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0 ロイポ導入一覧（１） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【北海道豊富町】 
人口3,788人・世帯数1980戸 
サロベツドリームスタンプ会 
（べこちゃんカード） 
加盟店：70店 

2015年 
 

IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限2年 
 

プリカ運用有り。上限金額6万円 
（チャージは商工会事務局） 
プリカ有効期限：入金日より1年 
Aコープや地域スーパー等は発行金
額レートを柔軟に対応。 

【北海道広尾町】 
人口6,416人・世帯数3,264戸 
広尾町商工協同組合 
（サンタカード） 
加盟店：70店 

2015年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 

プレミアム商品券の代用でサンタプ
リカ運用。半年期限。 

【北海道芦別市】 
人口12,574人・世帯数7,200戸 
芦別ポイントカード協同組合 
（Aカード） 
加盟店：70店 

2016年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 
 

市の特定検診受診率向上のため、
一部の特定検診の検査結果を提供
するとAカードポイント（100P）を発行。 
大手スーパーマーケット加盟。 
 

【北海道美幌町】 
人口18,701人・世帯数9,429戸 
（協）スマッピーカードびほろ 
（スマッピーカード） 
加盟店：90店 

2016年 
 

IC 
 

110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 
 

プリカ有効期限2年。応募抽選で子
育て応援プレミアム3,000円（950
名）・5,000円（350名）のチャージ可
能の企画を実施。（主催：びほろ町
内全域消費拡大推進実行委員会） 

【北海道斜里町】 
人口11,147人・世帯数5,499戸 
斜里ポテト協同組合 
（斜里町ポテトカード） 
加盟店：90店 

2017年 
 

IC 
 

220円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝3円 
有効期限1年 
 

プリペイド運用有り。（１％P・入金よ
り2年）SM、チェーン店が加盟。プリ
ペイドの利用高が大きい。地域応援
ポイントで各種団体に寄付し、地元
を応援。子供・高齢者の見守り有り。 
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1 ロイポ導入一覧（２） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【青森県野辺地町】 
人口12,752人・世帯数6,462戸 
野辺地町商業協同組合 
（のへじふれあいカード） 
加盟店：80店 

2015年 IC 110円1P発行 
500P満点＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 
 

高齢者・子供の見守り運用。 
★コロナ対策カードリーダーを外付
け変更2020年 

【岩手県二戸市】 
人口25,901人・世帯数11,855戸 
協同組合二戸ポイントカード会 
（カシオペアカード） 
加盟店：80店 

2016年 IC 110円1P発行 
1,000P＝1,000円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 

ショッピングセンター加盟。 

【岩手県柴波町】 
人口33,111人・世帯数12614戸 
（協）柴波町ポイントカード会 
（平太くんカード） 
加盟店：80店 

2016年 IC 110円1P発行 
500P満点＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 
中小企業庁事業モデル 

★お守り型「安否確認キーホルダ
ー」を作製。神社でお祓い願の上、
小学1年生全員・2～6年生は希望者。
小学校「安否確認まちかど端末」を
設置。高齢者見守りシステム。 
2021年町アプリとの連携API開発。 

【岩手県岩手町】 
人口25,901人・世帯数11,855戸 
岩手町商業協同組合 
（ホッケーくんカード） 
加盟店：70店 

2016年 IC 110円1P発行 
500P満点＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

岩手町が地域活動に対して発行す
る「あいポイント」から、ホッケーくん
カードにポイント移行も可能。（町と
のポイント連携） 

【宮城県白石市】 
人口32,757人・世帯数14,234戸 
（協）白石ゴールデンシール会 
（白石ゴールデンカード） 
加盟店：30店 

2018年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 

入会手数料200円、入会記念200P
進呈。楽天Pay・auPayのQRコード決
済、ICOCA・ナナコ等の電子マネー、
JCB等のクレジットカードにも対応。 
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2 ロイポ導入一覧（３） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【秋田県鹿角市】 
人口31,340人・世帯数13,034戸 
ハミングカード協同組合 
（キララハミングカード） 
加盟店：100店 

2014年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限3年 
ロイポ共同開発初回導入 

プリカ運用有り。プリカ有効期限半
年。毎月2のつく日は2倍の日。毎月
30日は3倍の日（2月は28日）。年金
の日は3倍。イベント多数。★ 
2022年7月鹿角市発行新通貨連携
機能、上限プリカ促進音声機能追加。 

【山形県大江町】 
人口7,737人・世帯数2,787戸 
大江町きらか 
（きらか） 
加盟店：30店 

2017年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

来街キオスク端末運用。 

【山形県西川町】 
人口5,187人・世帯数1,847戸 
月山ふれあいカード加盟店会 
（月山フレカ） 
加盟店：20店 

2019年 IC 110円1P発行 
500P満点＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

プリカ運用有り。プリカ有効半年。 

【群馬県富岡市】 
人口54,000人・世帯数19800戸 
富岡ふれ愛カード会 
（とみおかふれ愛カード） 
加盟店：50店 

2019年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 

プリカ運用有り。プリカ有効期限半
年。スマホアプリも有り。2021年市の
地域振興プレミアム電子商品券。 

【埼玉県久喜市】 
人口151,916人・世帯数67,553戸 
栗橋ひめプラザ協同組合 
（Kカード） 
加盟店：14店 

2021年 IC  

 

110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限 2024年12月 
4年毎精算 

面的キャッシュレス・インフラの構築
支援事業にて採択。キャッシュレス
化も同時に進める。 
プリカ運用有り。プリカ有効期限半
年。★2022年固定QRコードポイント
自動発行機能追加。 
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3 ロイポ導入一覧（４） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【埼玉県久喜市】 
人口151,916人・世帯数67,553戸 
久喜カード事業協同組合 
（ふれあいカード） 
加盟店：70店 

2021年 IC  

 

 

110円1P発行 
１P＝１円で利用 
ポイント負担・１P＝1.65円 
有効期限 2024年12月 

面的キャッシュレス・インフラの構築
支援事業にて採択。キャッシュレス
化も同時に進める。新規入会時は
10,000円入金で2,000円のプレミアム
（25％）一人1回限り。通常0.5％。 

【埼玉県久喜市】 
人口151,916人・世帯数67,553戸 
一般社団法人栗商スタンプ会 
（Kカード） 
加盟店：26店 

2021年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限 2024年12月 

埼玉県コロナ対策支援事業にて  
採択。 
キャッシュレス化も同時に進める。 
新規入会時は10,000円入金で2,000
円のプレミアム（20％）一人1回限り。 

【千葉県いすみ市 】 
人口36,816人・世帯数17,039戸 
大原中央商店街協同組合 
（いすみ市ほらやっさカード） 
加盟店：60店 

2017年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限2年 

プリカ運用有り。第一金曜日に入金
すると10,000円入金で50P、30,000円
入金で210Ｐ、50,000円入金で500Ｐ。
上限金額20万円。 
2022年7月外付け型へ機器変更。 

【千葉県いすみ市】 
人口36,816人・世帯数17,039戸 
夷隅商店街 
（キングカード） 
加盟店：30店 

2019年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 

キャッシュレス補助金活用、いすみ
大原地区と共同運営。 

【神奈川県川崎市】 
人口15万人・世帯数75万戸 
ブレーメン通り商店街（振） 
（ブレカ） 
加盟店：70店 

2016年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限2年 

カード以外にICチップ付きストラップ
も有り。75歳以上の方に健康ポイン
トサービス。1日1回、専用端末機に
タッチで１P発行。★どこでもポイント、
ゲーム抽選会機能追加開発。 
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4 ロイポ導入一覧（５） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【神奈川県横須賀市】 
人口387,014人・世帯数16,544戸 
衣笠商店街 
（衣笠ポイントカード） 
加盟店：60店 

2016年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.6円 
有効期限1年 

65歳以上の方対象に街角健康ポイ
ント。1日1回、1P加算。2カ所設置。 
ICカード以外にストラップ型（お守り
型等）も有り。★コロナ対策各店スク
ラッチイベント抽選会機能追加開発。 

【神奈川県横須賀市】 
人口388,924人・世帯数167,775戸 
三笠ビル商店街 Y＠CARD 

（ヨコスカワイアットカード） 
加盟店：70店 

2017年 IC 110円1P発行 
500P＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 
 

当日入会でも軍港めぐり、猿島渡り、
記念艦三笠の乗船・入館料が割引
に。 
★自動市応援倍発行期間限定ポイ
ント機能追加開発。 

【神奈川県秦野市】 
人口163,787人・世帯数73,012戸 
（協）秦野エーススタンプ会 
（なでしこポイントカード） 
加盟店：50店 

2017年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 
 

安心安全・健康ポイント。70歳以上
の方は見守りステーションへ立ち寄
ると1日1回、１P発行。 
 

【新潟県十日町】 
人口50,585人・世帯数19,692戸 
十日町スタンプ協同組合 
（TOPカード） 
加盟店：70店 

2016年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 

プリンター無しの運用。 
★安価型ICカード機能追加。 

【新潟市中央区】 
人口180,537人・世帯数85,495戸 
協同組合NICE新潟 
（トキメキカード） 
加盟店：80店 

2019年 IC 
QR 

110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

プリカ運用有り。プリカ有効期限半
年。ダブルカード機能開発。ピンク色
ICカード（200円・チャージ可）、緑色
QRカード（無料・チャージ不可）。チ
ャージ金額の0.5％プレミアム。上限
3万円。★商品券、クレジット、ポイン
ト一括精算システム追加開発。 
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5 ロイポ導入一覧（６） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【富山県立山町】 
人口25,264人・世帯数13,087戸 
立山町地域通貨振興加盟店会 
（たてポカード） 
加盟店：90店 

2018年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

★町発行交通プリペイド運用有り。
有効期限３ヵ月。交通以外の利用不
可機能追加。 
★レジロイポ地域フリマ仕入れ機能、
たてポ還元機能。 

【石川県宝達志水町】 
人口12,784人・世帯数4,985戸 
宝達志水町ポイントカード会 
（ほっぴーさんカード） 
加盟店：70店 

2015年 IC 110円1P発行 
500P満点＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

町と連携ポイント発行。満点ポイント
出力機能開発。 
2021年コロナ対策端末機器変更。
★町おこし隊クライアント分析用機
能追加。 

【石川県羽咋市】 
人口20,715人・世帯数8,552戸 
とぎスタンプ会 
（はっぴぃカード） 
加盟店：30店 

2017年 IC 110円1P発行 
350P＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

信用金庫・地域温泉施設へ来店ポ
イント端末設置。 

【山梨県大月市】 
人口23,284人・世帯数10,312戸 
大月商店街協同組合 
（Mカード） 
加盟店：50店 

2015年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 

カード以外にストラップも有り。 

【長野県阿智村】 
人口6,379人・世帯数2,360戸 
ふくまるくんカード協同組合 
（ふくまるくんカード） 
加盟店：70店 

2018年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 

プリペイド運用有り。（チャージした
り・クーポンを使ったり）スマホアプリ
も有り。カードが無くてもポイント発
行、ポイント照会、残高照会も可能。
令和2年10月より高森町も加入。 
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6 ロイポ導入一覧（７） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【長野県高森町】 
人口13,080人・世帯数4,238戸 
高森町ふくまるくんカード 
（ふくまるくん・柿まるくんカード） 
加盟店：30店 

2020年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.6円 
有効期限2年 
プリペイド有効期限半年。 

組合解散後、ふくまるくん合併。 
バスにも搭載。 
新規加入促進キャンペーンで20％
プレミアムチャージ。（1人・1万円迄） 
★ｽｰﾊﾟｰキラヤ画面確認機能開発。 

【静岡県御殿場市】 
人口84,564人・世帯数35,536戸 
株式会社アクティブモコ 
（モコカード） 
加盟店：60店 

2017年 IC 110円1P発行 
500P＝500円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

買い物弱者のために宅配・送迎サ
ービス。 

【愛知県田原市】 
人口60,461人・世帯数22,492戸 
田原カード事業協同組合 
（たまぽカード） 
加盟店：100店 

2018年 IC 110円1P発行 
１P＝2円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限2年 

プリカ運用有り。プリカ有効期限半
年。2団体が共同運用。スマホアプリ
も有り。10,000円入金でチャージポイ
ント0.5％（50円分）。千円単位で上
限3万円。期間限定チャージで8倍等。 

【岩手県一関市】 
人口86,740人・世帯数35,858戸 
千厩スタンプ会 
（うまっこカード） 
加盟店：40店 

2019年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限2年 

プリカ運用有り。プリカ有効半年。 
誕生日自動1回クーポン発行機能開
発。 

【滋賀県甲賀市】 
人口89,754人・世帯数36,636戸 
甲賀市愛こうかーど 
（愛こうかーど） 
加盟店：90店 

2017年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.8円 
有効期限1年 

4団体が合同にて運営。 
プリカ運用有り。2021年アプリ限定
ポイント機能開発。 
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7 ロイポ導入一覧（８） 

導入団体 導入 カード デザイン 基本運用 特記事項 

【京都府京丹後市峰山町】 
人口13,564人・世帯数4,602戸 
京丹後市53,000にん 
京丹後エムズカード会 
加盟店：60店 

2019年 IC 130円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.3円 
有効期限2年 

プリペイド運用有り。有効期限半年。 
1,000円～30,000円まで1,000円単位
でチャージ可能。（チャージ金額の
0.5％分のP付与）。どこでもポイント
は発行日より3か月）。毎月3日3倍。 

【京都府京都市北区】 
人口122,265人・世帯数56,338戸 
新大宮商店街振興組合 
（ふえるか） 
加盟店：40店 

2019年 IC 110円1P発行 
１P＝1.3円で利用 
ポイント負担・１P＝1.5円 
有効期限1年 

プリカ運用有り。 
プリカ有効期限半年。 
★独自の地域応援ポイント有り。自
治会やPTA等の地域団体に寄付。
高齢者の見守り機能も有り。 

【京都府与謝野町】 
人口21,834人・世帯数8,120戸 
くすぐるカード会 
（くすぐるカード） 
加盟店：80店 

2020年 IC 130円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限2年 

★地域団体、町、からの自動ポイン
ト発行システム開発。スマホアプリも
有り。 

【大阪府寝屋川市】 
人口237,518人・世帯数101,549戸 
寝屋川駅前広域ポイントカード会 

（ふれあいカード） 
加盟店：60店 

2017年 IC 220円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

2か月に1回（奇数月）抽選会を実施。
100P毎に1回抽選。はずれ無しで末
等でも100円のお買物券。 
お守り型ICタグも発行。子供見守り
サービスを実施。 

【大阪府枚方市】 
人口398,287人・世帯数182,971戸 
宮之阪商店街振興組合 
（ふれあいスマイルカード） 
加盟店：50店 

2020年 QR 110円1P発行 
１P＝1.1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

スマホアプリも有り。 
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【島根県邑南町】 
人口10,259人・世帯数4,779戸 
おおなんカード会 
（おおなんさくらカード） 
加盟店：130店 

2020年 IC 130円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.3円 
有効期限1年 
プリカ有効期限半年。 

千円単位で上限3万円。現金チャー
ジ時200円についき１P。スマホアプ
リも有り。★アプリダウンロードは
50P。町営バス機能、タクシー連動
機能開発。交換ポイントイベント自
動抽選機能開発。 

【熊本県玉名市】 
人口65,434人・世帯数28,195戸 
玉名市たまちゃんカード 
加盟店：112店 

2021年 IC  

 

110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

面的キャッシュレス・インフラの構築
支援事業にて採択。プリカ運用有り
半年期限。 
 

【大分県国東市】 
人口26,851人・世帯数13,054戸 
協同組合国東市さ吉くんカード会 

（さ吉くんカード） 
加盟店：50店 

2019年 IC 110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝2円 
有効期限1年 

プリカ運用有り。 
プリカ有効期限半年 
3団体が合併。 

【鹿児島県曽於市】 
人口34,423人・世帯数17,641戸 
曽於市そおカード 
加盟店：75店 

2021年  
IC 

 

 

110円1P発行 
１P＝1円で利用 
ポイント負担・１P＝1.3円 
有効期限1年 

各ポイント団体が提携。プリカ運用
有り半年期限。 

【野沢温泉村】 
人口3,700人・世帯数1,200戸 
ゆーゆーカード 
加盟店：60店 
 

2022年 IC 
 

110円1P発行 
１P＝1円で利用 
有効期限1年 

★カードレスアプリ、観光向け機能
開発中。 


