 毎日放送 【MBS】毎日放送 https://www.mbs.jp/

■トラベル■ 読売新聞社 読売新聞オンライン：ニュース＆お得サイト https://www.yomiuri.co.jp/

一休 一休.com https://www.ikyu.com/ radiko radiko.jp http://radiko.jp/

インクリメントP MapFan https://mapfan.com/ リフィニティブ・ジャパン ロイター https://jp.reuters.com/

AIRDO AIR DO https://www.airdo.jp/ WOWOW WOWOWオンライン https://www.wowow.co.jp/

エイチ・アイ・エス H.I.S. https://www.his-j.com/Default.aspx ■インターネットサービス■

ANA（全日本空輸）、ANAセールス ANA https://www.ana.co.jp/ アイスタイル @cosme（アットコスメ） https://www.cosme.net/

駅探 駅探 https://ekitan.com/ ウィキメディア財団 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/

オープンドア トラベルコ https://www.tour.ne.jp/ エキサイト エキサイト https://www.excite.co.jp/

クラブツーリズム クラブツーリズム https://www.club-t.com/ NTTコミュニケーションズ OCN https://www.ocn.ne.jp/

KNT-CTウエブトラベル 近畿日本ツーリスト http://www.knt.co.jp/ NTTレゾナント goo https://www.goo.ne.jp/

JR九州（九州旅客鉄道） 九州旅客鉄道 http://www.jrkyushu.co.jp/train/index.html オウケイウェイヴ OKWAVE https://okwave.jp/

JR東海（東海旅客鉄道） JR東海 http://jr-central.co.jp/ オールアバウト All About https://allabout.co.jp/

JR東海（東海旅客鉄道）、JR西日本（西日本旅客鉄道） エクスプレス予約 https://expy.jp/top.php? カカクコム 価格.com http://kakaku.com/

ジェイアール東海ツアーズ JR東海ツアーズ http://www.jrtours.co.jp/ 食べログ https://tabelog.com/

JR西日本（西日本旅客鉄道） JRおでかけネット http://www.jr-odekake.net/ GYAO、ヤフー GYAO! https://gyao.yahoo.co.jp/

JR西日本 http://www.westjr.co.jp/ グーグル Google https://www.google.co.jp/
ジェイアールバス関東、ジェイアール東海バス、西日本ジェイアールバス、中国ジェイアールバス 高速バスネット https://www.kousokubus.net/BusRsv/ja/ クックパッド クックパッド https://cookpad.com/

JR東日本（東日本旅客鉄道） JR東日本 http://www.jreast.co.jp/ ぐるなび ぐるなび https://www.gnavi.co.jp/

JR東日本ネットステーション えきねっと（JR東日本） https://www.eki-net.com/top/index.html ケイ・オプティコム eo(イオ) https://eonet.jp/

JTB JTB https://www.jtb.co.jp/ KDDI,mediba au Webポータル https://portal.auone.jp/

るるぶトラベル https://rurubu.travel/ サイバーエージェント Ameba https://www.ameba.jp/

JTBパブリッシング るるぶ&more. https://rurubu.jp/andmore ソニーネットワークコミュニケーションズ So-net https://www.so-net.ne.jp/

ジョルダン ジョルダン https://www.jorudan.co.jp/ Twitter Twitter https://twitter.com/

スカイマーク SKYMARK AIRLINES http://www.skymark.co.jp/ja/ DMM.com DMM.com https://www.dmm.com/

東京地下鉄 東京メトロ https://www.tokyometro.jp/index.html 手間いらず 比較.com https://www.hikaku.com/

ナビタイムジャパン NAVITIME https://www.navitime.co.jp/ ドワンゴ niconico http://www.nicovideo.jp/

日本航空 JAL http://www.jal.co.jp/ ニフティ @nifty https://www.nifty.com/

日本旅行 日本旅行 http://www.nta.co.jp/ 日本マイクロソフト MSN Japan https://www.msn.com/ja-jp

NEXCO中日本（中日本高速道路） NEXCO 中日本 http://www.c-nexco.co.jp/ ビッグローブ BIGLOBE https://www.biglobe.ne.jp/

NEXCO西日本（西日本高速道路） NEXCO 西日本 https://www.w-nexco.co.jp/ Facebook Facebook https://ja-jp.facebook.com/

NEXCO東日本（東日本高速道路） ドラぷら https://www.driveplaza.com/ ミクシィ mixi https://mixi.jp/

NEXCO 東日本 https://www.e-nexco.co.jp/ ヤフー Yahoo! JAPAN https://www.yahoo.co.jp/

阪急交通社 阪急交通社 http://www.hankyu-travel.com/ YouTube YouTube https://www.youtube.com/

ベンチャーリパブリック LINEトラベル.jp https://www.travel.co.jp/ LINE livedoor http://www.livedoor.com/

マピオン Mapion https://www.mapion.co.jp/ 楽天 インフォシーク https://www.infoseek.co.jp/

ヤフー Yahoo!トラベル https://travel.yahoo.co.jp/ リクルート ホットペッパーグルメ https://www.hotpepper.jp/

楽天 楽天トラベル https://travel.rakuten.co.jp/ ■その他サービス■

リクルート じゃらんnet https://www.jalan.net/ ウェザーニューズ ウェザーリポートCh. ウェザーニュース http://weathernews.jp/

■趣味、レジャー、エンタテインメント■ NTTタウンページ iタウンページ https://itp.ne.jp/

アディダス ジャパン アディダス オンラインショップ https://shop.adidas.jp/ セコム セコム https://www.secom.co.jp/

イオンエンターテイメント イオンシネマ http://www.aeoncinema.com/ 日本郵政 日本郵政 https://www.japanpost.jp/

ウォルト・ディズニー・ジャパン ディズニー https://www.disney.co.jp/ 日本気象協会 tenki.jp https://tenki.jp/

オリエンタルランド 東京ディズニーリゾート https://www.tokyodisneyresort.jp/

KADOKAWA KADOKAWA https://www.kadokawa.co.jp/

コナミスポーツクラブ コナミスポーツクラブ https://www.konami.com/sportsclub/

コナミデジタルエンタテインメント KONAMI コナミ製品・サービス情報サイト https://www.konami.com/games/jp/ja/

サンリオ サンリオ https://www.sanrio.co.jp/

セガホールディングス セガ製品情報サイト https://sega.jp/

ソニー・インタラクティブエンタテインメント プレイステーション https://www.jp.playstation.com/

ソニー・ミュージックエンタテインメント ソニーミュージック http://www.sonymusic.co.jp/

タカラトミー タカラトミー https://www.takaratomy.co.jp/

タワーレコード タワーレコード オンライン https://tower.jp/

TSUTAYA エンタメ作品情報ポータル - TSUTAYA http://tsutaya.tsite.jp/

TSUTAYA DISCAS https://www.discas.net/netdvd/entrance/entrance01.html

東宝 東宝 http://www.toho.co.jp/

TOHOシネマズ TOHOシネマズ https://www.tohotheater.jp/

ナイキジャパン Nike.com https://www.nike.com/jp/ja_jp/

日本中央競馬会 JRA http://www.jra.go.jp/

任天堂 任天堂 https://www.nintendo.co.jp/

バンダイ バンダイ http://www.bandai.co.jp/

ぴあ チケットぴあ https://t.pia.jp/

ミズノ ミズノ https://www.mizuno.jp/

ユー・エス・ジェイ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン http://www.usj.co.jp/
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企業名 サイト名 URL 企業名 サイト名 URL

ア アイ･オー･データ機器 アイ・オー・データ機器 https://www.iodata.jp/ オ オイシックス・ラ・大地 Oisix https://www.oisix.com/topPageG5.htm?SESSIONISNEW=TRUEID&mi2=7749

アイオープラザ https://www.ioplaza.jp/index.htm オウケイウェイヴ OKWAVE https://okwave.jp/

アイスタイル @cosme（アットコスメ） https://www.cosme.net/ 大阪ガス 大阪ガス http://www.osakagas.co.jp/index.html

アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ https://www.irisohyama.co.jp/ 大塚家具 大塚家具 https://www.idc-otsuka.jp/

アイリスプラザ アイリスプラザ https://www.irisplaza.co.jp/ 大塚商会 大塚商会 https://www.otsuka-shokai.co.jp/

アウディジャパン アウディジャパン https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html たのめーる https://www.tanomail.com/

AOKI AOKIオンラインショップ https://www.aoki-style.com/ 大塚製薬 大塚製薬 http://www.otsuka.co.jp/

青山商事 洋服の青山 https://www.y-aoyama.jp/ オートバックスセブン オートバックス https://www.autobacs.com/

赤ちゃん本舗 アカチャンホンポ https://www.akachan.jp/ オープンドア トラベルコ https://www.tour.ne.jp/

アクサ損害保険 アクサダイレクト https://www.axa-direct.co.jp/ オールアバウト All About https://allabout.co.jp/

アサヒ飲料 アサヒ飲料 https://www.asahiinryo.co.jp/ オムロン オムロン https://www.omron.co.jp/

旭化成ホームズ ヘーベルハウス https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/index.html/ オリエンタルランド 東京ディズニーリゾート https://www.tokyodisneyresort.jp/

朝日新聞社 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/ オリエントコーポレーション オリコカード https://www.orico.co.jp/

アサヒビール Asahi Park https://www.asahibeer.co.jp/park/index.psp.html オリンパス オリンパス https://olympus-imaging.jp/

アサヒビール https://www.asahibeer.co.jp/ オリンパスグループ https://www.olympus.co.jp/

朝日放送テレビ 朝日放送テレビ https://www.asahi.co.jp/ オルビス オルビス https://www.orbis.co.jp/

味の素 味の素　商品情報サイト https://www.ajinomoto.co.jp/ カ カウネット カウネット https://www.kaunet.com/

オンラインショップ｜商品情報｜味の素 https://www.ajinomoto.co.jp/products/shopping/ 花王 Kao 花王 https://www.kao.com/jp/

味の素AGF AGFⓇ https://www.agf.co.jp/ Kao PLAZA https://member.kao.com/jp/plaza/

AGFラウンジ https://agf.jp/ カカクコム 価格.com http://kakaku.com/

アスクル アスクル https://www.askul.co.jp/ 食べログ https://tabelog.com/

アスクル、ヤフー LOHACO by ASKUL https://lohaco.jp/ カゴメ カゴメ http://www.kagome.co.jp/

アステラス製薬 アステラス製薬 https://www.astellas.com/jp/ カシオ計算機 カシオ https://casio.jp/

アットホーム アットホーム https://www.athome.co.jp/ 時計 ｜CASIO https://casio.jp/wat/

Apple Japan Apple https://www.apple.com/jp/ KADOKAWA KADOKAWA https://www.kadokawa.co.jp/

アディダス ジャパン アディダス オンラインショップ https://shop.adidas.jp/ カネボウ化粧品 カネボウ化粧品 https://www.kanebo-cosmetics.co.jp/

アドビ システムズ アドビ https://www.adobe.com/jp/ カブドットコム証券 カブドットコム証券 https://kabu.com/

Apaman Network アパマンショップ http://www.apamanshop.com/ 亀田製菓 亀田製菓 https://www.kamedaseika.co.jp/cs/

アフラック生命保険 アフラック https://www.aflac.co.jp/ カルビー カルビー http://www.calbee.co.jp/

アマゾンジャパン Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/ カルピス カルピス https://www.calpis.co.jp/

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド アメリカン・エキスプレス・ジャパン https://www.americanexpress.com/japan/ 関西電力 関西電力 http://www.kepco.co.jp/

イ イオン イオン https://www.aeon.info かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 http://www.jp-life.japanpost.jp/

イオンネットスーパー https://www.aeonnetshop.com/shop/default.aspx キ キッコーマン キッコーマン https://www.kikkoman.co.jp/

イオンエンターテイメント イオンシネマ http://www.aeoncinema.com/ 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/

イオン銀行 イオン銀行 https://www.aeonbank.co.jp/ 紀文食品 紀文食品 https://www.kibun.co.jp/

イオンクレジットサービス 暮らしのマネーサイト http://www.aeon.co.jp/ GYAO、ヤフー GYAO! https://gyao.yahoo.co.jp/

イオンリテール イオンショップ https://www.aeonshop.com/shop/c/c01050000059020/ キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン キヤノン https://canon.jp/

イケア・ジャパン IKEA：イケアオンライン https://www.ikea.com/jp/ja/ キヤノン：個人のお客さま https://cweb.canon.jp/product/

一条工務店 一条工務店 http://www.ichijo.co.jp/ キヤノンマーケティングジャパン キヤノンイメージゲートウェイ https://ptl.imagegateway.net/top/

一休 一休.com https://www.ikyu.com/ 九州電力 九州電力 https://www.kyuden.co.jp/

出光クレジット 出光カード http://www.idemitsucard.com/ キユーピー キユーピー https://www.kewpie.co.jp/

出光昭和シェル 出光昭和シェル https://www.idss.co.jp/ キリン キリン https://www.kirin.co.jp/

伊藤園 伊藤園 http://www.itoen.co.jp/ ク グーグル Google https://www.google.co.jp/

伊藤ハム 伊藤ハム http://www.itoham.co.jp/ クックパッド クックパッド https://cookpad.com/

イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー http://www.itoyokado.co.jp/ 公文教育研究会 KUMON（くもん） http://www.kumon.ne.jp/

イトーヨーカドーのネットスーパー　アイワイネット https://www.iy-net.jp/ グラクソ・スミスクライン GSK グラクソ･スミスクライン http://jp.gsk.com/jp/

インクリメントP MapFan https://mapfan.com/ クラシエホールディングス クラシエ http://www.kracie.co.jp/

インテル インテル https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/homepage.html クラブツーリズム クラブツーリズム https://www.club-t.com/

ウ ウィキメディア財団 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/ ぐるなび ぐるなび https://www.gnavi.co.jp/

ウェザーニューズ ウェザーリポートCh. ウェザーニュース http://weathernews.jp/ ぐるなび食市場 https://shop.gnavi.co.jp/

ウォルト・ディズニー・ジャパン ディズニー https://www.disney.co.jp/ クレディセゾン セゾンカード https://www.saisoncard.co.jp/

エ AIRDO AIR DO https://www.airdo.jp/ セゾンポイントモール https://www.a-q-f.com/openpc/USA0000S01.do

エイチ・アイ・エス H.I.S. https://www.his-j.com/Default.aspx グンゼ グンゼ http://www.gunze.co.jp/

エイブル エイブル https://www.able.co.jp/ ケ KNT-CTウエブトラベル 近畿日本ツーリスト http://www.knt.co.jp/

ANA（全日本空輸）、ANAセールス ANA https://www.ana.co.jp/ ケイ・オプティコム eo(イオ) https://eonet.jp/

エーザイ エーザイ https://www.eisai.co.jp/index.html KDDI au https://www.au.com/

エキサイト エキサイト https://www.excite.co.jp/ KDDI http://www.kddi.com/

駅探 駅探 https://ekitan.com/ スマートフォン・携帯電話 | au https://www.au.com/mobile/

江崎グリコ 江崎グリコ（Glico) https://www.glico.com/jp/ KDDI,mediba au Webポータル https://portal.auone.jp/

エスエス製薬 エスエス製薬 https://www.ssp.co.jp/ ケーズホールディングス ケーズデンキ オンラインショップ https://www.ksdenki.com/shop/default.aspx

SMBC日興証券 SMBC日興証券 https://www.smbcnikko.co.jp/index.html コ コーセー コーセー https://www.kose.co.jp/jp/ja/

エステー エステー http://www.st-c.co.jp/ コクヨ コクヨ https://www.kokuyo.co.jp/

SBI証券 SBI証券 https://www.sbisec.co.jp/ETGate コジマ コジマネット https://www.kojima.net/ec/top/CSfTop.jsp

エスビー食品 S&B エスビー食品 https://www.sbfoods.co.jp/ コスモ石油マーケティング コスモ石油マーケティング https://com.cosmo-oil.co.jp/

エディオン エディオン公式通販サイト https://www.edion.com/ コナミスポーツクラブ コナミスポーツクラブ https://www.konami.com/sportsclub/

NEC（日本電気） NEC https://jpn.nec.com/ コナミデジタルエンタテインメント KONAMI コナミ製品・サービス情報サイト https://www.konami.com/games/jp/ja/

NECパーソナルコンピュータ NEC LAVIE公式サイト http://nec-lavie.jp/ コニカミノルタ コニカミノルタ https://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html

NHK（日本放送協会） NHKオンライン https://www.nhk.or.jp/ 小林製薬 小林製薬 https://www.kobayashi.co.jp/

NTT（日本電信電話） NTT http://www.ntt.co.jp/ 小林製薬の通販 https://www2.kobayashi.co.jp/

NTTコミュニケーションズ OCN https://www.ocn.ne.jp/ サ サイゼリヤ サイゼリヤ https://www.saizeriya.co.jp/

個人のお客様｜NTTコミュニケーションズ https://www.ntt.com/personal.html サイバーエージェント Ameba https://www.ameba.jp/

NTTタウンページ iタウンページ https://itp.ne.jp/ 佐川急便 佐川急便 http://www.sagawa-exp.co.jp/

NTTドコモ NTTドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/ サザビーリーグ Afternoon Tea https://www.afternoon-tea.net/

NTT西日本（西日本電信電話） NTT西日本 https://www.ntt-west.co.jp/ サッポロビール サッポロビール http://www.sapporobeer.jp/

NTT東日本（東日本電信電話） NTT東日本 http://www.ntt-east.co.jp/ サンスター サンスター http://jp.sunstar.com/

NTTレゾナント goo https://www.goo.ne.jp/ 参天製薬 参天製薬 https://www.santen.co.jp/ja/

エバラ食品工業 エバラ食品 https://www.ebarafoods.com/ サントリーウエルネス サントリーウエルネスオンライン https://www.suntory-kenko.com/

エプソンダイレクト エプソンダイレクトショップ https://shop.epson.jp/ サントリーホールディングス サントリー https://www.suntory.co.jp/

エレコム エレコム http://www.elecom.co.jp/ サンリオ サンリオ https://www.sanrio.co.jp/

エン・ジャパン エン転職 https://employment.en-japan.com/ シ GMOクリック証券 GMOクリック証券 https://www.click-sec.com/
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◎企業名五十音順

※掲載データは原則として、2019年3月13日時点のものを掲載しています。

企業名 サイト名 URL 企業名 サイト名 URL

シ CCCマーケティング、カルチュア・コンビニエンス・クラブ Tサイト http://tsite.jp/ タ 大正製薬 大正製薬 https://www.taisho.co.jp/

JR九州（九州旅客鉄道） 九州旅客鉄道 http://www.jrkyushu.co.jp/train/index.html ダイハツ工業 ダイハツ工業 https://www.daihatsu.co.jp/

JR東海（東海旅客鉄道） JR東海 http://jr-central.co.jp/ 大丸松坂屋百貨店 大丸 https://www.daimaru.co.jp/

JR東海（東海旅客鉄道）、JR西日本（西日本旅客鉄道） エクスプレス予約 https://expy.jp/top.php? ダイヤモンド社 ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/list/welcome

ジェイアール東海ツアーズ JR東海ツアーズ http://www.jrtours.co.jp/ 大和証券 大和証券 http://www.daiwa.jp/

JR西日本（西日本旅客鉄道） JRおでかけネット http://www.jr-odekake.net/ 大和ハウス工業 大和ハウス工業 https://www.daiwahouse.co.jp/

JR西日本 http://www.westjr.co.jp/ 髙島屋 高島屋 https://www.takashimaya.co.jp/

ジェイアールバス関東、ジェイアール東海バス、西日本ジェイアールバス、中国ジェイアールバス 高速バスネット https://www.kousokubus.net/BusRsv/ja/ 宝酒造 宝酒造 https://www.takarashuzo.co.jp/

JR東日本（東日本旅客鉄道） JR東日本 http://www.jreast.co.jp/ タカラトミー タカラトミー https://www.takaratomy.co.jp/

JR東日本ネットステーション えきねっと（JR東日本） https://www.eki-net.com/top/index.html 武田コンシューマーヘルスケア タケダ健康サイト https://takeda-kenko.jp/

JVCケンウッド KENWOOD http://www.kenwood.com/jp/ 武田コンシューマーヘルスケア https://www.takeda-chc.co.jp/

JXTGエネルギー JXTGエネルギー https://www.noe.jxtg-group.co.jp/index.html 武田薬品工業 武田薬品グローバルサイト https://www.takeda.com/jp/

ジェーシービー JCBカード https://www.jcb.co.jp/ ダスキン ミスタードーナツ https://www.misterdonut.jp/

JTB JTB https://www.jtb.co.jp/ タリーズコーヒージャパン TULLY'S COFFEE http://www.tullys.co.jp/

るるぶトラベル https://rurubu.travel/ タワーレコード タワーレコード オンライン https://tower.jp/

JTBパブリッシング るるぶ&more. https://rurubu.jp/andmore チ 中外製薬 中外製薬 https://www.chugai-pharm.co.jp/

資生堂、資生堂ジャパン 資生堂 http://www.shiseido.co.jp/ 中部電力 中部電力 http://www.chuden.co.jp/

シチズン時計 シチズンウオッチ https://citizen.jp/ チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド日本支店 チューリッヒ保険 https://www.zurich.co.jp/

シチズン時計（シチズングループサイト） https://www.citizen.co.jp/ CHINTAI CHINTAI https://www.chintai.net/

じぶん銀行 じぶん銀行 https://www.jibunbank.co.jp/ ツ Twitter Twitter https://twitter.com/

しまむら しまむらグループ https://www.shimamura.gr.jp/ TSUTAYA エンタメ作品情報ポータル - TSUTAYA http://tsutaya.tsite.jp/

シマンテック Symantec JP https://www.symantec.com/ja/jp/ TSUTAYA DISCAS https://www.discas.net/netdvd/entrance/entrance01.html

シャープ シャープ http://www.sharp.co.jp/ テ ディーエイチシー DHCオンラインショップ https://www.dhc.co.jp/main/main.jsp

ジャストシステム ジャストシステム https://www.justsystems.com/jp/ DMM.com DMM.com https://www.dmm.com/

ジャパネットたかた ジャパネットたかた https://www.japanet.co.jp/shopping/ TBSテレビ TBSテレビ http://www.tbs.co.jp/

ジャパンネット銀行 ジャパンネット銀行 https://www.japannetbank.co.jp/ ディノス・セシール セシール https://www.cecile.co.jp/

上新電機 Joshin webショップ https://joshinweb.jp/ ディノス オンラインショップ https://www.dinos.co.jp/

昭和産業 昭和産業 https://www.showa-sangyo.co.jp/ 手間いらず 比較.com https://www.hikaku.com/

ジョルダン ジョルダン https://www.jorudan.co.jp/ デル Dell 日本 https://www.dell.com/

ジョンソン・エンド・ジョンソン ジョンソン・エンド・ジョンソン http://www.jnj.co.jp/ テレビ朝日 テレビ朝日 https://www.tv-asahi.co.jp/

ジンズ JINS https://www.jins.com/jp/ テレビ東京 テレビ東京 http://www.tv-tokyo.co.jp/

新生銀行 新生銀行 http://www.shinseibank.com/ デンソー デンソー https://www.denso.com/jp/ja/

ス スカイマーク SKYMARK AIRLINES http://www.skymark.co.jp/ja/ デンソーテン デンソーテン https://www.denso-ten.com/jp/

すかいらーく すかいらーくグループ https://www.skylark.co.jp/index.html ト 東急ハンズ 東急ハンズ https://hands.net/

スカパーJSAT スカパー！ https://www.skyperfectv.co.jp/ 東京海上日動火災保険 東京海上日動火災保険 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

スズキ スズキ http://www.suzuki.co.jp/ 東京ガス 東京ガス https://www.tokyo-gas.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン スターバックス コーヒー ジャパン http://www.starbucks.co.jp/ 東京地下鉄 東京メトロ https://www.tokyometro.jp/index.html

SUBARU SUBARU https://www.subaru.jp/ 東京電力エナジーパートナー 東京電力エナジーパートナー http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html

住信SBIネット銀行 住信SBIネット銀行 https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate 東芝 東芝 https://www.toshiba.co.jp/index_j.htm

住友生命保険 住友生命保険 http://www.sumitomolife.co.jp/ 東ハト 東ハト https://www.tohato.jp/index2.php

住友林業 住友林業 https://sfc.jp/ 東宝 東宝 http://www.toho.co.jp/

セ セイコーウオッチ セイコーウオッチ https://www.seikowatches.com/jp-ja 東邦ガス 東邦ガス https://www.tohogas.co.jp/

セイコーエプソン、エプソン エプソン https://www.epson.jp/ TOHOシネマズ TOHOシネマズ https://www.tohotheater.jp/

セイコーホールディングス セイコーホールディングス https://www.seiko.co.jp/ TOTO TOTO https://jp.toto.com/

西友 西友 https://www.seiyu.co.jp/ TOYO TIRE トーヨータイヤ http://toyotires.jp/

セガホールディングス セガ製品情報サイト https://sega.jp/ ドクターシーラボ ドクターシーラボ https://www.ci-labo.com/

積水化学工業住宅カンパニー セキスイハイム https://www.sekisuiheim.com/ ドトールコーヒー ドトールコーヒー http://www.doutor.co.jp/

積水ハウス 積水ハウス http://www.sekisuihouse.co.jp/ ドミノ･ピザ ジャパン ドミノ・ピザ https://www.dominos.jp/

セコム セコム https://www.secom.co.jp/ トヨタ自動車 トヨタ自動車 https://toyota.jp/

Z会 Z会 https://www.zkai.co.jp/ トヨタ自動車　公式企業サイト https://global.toyota/jp/

セディナ セディナ https://www.cedyna.co.jp/ トヨタレンタカー https://rent.toyota.co.jp/

セブン＆アイ・フードシステムズ デニーズ https://www.dennys.jp/ トリンプ・インターナショナル・ジャパン Triumph https://jp.triumph.com/

セブン＆アイ・ホールディングス セブンネットショッピング https://7net.omni7.jp/top トレンドマイクロ トレンドマイクロ https://www.trendmicro.co.jp/jp/

セブン-イレブン・ジャパン セブン-イレブン http://www.sej.co.jp/ ドワンゴ niconico http://www.nicovideo.jp/

セブン・カードサービス nanaco https://www.nanaco-net.jp/ ドン・キホーテ ドン・キホーテ http://www.donki.com/

セブン銀行 セブン銀行 https://www.sevenbank.co.jp/ ナ ナイキジャパン Nike.com https://www.nike.com/jp/ja_jp/

千趣会 ベルメゾンネット https://www.bellemaison.jp/ 永谷園 永谷園 http://www.nagatanien.co.jp/

ゼンショーホールディングス すき家 https://www.sukiya.jp/ ナビタイムジャパン NAVITIME https://www.navitime.co.jp/

ソ ソースネクスト ソースネクスト http://www.sourcenext.com/ ニ ニコン Nikon https://www.nikon.co.jp/

そごう・西武 西武・そごう https://www.sogo-seibu.jp/inf/ ニコン、ニコンイメージングジャパン ニコンイメージング http://www.nikon-image.com/

ZOZO ZOZOTOWN http://zozo.jp/ 西松屋チェーン 西松屋 https://www.24028.jp/

ソニー Sony Japan https://www.sony.co.jp/ ニチレイ ニチレイ https://www.nichirei.co.jp/

ソニー・インタラクティブエンタテインメント プレイステーション https://www.jp.playstation.com/ ニチレイフーズ ニチレイフーズ https://www.nichireifoods.co.jp/

ソニー銀行 MONEYKit - ソニー銀行 https://moneykit.net/ 日産カーレンタルソリューション 日産レンタカー https://nissan-rentacar.com/

ソニー生命保険 ソニー生命保険 https://www.sonylife.co.jp/ 日産自動車 日産自動車 http://www.nissan.co.jp/

ソニー損害保険 ソニー損保 https://www.sonysonpo.co.jp/ 日清食品グループ 日清食品グループ https://www.nissin.com/jp/

ソニーネットワークコミュニケーションズ So-net https://www.so-net.ne.jp/ 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ https://www.nisshin.com/

ソニーマーケティング ソニー製品情報・ソニーストア https://www.sony.jp/ ニッセン ニッセン https://www.nissen.co.jp/

My Sony https://www.sony.jp/msc/ 日本水産 ニッスイ商品情報サイト http://www.nissui.co.jp/

ソニー・ミュージックエンタテインメント ソニーミュージック http://www.sonymusic.co.jp/ 日本通運 日本通運 https://www.nittsu.co.jp/

ソニーモバイルコミュニケーションズ ソニーモバイル https://www.sonymobile.co.jp/ 日本テレビ放送網 日本テレビ https://www.ntv.co.jp/

ソフトバンク インターネット | ソフトバンク https://www.softbank.jp/internet/ 日本ハム 日本ハム https://www.nipponham.co.jp/

モバイル | ソフトバンク https://www.softbank.jp/mobile/ 日本郵政 日本郵政 https://www.japanpost.jp/

Y!mobile（ワイモバイル） https://www.ymobile.jp/ 日本郵便 日本郵便 https://www.post.japanpost.jp/index.html

ソフトバンクグループ 企業・IR　| ソフトバンク https://www.softbank.jp/corp/ ニトリ ニトリネット http://www.nitori-net.jp/store/ja/ec/

損害保険ジャパン日本興亜 損保ジャパン日本興亜 https://www.sjnk.co.jp/ ニトリホールディングス ニトリ公式企業サイト https://www.nitori.co.jp/

タ 第一三共 第一三共 https://www.daiichisankyo.co.jp/ ニフティ @nifty https://www.nifty.com/

第一三共ヘルスケア 第一三共ヘルスケア https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/ 日本アイ・ビー・エム IBM - Japan https://www.ibm.com/jp-ja/

第一生命保険 第一生命保険 http://www.dai-ichi-life.co.jp/ 日本HP 日本HP http://welcome.hp.com/country/jp/ja/cs/home.html

ダイエー ダイエー http://www.daiei.co.jp/index.php 日本気象協会 tenki.jp https://tenki.jp/
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ニ 日本経済新聞社 日経電子版 https://www.nikkei.com/ マ マカフィー マカフィー https://www.mcafee.com/japan/home/

日本KFCホールディングス ケンタッキーフライドチキン https://www.kfc.co.jp/top.html 松井証券 松井証券 https://www.matsui.co.jp/

日本航空 JAL http://www.jal.co.jp/ マツダ マツダ https://www.mazda.co.jp/

日本コカ・コーラ The Coca-Cola Company https://www.cocacola.co.jp/ マツモトキヨシ ドラッグストア マツモトキヨシ http://www.matsukiyo.co.jp/

日本サブウェイ サブウェイ https://www.subway.co.jp/index.html 松屋フーズ 松屋フーズ https://www.matsuyafoods.co.jp/

日本自動車連盟 日本自動車連盟（ジャフ） http://www.jaf.or.jp/ マネックス証券 マネックス証券 https://www.monex.co.jp/

日本生活協同組合連合会 コープ商品サイト｜ 日本生活協同組合連合会 https://goods.jccu.coop/ マピオン Mapion https://www.mapion.co.jp/

日本生活協同組合連合会 https://jccu.coop/ 丸井 マルイ http://www.0101.co.jp/

日本製粉 日本製粉 https://www.nippn.co.jp/ ミ ミクシィ mixi https://mixi.jp/

日本生命保険 日本生命保険 https://www.nissay.co.jp/ ミサワホーム ミサワホーム http://www.misawa.co.jp/

日本たばこ産業 JT https://www.jti.co.jp/ ミズノ ミズノ https://www.mizuno.jp/

日本中央競馬会 JRA http://www.jra.go.jp/ みずほ銀行 みずほ銀行 https://www.mizuhobank.co.jp/index.html

日本トイザらス トイザらス オンラインストア https://www.toysrus.co.jp/ みずほ証券 みずほ証券 https://www.mizuho-sc.com/index.html

日本ピザハット ピザハット https://pizzahut.jp/pc/top みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

日本マイクロソフト MSN Japan https://www.msn.com/ja-jp 三井住友カード 三井住友VISAカード https://www.smbc-card.com/index.jsp

日本マイクロソフト https://www.microsoft.com/ja-jp/ 三井住友海上火災保険 三井住友海上 https://www.ms-ins.com/

日本マクドナルド McDonald's Japan http://www.mcdonalds.co.jp/ 三井住友銀行 三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp/

日本ミシュランタイヤ 日本ミシュランタイヤ公式サイト https://www.michelin.co.jp/ 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行 https://www.smtb.jp/

日本旅行 日本旅行 http://www.nta.co.jp/ 三井不動産 三井不動産 https://www.mitsuifudosan.co.jp/

任天堂 任天堂 https://www.nintendo.co.jp/ 三井不動産リアルティ 三井のリハウス https://www.rehouse.co.jp/

ネ NEXCO中日本（中日本高速道路） NEXCO 中日本 http://www.c-nexco.co.jp/ 三井ホーム 三井ホーム http://www.mitsuihome.co.jp/

NEXCO西日本（西日本高速道路） NEXCO 西日本 https://www.w-nexco.co.jp/ Mizkan Holdings ミツカングループ商品・メニューサイト http://www.mizkan.co.jp/

NEXCO東日本（東日本高速道路） ドラぷら https://www.driveplaza.com/ 三越伊勢丹 伊勢丹オンラインストア https://isetan.mistore.jp/onlinestore/index.html

NEXCO 東日本 https://www.e-nexco.co.jp/ 三越オンラインストア https://mitsukoshi.mistore.jp/

ネスレ日本 ネスレアミューズ https://nestle.jp/ 三菱自動車工業 三菱自動車 https://www.mitsubishi-motors.co.jp/

ネスレ通販オンラインショップ https://shop.nestle.jp/front/contents/top/ 三菱電機 三菱電機 http://www.mitsubishielectric.co.jp/

ネスレ日本 https://www.nestle.co.jp/ 三菱電機 CLUB MITSUBISHI ELECTRIC http://www.mitsubishielectric.co.jp/club-me/index.html

ノ ノバルティス ファーマ ノバルティス https://www.novartis.co.jp/ 三菱UFJ銀行 三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/

野村證券 野村證券 https://www.nomura.co.jp/ 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ信託銀行 https://www.tr.mufg.jp/

ハ パイオニア パイオニア https://jpn.pioneer/ja/ 三菱UFJニコス 三菱UFJニコス http://www.cr.mufg.jp/

ハウス食品 ハウス食品 https://housefoods.jp/ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ https://www.mufg.jp/

バッファロー バッファロー｜BUFFALO INC. https://www.buffalo.jp/ メ 明治 明治 https://www.meiji.co.jp/

バッファローダイレクト https://www.buffalo-direct.com/directshop/ 明治安田生命保険 明治安田生命 https://www.meijiyasuda.co.jp/

パナソニック CLUB Panasonic https://club.panasonic.jp/ メットライフ生命保険 メットライフ生命 http://www.metlife.co.jp/

パナソニック https://www.panasonic.com/jp/home.html メルセデス・ベンツ日本 メルセデス・ベンツ https://www.mercedes-benz.co.jp/

パナソニック商品情報 https://panasonic.jp/ モ モスフードサービス モスバーガー https://www.mos.jp/

パナソニック ホームズ パナソニック ホームズ https://homes.panasonic.com/ 森永製菓 森永製菓 http://www.morinaga.co.jp/

パナソニックライフソリューションズ社 すむすむ｜Panasonic http://sumai.panasonic.jp/sumu2/ 森永乳業 森永乳業 http://www.morinagamilk.co.jp/

ライフソリューションズ社 | Panasonic https://panasonic.co.jp/ls/ ヤ ヤクルト本社 ヤクルト本社 http://www.yakult.co.jp/

パルシステム生活協同組合連合会 生協の宅配パルシステム http://www.pal-system.co.jp/ ヤフー Yahoo! JAPAN https://www.yahoo.co.jp/

阪急交通社 阪急交通社 http://www.hankyu-travel.com/ Yahoo!トラベル https://travel.yahoo.co.jp/

バンダイ バンダイ http://www.bandai.co.jp/ 山崎製パン 山崎製パン http://www.yamazakipan.co.jp/

ヒ ぴあ チケットぴあ https://t.pia.jp/ ヤマダ電機 ヤマダウェブコム https://www.yamada-denkiweb.com/

ビー・エム・ダブリュー BMW Japan https://www.bmw.co.jp/ja/ ヤマト運輸 ヤマト運輸 http://www.kuronekoyamato.co.jp/

日立製作所 日立製作所 http://www.hitachi.co.jp/ ヤマハ ヤマハ https://jp.yamaha.com/

ビックカメラ ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/bc/main/ ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 https://www.yamaha-motor.co.jp/

ビッグローブ BIGLOBE https://www.biglobe.ne.jp/ ユ ユー・エス・ジェイ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン http://www.usj.co.jp/

ビューカード ビューカード http://www.jreast.co.jp/card/ ユーキャン ユーキャン https://www.u-can.co.jp/index.html

フ ファイザー ファイザー https://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html ユーシーカード UCカード https://www2.uccard.co.jp/

ファミリーマート ファミリーマート http://www.family.co.jp/ UCCホールディングス、UCC上島珈琲 UCC上島珈琲 https://www.ucc.co.jp/

ファンケル ファンケルオンライン https://www.fancl.co.jp/index.html YouTube YouTube https://www.youtube.com/

Facebook Facebook https://ja-jp.facebook.com/ ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 https://www.jp-bank.japanpost.jp/

フェリシモ フェリシモ https://www.felissimo.co.jp/ 雪印メグミルク 雪印メグミルク http://www.meg-snow.com/

フォーシーズ ピザーラ https://www.pizza-la.co.jp/Index.aspx ユニクロ ユニクロオンラインストア https://www.uniqlo.com/jp/

フォルクスワーゲン グループ ジャパン フォルクスワーゲン https://www.volkswagen.co.jp/ja.html ユニ・チャーム ユニ・チャーム http://www.unicharm.co.jp/index.html

富士ゼロックス 富士ゼロックス https://www.fujixerox.co.jp/ ヨ 横浜ゴム 横浜ゴム https://www.y-yokohama.com/

富士通 富士通 http://www.fujitsu.com/jp/ 吉野家 吉野家 https://www.yoshinoya.com/

富士通：個人のお客様向け製品情報 http://www.fmworld.net/ ヨドバシカメラ ヨドバシ.com https://www.yodobashi.com/

フジテレビジョン フジテレビ https://www.fujitv.co.jp/index.html 読売新聞社 読売新聞オンライン：ニュース＆お得サイト https://www.yomiuri.co.jp/

富士フイルム 富士フイルム https://fujifilm.jp/ ラ ライオン ライオン https://www.lion.co.jp/ja/

不二家 不二家 https://www.fujiya-peko.co.jp/ Lidea https://lidea.today/

ブックオフコーポレーション ブックオフオンライン http://www.bookoffonline.co.jp/ ライフネット生命保険 ライフネット生命保険 https://www.lifenet-seimei.co.jp/

ブラザー工業、ブラザー販売 ブラザー http://www.brother.co.jp/ LIFULL LIFULL HOME'S https://www.homes.co.jp/

ブリヂストン ブリヂストン https://www.bridgestone.co.jp/ LINE livedoor http://www.livedoor.com/

ブリヂストンサイクル ブリヂストンサイクル http://www.bscycle.co.jp/ 楽天 インフォシーク https://www.infoseek.co.jp/

プリマハム プリマハム https://www.primaham.co.jp/ 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/

プレナス ほっともっと https://www.hottomotto.com/ 楽天トラベル https://travel.rakuten.co.jp/

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン P&G Japan https://jp.pg.com/ 楽天モバイル https://mobile.rakuten.co.jp/

マイレピ https://www.myrepi.com/ 楽天カード 楽天カード https://www.rakuten-card.co.jp/

ヘ ベネッセコーポレーション ウィメンズパーク http://women.benesse.ne.jp/ 楽天銀行 楽天銀行 https://www.rakuten-bank.co.jp/

ベネッセ　教育情報サイト https://www.benesse.jp/ 楽天証券 楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/

ベネッセグループ https://www.benesse.co.jp/ 楽天西友ネットスーパー、西友 楽天西友ネットスーパー https://sm.rakuten.co.jp/

ベルーナ ベルーナ https://belluna.jp/ Rakuten Direct ケンコーコム https://www.kenko.com/

ベンチャーリパブリック LINEトラベル.jp https://www.travel.co.jp/ radiko radiko.jp http://radiko.jp/

ホ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ https://www.pokkasapporo-fb.jp/ リ LIXIL LIXIL https://www.lixil.co.jp/

ボルボ・カー・ジャパン ボルボ・カー・ジャパン https://www.volvocars.com/jp リクルート じゃらんnet https://www.jalan.net/

本田技研工業 Honda https://www.honda.co.jp/ SUUMO https://suumo.jp/

マ マイナビ マイナビ転職 https://tenshoku.mynavi.jp/ ホットペッパーグルメ https://www.hotpepper.jp/

毎日新聞社 毎日新聞 https://mainichi.jp/ Recruit https://www.recruit.co.jp/

毎日放送 【MBS】毎日放送 https://www.mbs.jp/ リクルートキャリア リクナビNEXT https://next.rikunabi.com/
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リ リコー、リコージャパン リコー http://www.ricoh.co.jp/

リコーイメージング RICOH IMAGING http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/index.html

リコー、リコージャパン リコーグループ http://jp.ricoh.com/

りそな銀行 りそな銀行 https://www.resonabank.co.jp/

りそなホールディングス、りそな銀行、埼玉りそな銀行 りそなホールディングス https://www.resona-gr.co.jp/

リフィニティブ・ジャパン ロイター https://jp.reuters.com/

良品計画 無印良品 https://www.muji.net/store/

レ レオパレス21 レオパレス21 http://www.leopalace21.com/

レノボ・ジャパン、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ レノボ公式オンラインショッピング https://www.lenovo.com/jp/ja

ロ ローソン ローソン https://www.lawson.co.jp/index.html

ローソンエンタテインメント HMV&BOOKS online http://www.hmv.co.jp/

ローチケ https://l-tike.com/

ロート製薬 ロート製薬 https://www.rohto.co.jp/

ロジテック ロジテック http://www.logitec.co.jp/

ロッテ ロッテ https://www.lotte.co.jp/

ロッテリア ロッテリア https://www.lotteria.jp/

ロフト ロフト http://www.loft.co.jp/

ワ WOWOW WOWOWオンライン https://www.wowow.co.jp/

ワコール ワコール https://www.wacoal.jp/

ワコールウェブストア https://store.wacoal.jp/
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