
ペイペイジャンボ（オンライン）キャンペーン　参加加盟店一覧（2.0版）

本リストには、一部キャンペーン参加予定の加盟店も含まれます。

各加盟店様サイト上の「当社キャンペーン専用バナーの表示」がキャンペーン参加中の目印となります。

（カテゴリ内五十音・アルファベット順）

No カテゴリ サイト名 サイトURL

1 デリバリー 大阪王将 https://o-ohsho.jp/

2 デリバリー 出前館 https://demae-can.com/

3 デリバリー ビットペーパーデリバリー https://delivery.bitpaper.jp/

4 デリバリー Uber Eats http://t.uber.com/paypay_hp

5 フード 赤羽屋磯辺商店 https://akabaneya.com/

6 フード 味の庄伯備 http://www.sabazusi.com

7 フード いわぎレモン https://www.aoilemon.com/

8 フード 恵那栗工房 良平堂 https://enakuri.ocnk.net/

9 フード お茶のたていし園 https://www.tateishien.net/

10 フード 小川フェニックス https://kokekoko.ocnk.net/

11 フード 大野ふるさと公社 https://www.ohnoippin.com

12 フード おきなわ養蜂 http://www.okinawa-yoho.co.jp/

13 フード おたまや https://www.otamaya.com/

14 フード 元祖　徳永飴総本舗 http://www.tokunagaame.com

15 フード こだわりの酒屋「遊銘館」 https://www.yuumeikan.com

16 フード 今野醸造 http://www.e-miso.com

17 フード こまち食品工業 https://komachi-foods.ocnk.net

18 フード 茶和家木村園 https://www.kimuraen.com/

19 フード 信栄食品 https://www.sinei-foods.co.jp/shop.html

20 フード スクワラン本舗 http://squalane-h.com/

21 フード 瀬棚物産 https://www.setanabussan.com/

22 フード タヒボ通販 https://www.taheebo-t.com

23 フード 丹波篠山いのうえ黒豆農園 https://www.kuromame.co.jp/

24 フード 卵・乳アレルギー対応パンのｔｏｎｔｏｎ https://www.tontonshop.com/

25 フード 地域商社ビレッジプライド邑南 https://a-gourmet.jp/

26 フード でんすん堂斉秀 http://www.densundo.co.jp/onlineshop.html

27 フード にいじまファーマーズ https://niijimafarmers.ocnk.net

28 フード ハートランド通販 https://heartland.ocnk.net/

29 フード 梅仙堂 http://baisendo.ocnk.net

30 フード ひもの 大嶋屋 https://oshimaya.net/

31 フード 美酒考房西巻酒店 https://www.echigo-bishu.com/

32 フード ブラジルプロポリス https://www.brapro.jp/

33 フード プレシャ https://chef.cololukun.com

34 フード 三根若葉園 https://wakabaen.ocnk.net/

35 フード 緑の館オンラインストア https://midorinoyakata.com/index.html

36 フード ミルンショップ http://www.milne-farm.jp

37 フード 村野米穀店 https://murano-beikoku.ocnk.net

38 フード 麺のまたざ http://men-mataza.com/

39 フード 屋久島物産展 https://www.yakushimabussanten.com/

40 フード 山形の地酒専門店木川屋 https://www.kigawaya.com/

41 フード ランマス チーズ専門店 http://www.lammas.jp/

42 フード ロイヤルオンラインショッピング https://www.shoproyal.jp/shop/

43 フード ＢＡＳＥ ＣＯＦＦＥＥ https://basecoffee.jp/

44 フード Ｍｏｍｏｄｕショップ https://fruceed.com

45 フード ＯＨ！ＧＬＥ（オーグル） http://www.ohgle.co.jp/

46 エンタメ SEGA CATCHER ONLINE https://segacatcher.com/

47 エンタメ WINTICKET https://www.winticket.jp/



（カテゴリ内五十音・アルファベット順）

No カテゴリ サイト名 サイトURL

48 エンタメ アイキャッチオンライン https://www.icatch-online.com

49 エンタメ アリスブックス電子書籍 https://ebook.alice-books.com/

50 エンタメ ゲットライブ http://get-live.net

51 エンタメ セレブレディ https://changelocker.com/

52 エンタメ とるモ https://app.torumo.namco.co.jp/

53 エンタメ ニコニコポイント https://point.nicovideo.jp

54 エンタメ ハーレクイン ライブラリ https://www.harlequin-library.jp/

55 エンタメ 本の要約サービスflier https://www.flierinc.com/

56 エンタメ モバクレ https://www.mobacure.com/

57 エンタメ モバゲー https://www.mbga.jp/_coin_buy?pt=23&_from=paypayjumbo

58 エンタメ ラスティンググリーン https://www.lgreen-flower.com/

59 エンタメ Dlsite https://www.dlsite.com/

60 エンタメ mucome https://mucome.net

61 家電/PC アイシルショップ https://icsil.ocnk.net/

62 家電/PC 裏方屋ドットコム https://www.urakataya.com

63 家電/PC エース・オブ・パーツ https://www.ace-of-parts.com/

64 家電/PC エルゴノミクスショップ https://www.ergonomics.ne.jp/

65 家電/PC チャムマーケット https://tyamm.ocnk.net

66 家電/PC ディーライズ（6/4より参加予定） https://www.d-rise-ex.jp/

67 家電/PC 籐家具職人の店みうらラタン http://www.miurarattan.co.jp/

68 家電/PC ドスパラ https://www.dospara.co.jp/

69 家電/PC トナーマート https://www.tonermart.jp/

70 家電/PC 二松電気 https://nisho.ocnk.net/

71 家電/PC フロアーズ https://perfect-floors.jp

72 家電/PC メディアサプライズ https://media.ocnk.net/

73 家電/PC モリカワのショッピング https://www.eco-morikawa.jp/

74 家電/PC ヤマダウェブコム（6/1 11:00より参加予定） https://www.yamada-denkiweb.com/

75 家電/PC ヤマダモール（6/19参加予定） https://ymall.jp/

76 家電/PC ラフィラ https://www.rafila-fan.com

77 家電/PC App Bank Store https://www.appbankstore.jp/

78 家電/PC BTOパソコンのサイコム（6/5より参加予定） https://www.sycom.co.jp/

79 家電/PC Ｋｉｒｅｉｄｏ‐ｓｈｏｐ https://www.kirei-do.com/

80 家電/PC ｎｕｔ２ｄｅｃｏ https://www.nut2deco.com/

81 家電/PC PREMOA https://www.premoa.co.jp/

82 家電/PC ZOA https://www.e-zoa.com/paypay_special_offer/

83 ファッション アーバン・イーエックス http://www.urban-ex.com/wp/

84 ファッション あとりえ ぎん https://ateliergin-shop.ocnk.net/

85 ファッション お風呂のソムリエSHOP https://www.bathlier.com/

86 ファッション 片山衣料 https://www.kufies.com/company/

87 ファッション きもの和總 https://k-wasou.ocnk.net/

88 ファッション クライ・ムキネットショップ https://shop-kurai-muki.ocnk.net

89 ファッション グッズエクスプレス https://www.goods-express.net

90 ファッション 軍手工房．ｃｏｍ https://www.gunte-kobo.com/

91 ファッション クイックアート https://quick-art.com/

92 ファッション コーマオンラインショップ https://www.cooma.co.jp/shop/index.html

93 ファッション 坂本これくしょん http://www.eyes-japan.co.jp/s-collection/

94 ファッション シーピース https://sheepeace.com/

95 ファッション ジョナス https://www.jonas-web.net/

96 ファッション タイムバックス https://thyme-bucks.ocnk.net/

97 ファッション 手ぬぐい工房ポスター堂 https://www.tenuguikoubou.shop

https://www.e-zoa.com/paypay_special_offer/
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98 ファッション 引き出物紙袋ｎｅｔ http://bridal-bag.jp/

99 ファッション プチバンビーナ https://www.putiban.com/online/

100 ファッション ペチャランド https://pechaland.ocnk.net/

101 ファッション ペンタメロネ https://pentamerone.ocnk.net/

102 ファッション ボーイズインザバンド https://www.upthebracket.net

103 ファッション ミーディファインド https://medefined-online.com/

104 ファッション モート商品デザイン https://www.moat.jp/moca

105 ファッション よねざわ新田 https://nitta-yonezawa.com/archives/item

106 ファッション ロイヴィス　ジャパン https://aurora-man.com/

107 ファッション 和服屋 一洛 https://w-1raku.ocnk.net/

108 ファッション ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ　ＡＤＤＩＣＴ　ＳＴＯＲＥ https://www.ani-cyu.jp/

109 ファッション ＡｑｕａＤｏｌｌ https://aquadollwig.jp

110 ファッション ＢＯＲＮＦＲＥＥ https://www.bornfreegroup.jp/

111 ファッション ＤＩＳＳＩＤＥＮＴ ＷＥＢ ＳＨＯＰ https://www.dissident1.com

112 ファッション DCTgarden http://dctgardenshoppingmall.com

113 ファッション ＤＲＥＳＳ　ＳＨＯＰ　ＭＪ　Ｏｎｌｉｎｅ http://miyazaki-jitsugyo.jp/mj/

114 ファッション FABRIC TOKYO https://fabric-tokyo.com/?argument=HXfBdcT3&dmai=p

115 ファッション ｇａｊｕｍａｒｕａｒｔｃｒａｆｔ https://www.gajumaru-net.jp/

116 ファッション ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ　ＳＴＯＲＥ https://www.glamorous-store.com/

117 ファッション Ｇｒａｃｅ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｄｅｓｉｇｎ https://www.grace-shop.jp/onlineshop_top.html

118 ファッション Ｉｎ ＳＴＡＴＥ https://instate-net.com

119 ファッション LOCONDO（6/19より参加予定） http://www.locondo.jp

120 ファッション ＬＡファッション通販のＬＡ ＲＵＭＯＲＳ https://www.larumors.jp/index.html

121 ファッション ＳＫＩＭＰ公式通販 https://www.shop-skimp.jp/

122 ファッション ＳＵＮＣＯ　ＳＨＯＰ https://www.suncoluggage.com/shop

123 ファッション Ｖ‐ＳＴＯＲＥ https://www.v-store.jp

124 ファッション １９８９ Ｏｎｌｉｎｅ Ｓｔｏｒｅ https://www.beans1989.com/

125 アウトドア アウトドア＆フィッシング ナチュラム https://www.naturum.co.jp/

126 アウトドア カモシカオンライン https://www.kamoshikasports.com/

127 アウトドア スナッグゴルフジャパン https://snaggolf.jp

128 アウトドア スポーツサクライ オンラインショップ https://www.sposaku.jp/shop/default.aspx

129 アウトドア トリムオフ http://trimoff.ocnk.net/

130 アウトドア ノースポイント https://www.northpoint.co.jp/

131 アウトドア 広田ゴルフ オンライン https://hirotagolf.ocnk.net/

132 アウトドア ｋｕｍｏａ https://kumoa.jp/shopping/

133 その他 アート工房ほたる https://solar-hotaru.ocnk.net/

134 その他 アヴァンサ通販事業部 https://www.splash-web.net/

135 その他 青いレンガ https://www.aoirenga.com/

136 その他 アクアウイング https://www.aquawing.net

137 その他 アクア調剤薬局 https://aquadrug.com

138 その他 あしたば事業部オンラインストア http://www.ashitaba-cosme.com/

139 その他 アルペジオ楽器 http://www.arpeggio-gakki.co.jp

140 その他 アンティーク山本商店 http://www.antique-yamamoto.co.jp/

141 その他 井筒屋 https://www.izutsu-ya.com/

142 その他 稲垣商事 https://www.umenosatokara.com

143 その他 イモビライン https://qracitokey.ocnk.net/

144 その他 いりたてや　一宮物産 https://www.iritateya.co.jp/

145 その他 ヴィンテージサックスショップＳＡＸＦＵＮ https://www.sax-fun.com/

146 その他 卯野薬房 https://www.unoyakubo.co.jp/

147 その他 エイモ https://www.eimo.jp/

https://fabric-tokyo.com/?argument=HXfBdcT3&dmai=p


（カテゴリ内五十音・アルファベット順）
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148 その他 エターナルビューティー https://www.eternalbeauty.shop/

149 その他 榎屋 https://enokiya.ocnk.net

150 その他 お食事処桜の里 http://www.sakuranosato.net

151 その他 カーテンくれない本店 https://www.e-kurenai.com/

152 その他 オンラインショップＳＣＥＮＴＳＣＡＰＥ https://scentscape.ocnk.net/

153 その他 カメラの東光堂 https://tokodoshop.ocnk.net/

154 その他 亀井商店 https://kameisyouten.ocnk.net/

155 その他 革茶屋 https://www.leather-cafe.jp/

156 その他 漢方相談薬局 やまと https://kampo-yamato.jp/timewaver/

157 その他 木のおもちゃ　広島のたむろ木材カンパニー https://tamuro-mokuzai.jp/

158 その他 ぎょうざの宝永 https://www.gyouza-houei.jp

159 その他 桐生織シャレ着屋 https://sharegiya.ocnk.net

160 その他 きれい・ねっと https://kilei.ocnk.net/

161 その他 グッドタイムショップ https://shop.hni.co.jp/

162 その他 クラックラン https://craquelin.ocnk.net/

163 その他 クラフトウェハースショップ https://craftwafers.ocnk.net/

164 その他 くれよん https://www.crayon-crayon.com/

165 その他 毛束屋オンラインショップ https://www.ketabaya.com/

166 その他 健康ライフスタイル https://www.kls.jp/

167 その他 厳選クリーニングプロショップＭＦＯＮＥ https://www.mfone-shop.com/

168 その他 ことこ https://cotoco.net/

169 その他 コンタクトレンズ通販 ＶａｎＶａｎ https://www.lensvanvan.com/

170 その他 近藤工芸 https://kondo-kougei.co.jp/

171 その他 さくらトラベル https://www.sakuratravel.jp/

172 その他 サン星 https://san-sei.ocnk.net

173 その他 ジースピード https://g-speed.jp/

174 その他 シェフドッグのシアンシアン https://chien-chien.ocnk.net/

175 その他 下町ダンボール清澄白河店 https://ushikon.ocnk.net/

176 その他 実川製作 http://jitukawa.net/

177 その他 島原手延べそうめん　マスダ http://soomen.com/

178 その他 シャンプー石鹸店 https://jihatsuryoku.ocnk.net/

179 その他 酒舗　井上屋 https://www.sakeweb.jp

180 その他 寿鳳人形の東芸 https://www.juho-tougei.com

181 その他 ショップ　ダンケ https://www.office-danke.com/shop

182 その他 庄内産直センター http://www.santyoku.or.jp/

183 その他 湘南クロスタニン https://www.chlostanin-s.co.jp

184 その他 食彩アドコム https://shokusaiadcom.ocnk.net/

185 その他 食肉工房よしやす https://kn-m-yoshiyasu.ocnk.net

186 その他 しろくま https://shirokuma.ocnk.net

187 その他 信誠堂ネットストア https://www.shinseido-netstore.com/

188 その他 シンユウ https://www.t-sinyuu.com/

189 その他 スーペリアオートクリエイティブ https://www.superior-cia.com/

190 その他 セポ https://www.ceppo.net

191 その他 せらっちはうす https://sera.ocnk.net/

192 その他 宗田節の新谷商店 https://soudabushi.com

193 その他 タンタカ https://tantaka.ocnk.net/

194 その他 ダイワ珈琲 http://www.daiwacoffee.jp

195 その他 タケザワ https://takezawa-inc.ocnk.net

196 その他 中空 https://www.chuku.jp/

197 その他 調布メガネセンター https://megane-off.ocnk.net/
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198 その他 通販できるみんなのお薬 https://okusuri.tokyo

199 その他 辻徳 https://shop.tsujitoku.net/

200 その他 津田レーシング https://www.shoptsudaracing.com

201 その他 土田酒造 https://cart.homare.biz/

202 その他 釣りキチぱらだいす http://www.turi-para.com/

203 その他 ディオブラス https://www.diosbras.co.jp/

204 その他 手づくり羽毛工房　いい寝！ https://www.umou-iine.co.jp/index.html

205 その他 手羽詰め商品専門店　宮鶏 https://www.tebadumesenmonten-midori.jp/

206 その他 天龍プロジェクト https://www.tenryuproject.jp/

207 その他 ナカイローズファーム https://www.baranogakkou.co.jp

208 その他 ナカガワノリテン　オンラインショップ https://www.nakagawa-nori.com/page/1

209 その他 中島銅工オンラインショップ http://www.nakajimadoko.co.jp/shop.html

210 その他 中西昆布 https://n-konbu.com

211 その他 ナチュラルハーブ ブルームーン https://bluemoon-herb.ocnk.net/

212 その他 なちゅのごはん本店 https://www.nachunogohan.jp/

213 その他 名前入りギフト　ＬＵＣＫ‐ＣＨＵＣＫ https://www.luck-chuck.com/

214 その他 ネオビジョン https://www.neov.jp/

215 その他 ノブインターナショナル https://www.heracuresu.jp

216 その他 登別のたらこ屋　マル秀 https://maruhide.com/

217 その他 ハニカミムービー https://wedding-movie.shop/

218 その他 万協製薬 https://bankyo.ocnk.net/

219 その他 パピーランド https://www.puppyland.jp/

220 その他 バリ島雑貨屋ＡｐａＡｐａ http://apaapa-zakka.com

221 その他 ビリケンカンパニー https://www.billikencompany.jp/

222 その他 ファミコンショップお宝王 https://www.otakaraou.com/

223 その他 ふつうのタオル屋 https://www.maru01.net/

224 その他 ブランクメディア販売 https://www.blankmedia.jp/

225 その他 プラスワン https://www.plus1densyo.net

226 その他 フルタヤ椎茸 https://www.furutaya.com/

227 その他 プルーマガーデン https://plumeshops.com/

228 その他 ブレインテック https://www.xn--dckp6eua9d5cwd3900fx0pb.com/

229 その他 ブレインテック https://www.filmshop.jp/

230 その他 プロスイトウ https://focusnet.ocnk.net/

231 その他 ヘッジホッグスタジオ http://www.hedgehog-studio.com/

232 その他 堀与 https://horiyo.net/

233 その他 ポリッシャー．ＪＰ https://www.polisher.jp/

234 その他 防音工房スターライト https://softon.jp/index.html

235 その他 防災・防犯プロ http://bousaibouhan.jp

236 その他 ポチッとギフト（SBギフト） https://sbg.jp/c/

237 その他 マッサージベッドライン https://www.massagebed-line.com/

238 その他 丸茂商店公式ウェブサイト https://ameyokomarumo.com/

239 その他 丸福醤油 http://www.marufukusyouyu.com/

240 その他 万華鏡ワークサロン　Ｌａ　ｎｅｖｅ https://www.laneve.work/

241 その他 みやび屋 https://www.miyabiya.co.jp/

242 その他 ムーンアイズ https://www.mooneyesshop.jp/

243 その他 麺商ふるせ http://www.nagasakinomen.com

244 その他 メディカルブックサービス https://www.m-book.co.jp/

245 その他 メルティコ https://mertico.jp

246 その他 湯沢園芸 https://www.yuzawa-engei.net/

247 その他 よくねる寝具店 https://www.yokunel.jp/
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248 その他 リカーショップカクイ https://sakekakui.jp/

249 その他 リサイクルトナーＪＰ https://rtoner.jp

250 その他 リリアン ダイレクトショップ https://shop-relien.ocnk.net/

251 その他 ルフィ http://www.luffy.co.jp/

252 その他 ワイヤレス南海 https://nankai.ocnk.net/

253 その他 Ｂｅａｕｔｙ　Ａｓ https://beautyas.ocnk.net/

254 その他 ＢＵＺＺ ＭＯＮＴＡＧＥ https://buzz-montage.ocnk.net/

255 その他 CYCLE YOSHIDA（6/8より参加予定） https:///www.cycle-yoshida.com

256 その他 Ｃｏｒａｌｍｏｎｓｔｅｒ http://coralmonster.net

257 その他 ｄａｃｃｏｌｉｎｏ　ｏｎｌｉｎｅ　ｓｈｏｐ https://daccolino.jp/

258 その他 ＤｉｎｇＤｉｎｇ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ http://www.dingding.jp/

259 その他 ＥＭＡＪＩＮＹ公式オンラインストア https://www.emajiny.jp/

260 その他 Ｅｕｒｏｎｉｃａ https://www.euronica.co.jp/

261 その他 ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ https://www.freesc1.com/

262 その他 ＦｅｅｌＳｐｅｃｉａｌ https://feelspecial.jp

263 その他 ＧＲＡＴＳ！ https://www.1st-re.jp/grats/

264 その他 ｈａｃｏｍｏ https://www.hacomo.com

265 その他 Ｈｏｋｕｌｅａ オンラインストア https://www.hokulea-onlinestore.com/

266 その他 ｈｙｐｅｒ ｅｌｅｃｔｒａ http://hyperelectra.com/

267 その他 ＩＺＵＭＩＹＡ https://www.izumiya-works.net/

268 その他 Ｋａｉショップ https://www.shellerskaishop.com/

269 その他 ＫｉｄｓＯｎｌｙ http://www.decoreforgolf.jp/

270 その他 ＬＡＮＢＯ　オフィシャルストア https://www.lanbo.co.jp/

271 その他 ＬＥＤＭＡＴＩＣＳ https://www.ledmatics.jp/

272 その他 ＭＡＸＭＡＴＥＲＩＡ https://www.maxmateria.com/

273 その他 Ｍ．Ｓ　Ｍｏｄｅｌｓ https://www.msmodelswebshop.jp/

274 その他 ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ　ＧＩＦＴ　ＲＱＭ http://www.rqm.jp/index.html

275 その他 OYO LIFE https://www.oyolife.co.jp/

276 その他 ＰＡＧＥ：１ https://pageroom.ocnk.net

277 その他 ＰＵＲＥＬＵＸＥ https://www.pureluxe.jp/

278 その他 ＱｕｎＱｕｎ公式ウェブストア https://www.qunqun.asia/

279 その他 Ｒｕｎｗｅｌｌ http://runwell.jp/

280 その他 ＳＭＩＬＥＬＡＢＯ https://www.smilelabo.com/

281 その他 SOUND　HOUSE https://www.soundhouse.co.jp/

282 その他 ＳＴＵＤＳ　ＳＨＯＰ https://punk1977.ocnk.net/

283 その他 ＳＹＬＡＲ　ＰＲＯＪＥＣＴ http://www.sylar-project.com/index.html

284 その他 ｓａｒａ‐ｌａ　ｗｅｂ　ｓｈｏｐ https://sara-la.jp/

285 その他 Ｓａｐｏｌｉｅｒ https://www.sapolier.co.jp/

286 その他 ＴＯＯＬ ＦＯＲ Ｕ ＷＥＢ本店 http://www.tool-for-you.net/

287 その他 T-SHOP https://shop.hanshintigers.jp/

288 その他 ＴＥＮＢＡ http://www.tenba-108.com/index.html

289 その他 ＶＩＳＩＯＮ８ ＯＮＬＩＮＥ ＳＴＯＲＥ https://www.vision8-shop.com

290 その他 ＷＭオンラインショップ https://www.worldmaintenance.biz

291 その他 ３Ｑｅｅ．ｃｏｍ https://www.3qee.com


