
収納企業・団体名 お支払い内容
株式会社アーテム 医薬品、日用品、化粧品、健康食品、雑貨、食品、飲料、防災用品、医療機器
Rcawaii（グラングレス） Rcawaiiの月会費
株式会社 Rグループ 換気扇修理交換サービス
アイ・ティ・リアライズ株式会社 プレミアム付き電子商品券
愛知県歯科技工士会 第４地区 愛知県歯科技工士会第４地区会費、県技連盟会費
会津若松市 市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
アイネット株式会社 健康食品、化粧品
株式会社アイム 化粧品、医薬部外品、美容品、雑貨、サプリメント、飲料、食品、衣類、化粧品、医薬部外品、雑貨、サプリメント、医薬品

姶良市 下水道使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公立保育所等給食費、住宅使用料、幼稚園保育料、市県民税（普通徴収
分）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金、農業集落排水使用料

あおい自動車株式会社 自動車整備代
株式会社青粒 健康食品、食品、化粧品、美顔器
青森市 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料
株式会社アカシアの樹 健康食品、化粧品
明石市水道局 水道料金及び下水道使用料
有限会社赤松燃料店 プロパンガス販売
明るい食卓を作る株式会社 ペットフード
昭島市 水道料金、下水道使用料、市都民税、固定資産税・都市計画税、償却資産税、軽自動車税、国民健康保険税
秋田市上下水道局 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料、特定地域生活排水処理施設使用料
秋田大学医学部同窓会 会員年会費

あきる野市 学童クラブ育成料、学童クラブ延長育成料、保育料、給食納付金（小・中学校分に限る）、市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税

アクア株式会社 モバイル通信料、SIMカード
アクアクララ株式会社 アクアクララボトル、安心サポート料、飲料、関連商品、付属品、途中解約料
株式会社アクティブ 業務用冷凍食品
アコールショップ 食品、飲料、酒、調味料、サプリメント、化粧品、雑貨、日用品
有限会社 アサダ産業 LPガス
朝日ガス株式会社 ＬＰガス
朝日ガスエナジー株式会社 ＬＰガス

旭川市 国民健康保険料（普通徴収分）、水道料金・下水道使用料、市道民税（普通徴収分）、固定資産税（都市計画税含む。）、軽自動車税種別
割

朝日共販株式会社 食品
アサヒグループ食品株式会社 健康食品・ペット用健康食品・化粧品・食品・医薬品・検査キット、フリーズドライ食品
有限会社旭写真館 卒業アルバム
有限会社朝比奈屋 お米
有限会社 朝日日南清掃公社 浄化槽保守点検・清掃
あしきた農業協同組合 青果物、加工品、食品、調味料、飲料
株式会社東あられ本鋪 米菓・和菓子
東石油有限会社 LPガス
株式会社アスランファクトリー ドッグフード
株式会社アソポリ 病院・介護関連商品
株式会社アテニア 化粧品、健康食品、衣類、雑貨、服飾品
株式会社アトラス 健康食品、化粧品
株式会社アネスト神奈川 プロパンガス
株式会社アペックスライン MEO対策の成果報酬
アポロ販売株式会社 プロパンガス、灯油、暖房・給油機器
天田屋 味噌

奄美市
介護保険料、後期高齢者保険料、公営住宅使用料、保育所利用料、幼稚園保育料、給食費、定住促進住宅使用料、火葬場使用料、し尿汲取
り手数料、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人税、水道料金（開閉栓手数料込み）・下水道及び農業集落排水使用
料

株式会社アメニティ アメニティ用品
株式会社アメニティーハウス 初期費用、家賃全般、駐車場利用料、更新事務手数料
株式会社阿藻珍味 食品、雑誌
株式会社アリーナガス プロパンガス代金
ありがとう通販株式会社 健康食品、サプリメント
有限会社有田三翆園 日本茶、茶関連食品
有田市 住民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料・介護保険料
アリナミン製薬ダイレクト 健康食品、医薬部外品、医薬品
阿波半田手のべ株式会社 麺類、食品、だし、調味料
株式会社ＡＮＳＨＩＮ 安心の確認システム入札者利用料
アンダンテ 食品、飲料、健康食品、化粧品、衣類、洗剤、生活用品
株式会社ANTY'S 健康食品・飲料
有限会社あんのメディカル 介護サービス利用料、通所リハビリテーション料、施設利用料、給食料、日常生活品代、水道光熱費
株式会社アンビ・ア バスツアー代金
株式会社イーライフ 殺虫剤、害虫駆除・虫よけ・農業・園芸・清掃用品、関連機器、医薬品、化粧品
イオン化粧品株式会社 化粧・理容・美容品・医薬部外品・健康食品
粋 株式会社 化粧品、健康食品、雑貨

壱岐市 住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、保育園利用料、幼稚園利用料、上
水道料金、簡易水道料金、下水道料金

池島清掃有限会社 グリストラップ清掃費

伊佐市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道使用料、農業集落排水使用料、保育料、市県民税（普徴）、固定資産税、軽自動車税（種別
割）、国民健康保険税（普徴）

株式会社 いさみや 理美容材料
株式会社石井味噌 味噌及び味噌関連商品、食品、雑貨
有限会社石堂 健康食品、飲料
株式会社イシワタ 衣類・食品
株式会社和泉衛生 一般廃棄物の収集運搬費、し尿収集運搬費、浄化槽清掃費、浄化槽管理費
泉大津市 固定資産税、軽自動車税、市府民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金及び下水道使用料
和泉市 上下水道料金
出雲市 上下水道料金
株式会社ヰセキ関西中部 農業機械・資材、農業機械の整備・修理
(株)伊勢志ぐれ 志ぐれ煮・佃煮、調味料、雑貨

伊仙町 水道料金、税科目（県町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）、料科目（介護保険料・後期高齢者医療保険料・公営住宅家賃・
保育所利用料・幼稚園利用料）

いちき串木野市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、市県民税、固定資産税、軽自動車税、小規模簡易水道使用料、上下水道使用料
一関ガス株式会社 ガス料金
一宮市 上下水道料金
一分の一株式会社 家庭学習用教材・オンライン学習の月謝・年会費（教材費）・受講料
株式会社一杢 化粧品、食品、日用品、アパレル
株式会社一鶴 食品（骨付鳥、とりめし）
株式会社一休堂 寺院用品、衣料品、日用品、園芸・防獣用品、殺虫剤、洗剤、家電
一世出版株式会社 書籍、文書・事務用品
一般財団法人愛知県建築住宅センター 審査料、検査料、手数料
一般財団法人法曹会 書籍
一般社団法人 東洋大学校友会 同窓会費
一般社団法人 日本フラメンコ協会 入会金、年会費



収納企業・団体名 お支払い内容
一般社団法人香川県総合建設センター 一人親方労災保険
一般社団法人日本監督士協会 会費、通信教育、書籍、月刊誌
株式会社いづも農縁 健康食品・食品
伊東市 上水道料金・下水道料金
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 施設利用料、付属設備使用料
株式会社伊藤農園 生果、飲料、加工食品、調味料、雑貨
株式会社医道の日本社 鍼灸用品、医療機器、書籍、DVD、日用品、雑貨、衣類、服飾雑貨、家具、化粧品
有限会社伊藤博俊商店 LPガス、灯油
糸満市 上下水道料金
株式会社イトメン 麺類、出汁
株式会社イナータス 化粧品、サプリメントドリンク、雑貨

稲美町 上下水道料金、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別
割)、国民健康保険税(普通徴収)

有限会社犬山衛生管理組合 浄化槽点検・清掃料・し尿汲み取り、浄化槽修繕
井上梅干食品株式会社 食品・お酒・歯磨き粉・雑貨
有限会社井上蒲鉾本舗 食品
有限会社井上商店 茶、干し芋
有限会社 井上誠耕園 オリーブ化粧品、オリーブ食品、雑貨
いばらきコープ生活協同組合 食品、酒、日用品、化粧品
茨城日化サービス株式会社 浄化槽保守点検・維持管理、住宅機器点検・修理、水回り点検・清掃、工事費
井原市 水道料金・下水道使用料・簡易水道料金

指宿市 軽自動車税，固定資産税・都市計画税，市県民税（普通徴収），国民健康保険税、温泉使用料、水道料金，下水道使用料、介護保険料，
後期高齢者医療保険料，住宅使用料，保育料，副食費，道路占用料

有限会社イリヤマ神商店 灯油販売、石油燃焼器具販売・修理

いわき市 市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税（普通徴収）、水道料金、下水道使用料及び
地域汚水処理施設使用料

株式会社いわき土地建物 安心入居サポート年会費
株式会社いわきプリント学習社 初期費用、授業料（督促）
有限会社岩昇 プロパンガス販売
イワタニ関東株式会社 ガス・電力販売代金
イワタニ九州株式会社 プロパンガス
イワタニ近畿株式会社 LPガス
イワタニ山陰株式会社 ＬＰガス料金
イワタニ山陽株式会社 ＬＰガス
イワタニ首都圏株式会社 LPガス
イワタニ首都圏株式会社（静岡支社） LPガス
イワタニセントラル東北株式会社 ガス
イワタニセントラル福島株式会社 ＬＰガス、灯油、天然水、ウォーターサーバー使用料
イワタニセントラル北陸株式会社 LPガス代金
イワタニ東海株式会社 ＬＰガス代金
イワタニ長野株式会社 ＬＰガス
イワタニ三重株式会社 プロパンガス
イワタニ山梨株式会社 液化石油ガス、灯油、富士の湧水、サーバーレンタル料
岩手中部ガス株式会社 ガス料金
岩手中部水道企業団 水道料金、下水道使用料
株式会社イワネクスコーポレーション ガス料金
株式会社イング 化粧品・健康食品・お酒・深層水・塩
株式会社 インターメディカル 模擬試験、書籍
因の島ガス株式会社 ガス、ガス機器、水サーバーレンタル、設備工事、ガス漏れ警報器リース、ガス給湯器リース
ヴァンテアン株式会社 家賃全般、更新料、手数料、修繕費、保証料、レンタルボックスの使用料
株式会社ヴィトワ 化粧品、健康食品、雑貨
株式会社ヴィワンアークス 化粧品、サプリメント
学校法人植草学園 教員免許状更新講習、特別支援学校教諭二種免許法認定講習、公開講座受講料
株式会社ウエル・カムサポートセンター ストーマ装具・関連用品、介護関連用品
有限会社ウエルカム 食品
株式会社ウエルシード 農業資材、種苗・農薬
ウェルビー株式会社 障害福祉サービス利用料金・実費負担金
株式会社ヴェントゥーノ 化粧品、健康食品
株式会社ウォーク 不用品回収、ハウスクリーニング、害虫・害獣駆除
魚がし銘茶株式会社 お茶、茶道具

宇城市 後期高齢者医療保険料、上下水道料金、保育料、下水道受益者負担金、農業集落排水使用料、市営住宅使用料金、奨学金返還金、
道路・河川占用料

宇城市介護保険料 介護保険料
宇城市債権管理課 市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
有限会社宇佐美 事業系一般廃棄物回収費、廃棄物回収用袋
株式会社 卯月製麺 食品、調味料、茶、木箱
美しが丘緑薬局 居宅サービス利用料

宇都宮市
介護保険料、個人市県民税(普通徴収，特別徴収)，法人市民税，固定資産税・都市計画税(土地・家屋，償却資産)，軽自動車税（種別
割），市たばこ税，鉱産税，入湯税，事業所税、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、市営住宅使用料、市営住宅専用駐車場使用
料、奨学資金返還金、水道料金、下水道使用料、母子父子寡婦福祉資金貸付金、墓園共用施設管理手数料

宇部市水道局 上下水道料
馬路村農業協同組合 ゆず加工品、ゆず化粧品、雑貨、書籍
株式会社ウミガメ データSIM、Pocket WiFiレンタル
UM株式会社 書籍
浦添市 水道料金及び下水道使用料
エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 プロパンガス、灯油、ガス関連機器、家電、生活用品
株式会社栄久 入院セットのレンタル及び販売
株式会社エイチ・エム・グループ 月謝、入会金、塾生登録料、年会費、基本教材費
HBライフ株式会社 健康食品
株式会社エイワンプラス 表札、家具関連用品、キッチン用品
株式会社エーピーエス 石鹸
株式会社えがお 健康食品、化粧品、食品、飲料
エコアライブ株式会社 健康食品、歯磨き粉
株式会社 えごころ 介護用品レンタル料 介護用品販売品代金 住宅改修代金
エコテクソリューション株式会社 レンタル料（次世代型節水装置JET）、部品買取料
株式会社エコルガス プロパンガス代金
株式会社エス・シー・シー 雑誌、年間購読料
株式会社エス・ティー・エイチ ドアホン工事費
一般社団法人SST普及協会 年会費
株式会社エスオーシー 入院セットレンタル料、紙おむつ、日用品
株式会社ＳＴＳ 乳製品、食品、飲料
株式会社 エスピーランド 服飾雑貨・傘・生活雑貨・食品・消耗品・飲料
愛知郡広域行政組合 上水道料金
株式会社ＥＤＵＣＡＭＰ 野外教室受講料の未収金
江戸川区 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、児童入所施設措置費等負担金
恵庭市 水道料金、下水道使用料
ＮＸエネルギー中部 ＬＰガス



収納企業・団体名 お支払い内容
株式会社エヌケー工房 脱臭器、空気清浄機
株式会社 ｎ．ｂ．ｅ 化粧品、理容品、本
株式会社エネクル 都市ガス、ＬＰガス
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ インターネット接続サービス
株式会社エノク出版 機関誌、CD、DVD、Blu-ray
有限会社 えのくま住器 住宅設備機器販売・取付工事費・処分費
株式会社えびせんべいの里 食品
株式会社愛媛FC 年間シート各種、ファンクラブ各種、愛媛FCグッズ各種
株式会社ゑびや草木庵 漢方素材
Ｆ株式会社 広告掲載料
株式会社エフエネ 電気料金、エフエネ光月額・オプション利用料
エマス有限会社 塔婆販売代金
株式会社エミネット 健康食品、化粧品、雑貨
株式会社MDG 紙オムツ、尿取パット、紙パンツ
エリア・マークス株式会社 広告（チラシ、ポスター、テレビ・ラジオＣＭ）制作費、掲載料

株式会社エルピオ LPガスの供給および各種ガス機器の販売・レンタル、安心保障サービス、取付費、エルピオクラブ、LPガスの供給および各種ガス機器の販売・レンタル、安
心保障サービス、取付費、エルピオクラブ、天然水、サーバーレンタル料、プラン変更手数料

近江八幡市 市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者健康保険料、介護保険料、保育料、住宅使用料
近江八幡市水道事業所 上下水道料金
大井製茶 お茶、食品
公益財団法人 大分県環境管理協会 浄化槽検査手数料、水質検査手数料
株式会社大分こどものとも社 年間購読料
大分市 水道料金、下水道使用料、分担金、設計審査手数料、完成検査手数料、下水道受益者負担金
有限会社大岩商会 LPガス
有限会社オーエスピー商会 獣害対策用部品（ワイヤー、バネ、工具）、罠（完成品）
大垣設備株式会社 水道工事、住宅リフォーム工事
株式会社大潟村同友会 米、食品、飲料、肥料、調味料
大阪ガスファイナンス株式会社 ガス工事代金の債権回収
大阪広域水道企業団 河南水道センター 水道料金、下水道使用料
大阪広域水道企業団 泉南水道センター 水道料金・メーター使用料・給水中止、給水装置廃止手数料・下水道使用料
大阪広域水道企業団 阪南水道センター 水道料金、下水道使用料
大阪広域水道企業団 藤井寺水道センター 水道料金・下水道使用料

大阪市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、市府民税、固定資産税・都市計画税、償却資産税、軽自動車税、法人市民税、事業
所税、市たばこ税、入湯税

大阪市水道局 水道料金、下水道使用料、修繕料、給水装置工事費
大阪市福祉局 大阪市返還金・徴収金
大阪大学法学部青雲会 年会費
大崎市 介護保険料，後期高齢者医療保険料、市県民税，固定資産税・都市計画税，軽自動車税，国民健康保険税

大崎町 住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、水道料金・簡易水道料金・開栓手数料・下水道使用料、介護保険料・後期高齢者保険料・
保育所利用料・住宅使用料

大里広域市町村圏組合 介護保険料
株式会社オージオ 化粧品・サプリメント・雑貨・健康飲料
株式会社大嶌屋 食品、飲料、健康食品、調味料、花
株式会社オーシャン 健康食品（KETO－CLEANSE）
株式会社 大隅衛生鹿屋 浄化槽保守点検・清掃料・し尿汲取り料金
株式会社 大隅衛生志布志 浄化槽保守点検・清掃料・し尿汲取り料金
株式会社 大隅衛生曽於 浄化槽保守点検・清掃料・し尿汲取り料金
学校法人太田学園 くすのき幼稚園 入園料、園児傷害保険料、保育用品
有限会社太田茶店 茶、食品、雑貨
大津市 水道料金、下水道使用料、ガス料金
有限会社大野農園 梅干し、梅加工品
株式会社大麦工房ロア お菓子、食品、健康食品、飲料
大村市 水道料金、下水道使用料、公共下水道事業受益者負担金・分担金
オーリンク株式会社 ストーマ・関連商品
有限会社岡田製茶 茶、健康茶、雑貨
(有)緒方プロパン ガス
岡畑農園 食品、飲料、梅酒、調味料、雑貨
株式会社オカベ 食品
岡部茶 お茶、食品、調味料、健康食品、雑貨、飲料
岡部茶有限会社 お茶、食品、雑貨
岡山市水道局 水道料金、下水道使用料
岡山手延素麺株式会社 手延べうどん・手延べそうめん・手延べひやむぎ・調味料、食品
有限会社翁の郷 食料品
沖縄市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、市県民税、固定資産税、軽自動車税
株式会社沖縄美健 食品、健康食品
株式会社おすみつき良品 健康食品（おすみつき 天然由来のヒアルロン酸）
小樽市 水道料金、下水道使用料
お茶のせいよう園 お茶、お菓子、茶器、結納セット
御庭番.com 園芸サービス
有限会社 小野金物店 プロパンガス・灯油の販売

小野市 介護保険料、住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、し尿汲取手数料、
後期高齢者医療保険料、保育料、学童保育利用料、住宅使用料

小野製麺有限会社 食品
株式会社小野や 食品、飲料、サプリメント
株式会社オハラ 食品、菓子
株式会社おびなた 食品、飲料、調味料

帯広市 水道料金、下水道使用料、市道民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、住宅使用料、住宅駐車場使用
料、

オルビス株式会社 化粧品、栄養補助食品、ボディウェア、日用品、雑貨
尾張旭市水道料金等 水道料金・下水道使用料
株式会社Ｇｒｏｗｔｈ ｃａｎｖａｓ 化粧品（ピュアニップ)
株式会社ガイアサイン 社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料）・制服クリーニング代
有限会社ガイアみなまた 青果（柑橘類）
海南市 簡易水道、上水道
柿茶本舗有限会社 柿の葉茶製品、化粧品、医薬品、食品、健康グッズ、本、CD、DVD
学生服のタケモト 学生服・生徒用ユニフォーム
かごしま一人親方組合 一人親方労災保険料・組合費
株式会社笠井 ガス料金
加西市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金・下水道使用料
笠岡市 水道料金・下水道使用料

嘉島町 下水道使用料、町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所利用料、町営住宅使
用料、上・下水道使用料

柏崎市 水道料金、水道開栓手数料,下水道使用料、農業集落排水施設使用料
柏原市上下水道部 上下水道料金
株式会社かすが 化粧品、美容材料・用品
春日那珂川水道企業団 上下水道料金
株式会社 ガスパーク ガス代金



収納企業・団体名 お支払い内容
ガスパーク沖縄株式会社 ガス料金
株式会社葛野農園 お茶、紅茶、珈琲、食品、雑貨
株式会社カタログハウス カタログ、総合通販（生活雑貨、家電、衣料品、化粧品、食品）
株式会社家庭保育園くっく 保育料、行事費、用品費
株式会社加藤工機 給排水設備工事、修理、部品代
加東市 市・県民税/軽自動車税/固定資産税・都市計画税/国民健康保険税、水道料金及び下水道使用料
株式会社Kanael サプリメント、下着、化粧品
カナルアソシエ株式会社 浄化槽の保守点検・清掃費
河南町 個人住民税（町民税、府民税）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料
鹿沼ケーブルテレビ株式会社 テレビ・インターネット・電話サービス督促料
カネショウ株式会社 酢、調味料、食品、飲料
株式会社カネハチ製茶 お茶、食品
株式会社 金丸プロパン瓦斯 ガス料金
株式会社かねも お茶・菓子・雑貨
有限会社かねよみそしょうゆ 味噌、醤油、調味料、食品

鹿屋市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、市県民税普通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税・都市計画税、
上下水道料

蒲原燃料住宅設備株式会社 ＬＰガス
株式会社カフェーパウリスタ コーヒー、食品、飲料、調味料、コーヒー関連グッズ
株式会社コルテーヌ アロマセラピースクール受講料
株式会社 果宝堂 食品、飲料、調味料、酒、化粧品、雑貨
かまぼこの鐘崎 食品、酒、出汁、袋

上天草市
上下水道料金、住民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険税、介護保険料（普通徴収）、後期高齢者医療保
険料、公営住宅・教員住宅・駐車場料金、コミュニティプラント・土地使用料、保育料（公立）、保育料（私立）、保育料（広域公立）、保育料
（広域私立）、副食費（公立）

有限会社かみたいら 水産加工品、魚介類生鮮品
上峰町 後期高齢者医療保険料、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料、保育料
株式会社亀屋 食品、飲料
有限会社カメラのながを 卒園アルバム費用
合同会社カラー・エデュケーション 授業料
株式会社カルナベイル 化粧品
有限会社カレーナコスメティック 化粧品、雑貨
株式会社カローレ小豆島 果物
株式会社カワイ化粧品 化粧品
川越市 水道料金及び下水道使用料
株式会社 川崎総業 プロパンガス
河内長野ガス株式会社 都市ガス料金、電気料金、ガス警報器リース
川中醤油株式会社 調味料、食品、雑貨、書籍
川西市 上下水道料金

川辺町 水道料金、町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、町営住宅駐車場
使用料、下水道使用料、農業集落排水下水道使用料、保育料、学校給食費、放課後児童クラブ利用料

有限会社環境浄化センター 浄化槽管理費、工事費
関東信越国税労働組合 組合費
関東プロパン瓦斯株式会社 ガス料金
株式会社Ｇｅａｒ Ｃｈａｎｇｅ 浄水器購入代金、設置工事費、カートリッジ月額利用料
輝近会 近畿大学医学部同窓会 同窓会年会費

喜界町 介護保険料、後期高齢保険料、住宅使用料、保育所利用料、教員住宅使用料、学校給食費、公共下水料、農業集落排水料、住民税、固定資
産税、国民健康保険税、軽自動車税、上水道料

キクラ印刷株式会社 名刺、年賀状
北魚沼農業協同組合 お米
喜多方市 水道料金、下水道使用料
北九州市 軽自動車税、固定資産税（償却資産）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、国民健康保険料、市県民税(普通徴収)
北里大学獣医学部同窓会紅緑会 年会費
北里大学同窓会 年会費
株式会社北舘製麺 調味料、麺類、調理器具、野菜、お菓子、飲料、袋、調味料、麺類、調理器具、野菜、お菓子、飲料、袋、酒
㈱北日本メディカル 修理・部品交換 保守点検料 健康機器部品 健康食品
北見市 水道料金、下水道使用料、集落排水施設使用料
北山法衣仏具株式会社 法衣、記念品、稚児貸衣服、新具
株式会社きちみ製麺 温麺、食品、つゆ・たれ、雑貨
キッズブレインそろばん教室 入学金、授業料、そろばん、 諸経費及び事務手数料
義農味噌株式会社 食品、調味料、飲料
宜野湾市 上下水道料金
吉備中央町 町県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税
岐阜県教職員組合 組合費、「教育ぎふ」の購読料
岐阜県教販株式会社 教科書、補助教材
学校法人岐阜済美学院 シティカレッジ受講代
岐阜乗合自動車株式会社 旅行代金
きみくら株式会社 緑茶・その他飲料品・食品、茶器・雑貨
株式会社喜明堂 漢方薬、健康食品
肝付町 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、住民税、固定資産税、軽自動車税、水道料、保育料、住宅使用料
弁護士法人キャストグローバル 債権回収
キャプテンフーヅ株式会社 食品・飲料・健康食品
基山町 後期高齢者医療保険料、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、保育料
キューサイ株式会社 青汁、健康食品、化粧品、雑貨、衣類、医薬品
株式会社九州カーサービス 自動車リース
九州大学生協 書籍、 情報機器、 日用雑貨
株式会社九州トータルハウジング 住宅設備リフォーム工事
キューまる加東店 鶏卵、健康食品、化粧品、日用品、雑貨
教育開発研究所 書籍、雑誌、オンライン講座・研修会受講料
株式会社教育システム 書籍
株式会社 協栄製茶 茶、茶菓子
共栄製茶農業協同組合 茶、菓子、雑貨
京きさらぎ漬 えんけい 漬物
京都市 水道料金及び下水道使用料
京都新聞企画事業株式会社 旅行代金の回収、食品
共立寝具株式会社 洗濯サービス、寝具レンタル・リース、ウォーターサーバーレンタル、ミネラルウォーター販売
株式会社協和 廃棄物処理

霧島市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、保育所負担金、交通災害共済掛金、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険
税、上下水道料金

切山園製茶 茶
キリンホールディングス株式会社 サプリメント、健康飲料、ペット用サプリメント、化粧品
株式会社きんざい セミナー講座、通信講座受講料、教材、通信講座、書籍、ＤＶＤ、定期刊行誌、ソフトウェア
銀座ステファニー化粧品株式会社 化粧品、健康食品、雑貨
金氏高麗人参株式会社 健康食品（神秘の健康力）
一般社団法人金融財政事情研究会 会費、セミナー、受検手数料



収納企業・団体名 お支払い内容

草津市

固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税、上下水道料金、介護保険料・普通徴収、後期高齢者医療保
険料、保育所保育料（公立）、保育所保育料（私立）、広域保育（公立）、広域保育（私立）、主食費、児童育成クラブ入会費、市営住宅
使用料、駐車場料金、保育料（公立）、保育料（私立）、保育料（広域公立）、保育料（広域私立）、主食費、副食費（公立）、幼稚園保
育料、幼稚園給食費、幼稚園副食費、保育料（地域型公立）、保育料（地域型私立）、保育料（地域型広私）

郡上市 市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、介護保険料・後期高齢者医療保険料
釧路市上下水道部 上下水道料金
株式会社國枝商店 化粧品、雑貨、飲料、菓子
株式会社久原本家 食品、飲料、酒、書籍
熊取町 水道料金・下水道使用料

球磨村 個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、住宅利用料、インターネット利用料、
ケーブルテレビ利用料、簡易水道料

熊本県 施設等使用料、手数料、賃貸料、物品受払代金
倉敷市 水道料金、下水道使用料
株式会社蔵出しめんたい本舗 食品、袱紗
株式会社クリア 脱毛料金 督促
株式会社グリーンハーツ 初回登録料、月会費
株式会社クリエイティビティアンドドライブ 浄水器フィルターカートリッジ・給気口フィルター・レンジフードフィルター
株式会社グリッターイノベーション 化粧品
クリナップ株式会社 季刊誌の更新料、スマイル会員ライトプラン（延長修理保証費）

栗原市
介護保険料、後期高齢者医療保険料、公営住宅使用料、保育料、学校給食費負担金、幼稚園預かり保育料、放課後児童クラブ利用料、緊急通
報システム料、配食サービス利用料、公営住宅駐車場使用料、私立幼稚園授業料、特別公共賃宅住宅使用料、市県民税、固定資産税、軽自動
車税、国民健康保険税、水道料

クルクル化粧品 化粧品、雑貨
株式会社Crea 化粧品（シルキークリアミルラ）
株式会社GRACE 健康食品

呉市 国民健康保険料，後期高齢者医療保険料，介護保険料，市営住宅使用料，保育所保育料、市県民税（普通徴収，給与特別徴収），軽
自動車税，固定資産税・都市計画税，法人市民税、水道料金・下水道使用料・集落排水処理施設使用料

クレシェール化粧品株式会社 化粧品
株式会社クレシェールコスメティクス 化粧品、健康食品
株式会社グローブ・エンターブレインズ オンラインレッスン費用、オンラインレッスン費用
株式会社クロスポイント セントラル浄水器・大型浄水器・カートリッジ、設置工事費
株式会社黒姫和漢薬研究所 健康茶、健康食品、化粧品、食品、書籍
桑名市 桑名市水道料金
株式会社桑郷 桑茶、食品、歯磨き粉、ＣＤ、雑貨
群馬東部水道企業団 水道料金
ケアライフ有限会社 ストーマ装具、および関連商品
慶應義塾大学医学部三四会 会費
京成トラベルサービス株式会社 修学旅行
京成バスシステム株式会社 観光バスツアー
京和住設株式会社 ガス機器、工事代、飲料水
有限会社ケーアンドケーメディカル 福祉用具レンタル、介護用品・衣類・食品販売
株式会社ケミカルプロコスメチック 医薬部外品、化粧品、健康食品、雑貨
下呂市 市・県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料金
株式会社健康家族 健康食品、飲料水、食品、調味料、美容品
有限会社剣山堂 食品
健仁会船橋北病院 入院費
健仁会手賀沼病院 入院費
研数会教育研究所 受講料、入会金、テキスト費用、試験代
建設業労災センター 一人親方特別加入保険料・年会費
有限会社県南エコサービス 浄化槽維持管理業務委託料、廃棄物収集運搬処理料、グリーストラップ清掃料
農業生産法人株式会社小出農場 食料品、雑貨
興栄燃料株式会社 ＬＰガス
公益財団法人岐阜県教育文化財団 施設利用料、付属設備使用料
甲賀協同ガス株式会社 LPガス、天然ガス、富士の湧水、ガス機器、修理代、ガス機器リース
五九会 年会費
江原道株式会社 化粧品、雑貨
合資会社小林醤油店 調味料、食品、甘酒
高知市上下水道局 上下水道料金
高知市税 高知市税（個人市県民税，固定資産税，軽自動車税）
合同会社Ｗｏｌｆ 衣服（アメージングレッグス）
合同会社MYKC 工業計器、通信機器
合同会社Ｆａｌｃｏｎ サプリメント（Biosle）
合同ガス株式会社 LPガス料金、ガス機器レンタル料金

江府町 介護保険料、後期高齢者医療保険料、給食費、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、町県民税、水道料金、公共下水道料金、農業集
落排水使用料金、浄化槽排水使用料金

神戸市教職員組合 労働組合費（臨時採用教職員部）
株式会社高陽社 水、サプリメント、入浴剤、化粧品、サーバーレンタル代
株式会社コープエイシス アニコム損保のペット保険 「どうぶつ健保」の保険料
生活協同組合コープクルコ 食品、飲料、酒、日用品、健康食品、化粧品、書籍、生活雑貨
生活協同組合コープぐんま 食品、飲料、酒、日用品
生活協同組合コープながの 食品、日用品、酒
生活協同組合コープにいがた 食品・酒・日用品
生活協同組合コープみらい 食品、日用品、酒
コーベベビー株式会社 おむつレンタル、私物クリーニング、保証金、特別集配料、実費弁済金、お昼寝用マット、貸し衣装レンタル
株式会社五和製茶 お茶、健康茶、食品
株式会社国分隼人衛生公社 し尿汲取料・浄化槽維持管理料・事業系ごみ収集料・仮設トイレレンタル料・指定ごみ袋販売代金・浄化槽修理代金・浄化槽部品販売代金
株式会社国民みらい出版 書籍、ワイン、展示会出品
こころテラピー株式会社 健康食品（実より葉）
コスモバンク株式会社 家賃全般・電気・駐車場使用料の督促、水道料金の通常請求・督促、更新時費用、退去精算費用
児玉商事株式会社 ガス料金
御殿場市 水道料金
株式会社こどものとも福岡 購読料

湖南市
市営住宅水道使用料、市営住宅下水道使用料、住民税（普徴）、住民税（特徴）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金、
下水道使用料、受益者負担金、保育園保育料、幼稚園保育料、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、標識弁償金、改良住宅使用料、後
期高齢者医療保険料、介護保険料

株式会社小林衛生公社 浄化槽保守点検、清掃、法定検査、仮設トイレレンタル、給排水・浄化槽 下水道施工、し尿汲取料

御坊市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、学童保育所保育料、保育所利用料、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険
税、水道料金

狛江市 市・都民税、固定資産税・都市計画税、償却資産税、軽自動車税、国民健康保険税
こやぶ園茶舗 川根茶
株式会社小山商会 入院セットレンタル・消耗品・私物クリーニング
小山メディカルサービス株式会社 入院セットサービス利用料（衣類、タオル類、日用品）、洗濯代行サービス利用料
ゴルモバ 格安SIM利用料金、スマートフォン、解約違約金、SIM カード損害金
コンタクトレンズのラディッシュ コンタクトレンズ
こんぴらや販売株式会社 食品、調味料
株式会社サーフ 修繕工事に伴う、各戸個別のオプション工事費・材料費



収納企業・団体名 お支払い内容
サーフ安全協力会 講習受講費・協力会会費・親睦会費
株式会社サイエンススポーツタカギ 野球用品

西条市
下水道使用料、西ひうち下水道使用料、介護保険料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）、市営住宅使用料、 市営住宅駐車
場使用料、保育料 、市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税（普通徴収）、上水道料金、簡易水道料金、西ひう
ち水道料金

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 浄化槽法第７条及び第１１条検査

堺市 国民健康保険料、水道料金、下水道使用料、市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、軽自動車税、堺市霊園・堺
市立霊堂管理料

サカイ書店 教科書・教材
坂出市 住民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税（種別割）

境港市
下水道使用料及び下水道受益者負担金、学校給食費、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料、副食費、介護保険料（普通徴
収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）、個人市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税（普通徴
収）

佐賀西部広域水道企業団 上下水道料金
佐賀東部水道企業団 水道料金、下水道使用料
有限会社サガミ住設 ＬＰガス
株式会社阪本自然農園 お茶・雑貨
サクセス・ベル株式会社 心理検査キット、記録用紙、書籍、教材
さくらフォレスト株式会社 健康食品・化粧品・食品・医薬品・雑貨・歯磨き粉
佐田海苔店 海苔乾物、佃煮、化粧品、さげ袋
札幌オーナーズ株式会社 家賃全般督促、督促請求手数料
札幌市 水道料金 水道料金、下水道使用料
薩摩川内市 分湯使用料、浄化槽排水施設使用料、下水施設使用料（永利、鹿島）

薩摩川内市 水道局 上水道料金、簡易水道料金、公共下水道施設使用料、特定環境保全公共下水道施設使用料、農業集落排水施設使用料、漁業集落排水施設
使用料

薩摩川内市役所 住宅資金貸付金 奨学資金貸付金返還金 退去時畳等補修費実費、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、住宅使用料 幼
稚園保育料 保育料 介護保険料 後期高齢者医療保険料 隈之城川公園駐車場使用料 市営駐車場使用料

薩摩川内市役所（税） 市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税
さとう糖尿病・訪問診療クリニック 訪問診療・訪問介護の自己負担金、システム使用料、配送料
サニーヘルス株式会社 健康食品、化粧品、雑貨
株式会社サニーワールド 旅行代金
株式会社サビーナ中部 化粧品、健康食品、雑貨
サマリーポケット 月額保管サービス利用料金、取り出し送料、オプションサービス利用料金
有限会社澤田屋本家 酒類・食品・雑貨
サン・クロレラジャパン株式会社 健康食品、化粧品、食品、飲料
三協商事株式会社 浄化槽清掃費
株式会社サンク・ド・ノア 洋菓子
株式会社三幸 惣菜・漬物、酒類、ギフト箱
三香園商店 海苔、茶、乾物
三条市 水道料金、下水道使用料
株式会社サンセリテ札幌 サプリメント、化粧品の通信販売、健康飲料、サポーター
三田市 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税、特別土地保有税、上下水道料金
サントリーウエルネス 健康食品、化粧品、医薬部外品、ペット用サプリメント、衣類、ＣＤ、食品、お茶
農事組合法人サンファームしらたか 米・花・野菜
三福海苔株式会社 海苔、食品、調味料、雑貨
有限会社 サンミモレ・コーポレーション 化粧品
株式会社ＳＡＮＷＡ ガス料金
三和企業株式会社 教習料金
株式会社三和企商 入院セットレンタル料、私物クリーニング料
株式会社三和サービス 施設利用料、付属設備使用料
三和鉄構建設株式会社 ぶどう（ピオーネ・シャインマスカット・サニールージュ）・飲む葡萄酢
三和油脂 株式会社 食用油、食品、健康食品、化粧品
株式会社Ｃ・Ｃ・Ｒ 紙おむつ、消耗品
ＧＭＯペイメントサービス株式会社 GMO掛け払い、収納代行サービス
株式会社シード・コーポレーション 会員制駆けつけサービス(SEED24、SEED24Light、くらしーど24、あんしーど24)の会費
株式会社ＧＢＲ Ｖｅｒｔｅｘ月会費
株式会社J&K 家賃全般、更新料、退去時現状回復費
株式会社ジェイシークリエイティヴ アクセサリー、だし、寝具、健康食品、生活雑貨、衣類、家電、化粧品、飲料、レシピ
株式会社 JFIT-Link 野菜
株式会社ジェネリック薬品 育毛剤・ヘアケア用品
株式会社ジェルニック 化粧品、雑貨
塩山食品株式会社 南関あげ、調味料
四国岩谷産業株式会社 LPガス
静岡お茶の里かなや有限会社 お茶、菓子
静岡県立清水東高等学校サッカー部後援会 清水東高等学校サッカー部後援会費
自然栽培全国普及会 年会費、セミナー代金、勉強会代金
株式会社自然食ニュース社 食品、健康食品、日用品、化粧品、冊子、ＤＶＤ
ＣＥＤＡＲ ＬＯＤＧＥ英会話スクール 英会話レッスン
七福屋販売株式会社 食品、調味料、雑貨
株式会社ＳＨＩＮＯＷＡ 化粧品,美顔器,石鹸,サプリメント,健康食品
地引網出版 書籍、CD、DVD

志布志市 水道料金、市民税・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、住宅使用料、農業集
落排水処理施設使用料、交通災害共済掛金、奨学金返還金

渋谷区 特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料
澁谷食品株式会社 芋けんぴ、スイートポテト、菓子、酒
司法書士法人市川事務所 遺言保管サービス料
志摩ガス協業組合 ガス料金
島田市 国民健康保険税、市県民税・固定資産税・軽自動車税・都市計画税
島手そうめん販売株式会社 麺類、出汁
島乃香株式会社 佃煮、調味料、食品、雑貨、化粧品
株式会社しまのや 健康食品、化粧品、食品
島本食品 食品、雑貨
島本町 国民健康保険料、住民税、固定資産税、軽自動車税、水道料金・下水道使用料
市民生活協同組合ならコープ 食品、酒、日用品、飲料、化粧品、健康食品、衣料品、書籍
下関酒造株式会社 清酒、甘酒、食品
公益社団法人立川法人会 立川法人会会費
一般社団法人日本鉄鋼協会 年会費、会員定期刊行物購読料
株式会社ジャオ LPガス、灯油・ガス機器、修理代、電気利用料金
社会福祉法人スマイリング・パーク 介護サービス事業、保育事業、児童クラブ事業、障がい事業
株式会社シャボン玉本舗 石けん、化粧品、洗剤、日用品、雑貨、書籍、友の会年会費
上越市ガス水道局 ガス料金、上下水道料金
株式会社勝僖梅 食品、飲料、お酒
小豆島オリーブ株式会社 オリーブ油、食品、化粧品、サプリメント
小豆島ヘルシーランド株式会社 化粧品、健康食品、食品、酒、雑貨
株式会社城南ガス ＬＰガス
医療法人社団 城南はじめ会 訪問診療費



収納企業・団体名 お支払い内容
株式会社少年写真新聞社 掲示用写真ニュース・書籍・教材・DVD
少林興業 有限会社 書籍
白老町 上下水道料金
白川町町民課税務係 町税（町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）
白瀧製茶株式会社 お茶、食品、茶器、雑貨
医療法人社団しらゆき 医薬品、診療費
地方独立行政法人市立大津市民病院 医療費
市立長浜病院 医療費
合同会社 治郎兵衛 但馬牛ご試食セット
株式会社 新光機器 LPガス
医療法人社団心清会 在宅医療費
真茶園 茶、スイーツ
新日本カレンダー株式会社 ペット用品、衣類、化粧品、衛生用品、防災用品、日用品、雑貨
新日本ガス ＬＰガス
株式会社心美寿有夢 健康食品、食品、オイル
ズィーコレクションアド株式会社 求人広告掲載料
株式会社瑞雲 食品、飲料、調味料、酒、日用品、化粧品、ＥＭ・浄水器関連商品
水研テック株式会社 漏水調査（埋設水道管の水漏れ調査）・漏水診断・漏水修理代として
吹田市 水道料金、メーター料、下水道使用料
吹田市会計室 別紙参照
すえまつ興産株式会社 プロパンガス
スカイネット株式会社 食品、調味料、衛生用品、書籍、装飾品
菅原乳業株式会社 乳製品・食品・飲料・調味料・健康食品
有限会社すぎもと農園 食品、飲料、化粧品、マスク、化粧箱
株式会社杉養蜂園 食品、健康食品、化粧品、飲料
株式会社すこやか自慢 健康食品、健康食品・化粧品・ボディーケア・医薬品
有限会社鈴木書店 書籍
株式会社鈴木長十商店 飲料、食品、雑貨
鈴木服装（株） 紳士服・諸官庁制服・会社制服・企業ユニフォーム・学校制服
株式会社START 健康食品
スタジオアウル 名刺
ストマート株式会社 ストーマケア用品・関連製品、福祉用具
株式会社ストリベクチンジャパン 化粧品（ストリベクチン）
株式会社 スナガ LPガス、飲料水、ガス機器
株式会社 スポーツショップキムラ 学校用品
住友生命保険相互会社 第1回保険料充当金
株式会社成学社「開成教育グループ」 学費
生活協同組合コープかがわ 食料・飲料・日用品
一般社団法人成蹊会 年会費
株式会社せいしん 収納スペース賃貸料金
学校法人清泉女子大学 受講料及びテキスト代、奨学金返済金
医療法人聖誕会 胚、卵子、精子凍結保存更新費用
株式会社誠味 食品
社会福祉法人青藍会 施設利用料
医療法人社団青藍会 医療費、通所リハビリテーション料、施設利用料
成和産業株式会社 健康食品・化粧品
株式会社聖和趣味の会 衣類・雑貨・日用品・化粧品
一般財団法人世界聖典普及協会 書籍、講話カセットテープ、音楽カセットテープ、CD、DVD、雑貨

関市 後期高齢者医療保険料、介護保険料、上下水道使用料、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健
康保険税

せきもとフーズ株式会社 食品、飲料、酒、調味料
株式会社セゾンファクトリー 食品、飲料、調味料、雑貨
瀬戸ガス株式会社 ガス料金
セラピ株式会社 医療機器、医療用品、医薬品、化粧品、健康食品、介護用品、雑貨
株式会社 泉州 陸上自衛隊訓練用品
先春園本店(茶和や花) お茶・関連商品、食品
仙台市立病院 仙台市立病院診療費
仙台市介護保険料 介護保険料
仙台市教育委員会 学校給食費
仙台市後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料
仙台市国民健康保険料 国民健康保険料
センチュリーホーム株式会社 家賃全般、更新料、水道料金、駐車場使用料、鍵交換費用、事務手数料
セントラル石油瓦斯株式会社 LPG販売
株式会社全農ライフサポート山形 おせち料理
公益財団法人禅文化研究所 書籍・雑誌・ＣＤ・ＤＶＤ・セミナー受講料・定期刊行誌購読料・ソフトウエア・雑貨・カレンダー・版画
善力堂 写真、アルバム
株式会社そうごう 広告掲載料、名刺印刷（長野、山梨、神奈川、静岡、関西、香川エリア）、広告掲載料、名刺印刷（北海道、秋田エリア）
株式会社爽風舎 健康食品・化粧品・医薬品
総本家 河道屋 和菓子
そうめんの山道 手延べそうめん、手延べうどん、出汁

曽於市 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、浄化槽使用料、水道使用料、下水道使用料、介護保険料、教職員住宅使用料、
後期高齢者医療保険料、保育料

ソティスジャパン株式会社 ソティス化粧品、エステ講習受講料
ソリマチ株式会社 パッケージソフト代金、有償保守利用料金、専用帳票（サプライ）代金、書籍、ソリマチクラブ会員費
合同会社ｔｕｒｔｌｅ ａｄ ポスター広告掲載料
大学情報センター株式会社 大学願書、大学案内（パンフレット）
有限会社タイシン九州 洗剤、雑貨
株式会社大進本店 進物贈答品
泰星コイン株式会社 コイン・メダル・収集品
大雪渓酒造株式会社 清酒、食品、アパレル、雑貨
台東区社会福祉協議会 会員費
株式会社だいにち堂 健康食品、医薬品、食品、酒
株式会社ダイマツ 食品
株式会社大丸 LPガス料金
大丸実業株式会社 食品、飲料、酒、健康食品
株式会社大門かんばやし 茶、雑貨、菓子
高砂市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）
多可町 介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、水道料金・下水道使用料、町民税・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
高森町 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、水道使用料、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
高山市 国民健康保険料、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、上水道料金・下水道使用料
タカラ・ビユーテイーメイト株式会社 化粧品、日用品、理容・美容機器・消耗品、雑貨
宝塚市 上下水道料金
タカラベルモント株式会社 講習会受講料、化粧品、システム利用料、美容機器（消耗品・部品）
有限会社瀧原手延製麺 食品
拓栄不動産有限会社 家賃全般
有限会社 武田牛乳店 乳製品、食品、飲料
株式会社タケノメンテナンス ビル清掃料金



収納企業・団体名 お支払い内容
田島株式会社 ＬＰガス販売

多治見市 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、保育料、し尿処理手数料、市民税・県民税、固定資産税・都市計画
税、軽自動車税（種別割）、上水道料金・下水道使用料

龍郷町
合併浄化槽使用料、介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育所保育料・延長保育料・住宅使用料・保育所利用料・保育所延長利用料・給食
費・龍郷町福祉負担金・放課後負担金・合併浄化槽使用料・地デジ設備使用料、軽自動車税・固定資産税・町県民税・国民健康保険税、水道料
金

たつの市 市県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険税（普通徴収分）、水道料金及び下水道使用
料

有限会社たつみ麺店 手延べ半生もどし麺、手延べ麺、手延べ純抹茶そうめん、調味料
株式会社たていし園 飲料、お菓子、化粧品、雑貨

伊達市 市税（住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、常設保育料、市営住宅家
賃・駐車料金、放課後児童クラブ負担金、給食費、普通財産貸付料、ケーブルテレビ使用料、営農飲雑用水使用料

伊達市上下水道課 水道料金、簡易水道料金、下水道使用料、温泉使用料
有限会社田中酒造場 酒・酒粕

田辺市 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、農業集落排水処理施設使用料、地域排水処理施設使用料、林業集落排水処理施設
使用料、簡易水道使用料、市営住宅使用料、漁業集落排水処理施設使用料、戸別排水処理施設使用料

たにあい糖尿病・在宅クリニック 在宅医療費
株式会社タニシ企画印刷 衣類、書籍、文房具、事務用品、CD、衛生用品、雑貨、パズル、印刷サービス、テレッサmobile利用料
玉名市介護・後期 介護保険料（普通徴収）・後期高齢者医療保険料（普通徴収）
玉名市給食費 玉名市学校給食費
玉名市営繕課 住宅使用料、汚水使用料、専用水道使用料
玉名市保育料 保育料
玉名市浄化槽 浄化槽使用料
玉名市水道 水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料
玉野市長寿介護課 介護保険料
玉野市保険年金課 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料
玉野市都市計画課 市営住宅使用料・市営駐車場使用料
玉野市水道課 水道料金・下水道使用料
玉野市税務課 軽自動車税、固定資産税、市県民税

垂水市 介護保険料、住宅使用料、保育所利用料、後期高齢者医療保険料、簡易水道使用料、閉開栓手数料、市県民税、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険税、水道料金

有限会社 丹波 漬物 、袋
丹波篠山市 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料金
丹波市 市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
筑紫女学園中学校・高等学校同窓会 精華会 同窓会年会費
株式会社秩父源流水 水、ウォーターサーバー

千歳市 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保護者負担金、へき地保育所保護者負担金、学童クラブ保護者負担金、市営
住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、市・道民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、水道料金、下水道使用料

知名町 奨学金、住民税（普徴）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税（普徴）、介護保険料（普徴）・後期高齢者医療保険料（普徴）・公
営住宅家賃・保育所保育料・教職員住宅家賃

（一社）千葉県公認心理師協会 年会費
千葉土建一般労働組合かずさ支部 組合費・中建国保・労働保険・労災総合保険
千葉土建一般労働組合 組合費・中建国保・労働保険・労災総合保険
千葉土建一般労働組合長生支部 組合費・中建国保・労働保険・労災総合保険
株式会社茶三代一 お茶
北谷町 水道料金
茶ねっと。 お茶、お菓子、茶器
中央物産株式会社 食品、調味料
中央法規出版株式会社 書籍、DVD、模擬試験受験料、セミナー受講料
株式会社中部エナジー ガス代金
中部電力健康保険組合 保険料
株式会社長栄堂 菓子
長後プロパン有限会社 プロパンガス料金
株式会社長寿乃里 化粧品・健康食品・お酒・深層水・塩
医療法人澄心会 医療費
株式会社チョープロ ＬＰガス料金、ガス器具販売・レンタル
株式会社通圓 茶
TOOLS.GR 木工用工具、関連商品、DVD、書籍
塚本株式会社 食品
つくば健仁会とよさと病院 入院費
株式会社佃茂 佃煮
株式会社ツジカワ LPガス料金
株式会社つじのフードサービス 調味料、茶、酒
麺業株式会社 食品
株式会社ツバメプロパン プロパンガス
津山市 水道料金、下水道・農業集落排水施設使用料
株式会社デアゴスティーニ・ジャパン 雑誌、書籍、ＣＤ、ＤＶＤ、雑貨、家電、日用品、衣類、玩具
株式会社ティーエッチエス 衣服、服飾品、雑貨、衛生用品、除菌グッズ
ティーライフ株式会社 健康食品、化粧品、飲料、食品、洗剤、日用品、医薬品、酒類、健康器具、雑貨
株式会社TYL 訪問での獣医療サービス提供費用
ディノス テレビ・カタログ・WEBでの総合通販代金
手島ガス住設株式会社 ＬＰＧ・ミネラルウォーター
テニススクールZAIN テニススクール月会費、年間登録料
テラコート合同会社 薬用養毛剤 美容クリーム 保湿美容液
テラニシ商事株式会社 布おしぼり（リース・販売）、ホットボックス（リース・販売）、紙おしぼり、洗剤、雑貨
一般社団法人 電気学会 年会費
株式会社電算システム 立替保障型後払い決済サービス（ＤＳＫ後払い）
(株)天満大阪昆布 食品、調味料、書籍、雑貨
東海ワンダー株式会社 知育玩具、幼児教材、日用品
株式会社東基 入院セットサービス利用料
東急セキュリティ株式会社 警備料、臨時出動料金、登録料、駆けつけサービス料、設置工事費、停止作業費、保守修理費、警備機器レンタル料
弁護士法人東京新宿法律事務所 法律サービス利用料の未収金
東京総合美容専門学校 特別講習受講料、教材費、受験料
（株）東京ディベロ 育毛剤・ヘアケア用品・医薬品
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 会費
株式会社同窓会事務局 同窓会事務局代行/会費募金徴収代行/会員名簿/記念誌/記念品/購読費
株式会社 東文堂本店 教科書販売
一般社団法人東邦大学医学部東邦会 年度会費
東洋産業株式会社 不快・衛生害虫防除サービス 防鼠防鳥サービス及び 関連物品販売、異物混入対策、防菌、文化財虫菌害駆除
株式会社トーカイ 入院セット（パジャマ、タオル）のレンタル料、付属品の販売
（株）トーカイ アクアクララ中部 アクアクララ利用料
株式会社ドーム スポーツ用品、健康食品、医療品
常盤商事株式会社 食品、調味料、飲料、酒
常磐松自動車倶楽部 OB会費
公益社団法人徳島県環境技術センター 浄化槽の法定検査
徳島大学医学部医学科同窓会 青藍会 入会金、年会費



収納企業・団体名 お支払い内容
株式会社Doctorbook 医療情報DVD

徳之島町 住宅使用料、介護保険料、保育所利用料、後期高齢者保険料、水道料金、簡易水道料金、公共下水道料金、町県民税、固定資産税、軽自動
車税、国民健康保険税

鳥栖市 後期高齢者医療保険料、市営住宅家賃、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料、農
業集落排水施設使用料、保育料、学校給食費

鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険料
とちぎコープ生活協同組合 食品、飲料、日用品、酒、化粧品
戸塚刺しゅう協会 年会費
鳥取瓦斯株式会社 都市ガス、電気料金、通信サービス料金、ガス器具販売代金
鳥取瓦斯産業株式会社 ＬＰガス料金、電気料金、通信サービス料金、ガス器具販売代金
鳥取県生活協同組合 食品、飲料、お酒、日用雑貨、服飾品、健康食品、化粧品、書籍
富加町 住宅使用料・保育料、上水道料金、下水道使用料、町・県民税（普通徴収）・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税（種別割）
豊見城市 上下水道料金、農業集落排水使用料
富里市 下水道使用料、水道料金（開閉栓手数料含む）、下水道使用料
豊川市 水道料金及び下水道使用料
有限会社豊田工業 住宅リフォーム、材料費、設置・交換・修理費
有限会社 トヨダモータース 車の車検・整備
豊鉄観光バス株式会社（豊鉄観光サービス） ハニットツアー
豊能町 国民健康保険料、町府民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税
トラスト弁護士法人 債権回収
とりあえず大矢さん 水回り用品、キッチン用品、床材、家具、家電、取付け工事費用
鳥山畜産食品株式会社 食品、割下
十和田市 水道料金・下水道使用料
富田林市 給食費
株式会社ナースステージ 医療ウェア・機器・雑貨・化粧品・医薬部外品・美容機器
有限会社永井商店 LPガス
中城村 水道料金
有限会社中島住宅 更新事務手数料
中島商事株式会社 ＬＰガス代金回収
株式会社中島製茶本舗 茶・食品・石鹸

長島町 上水道料金、町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・老人施設使用料・住宅使
用料、簡易水道料金・下水道料金

中種子町 後期高齢者医療保険料，介護保険料，保育所利用料，老人福祉施設利用料、公営住宅使用料，教職員住宅料，駐車場使用料、水道使用
料、町県民税，固定資産税，軽自動車税，国民健康保険税

中根製茶株式会社 茶、食品、雑貨
長野ガス株式会社 LPガス、ＬＰガス機器及び工事代、灯油
中野区 児童入所施設等措置費負担金
長野西高等学校同協会 会費
株式会社中野コロタイプ 年賀状印刷
地方独立行政法人長野市民病院 医療費
中野ＢＣ株式会社 健康食品、雑貨、梅干、書籍
長浜市 下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料
長浜市プロパンガス事業協同組合 ＬＰガス
長浜水道企業団 水道料金、下水道使用料
中原採種場株式会社 種子・栽培容器
株式会社中村香緑園 飲料、食品、茶関連商品
名古屋保育士会（民間園用） 会費
名護市 上下水道料金
名古屋保育士会（公立園用） 会費
名古屋製酪株式会社 健康食品、飲料、食品、健康グッズ、雑貨
株式会社ななみ マット・モップレンタル・ハウスクリーニング 家事代行 害虫駆除
一般社団法人奈良県環境保全協会 浄化槽法定検査手数料
奈良市 上下水道料金
習志野市 ガス・水道料金、下水道使用料
奈良大和生薬 医薬品 医薬部外品
NAL製薬株式会社 化粧品、健康食品
株式会社ナレッジ・デザイン 教科書、教材、電子辞書
南紀梅干株式会社 梅干、梅酒、梅製品、雑貨
南城市 上下水道料金
南部水道企業団 水道料金
新潟市 上下水道料金
株式会社ニートガス プロパンガス
株式会社ニコリオ 健康食品、美容品
株式会社西井商店 LPガス
西川乳販株式会社 食品、飲料
医療法人錦会 入院費、介護サービス費

西之表市 介護保険料・後期高齢者医療保険料・市営住宅使用料・保育料・島元気郷たねがしま住宅使用料・地域活性化住宅使用料・教職員住宅使用料・
奨学資金貸付金、市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、奨学資金貸付金

西之表市水道事業 水道料金
西原町 上下水道料金
西播磨水道企業団 水道料金及び下水道使用料
株式会社西本商事 廃棄物処分・定期回収、浄化槽清掃、浄化槽保守点検、 仮設トイレ汲み取り

日南町 軽自動車税・町県民税・固定資産税・国民健康保険税、介護保険料・後期高齢者医療保険料・住宅使用料、日南町人材育成奨学金償還金、水
道使用料・下水道使用料

日華化学株式会社 サポートセミナー（デミコスメティクス内 ACADEMIAセミナー）受講料
日光ゆば製造株式会社 食品
新田ゼラチン株式会社 健康食品、化粧品、ゼラチン、 ゲル化剤、食品、雑貨、ペット用サプリメント
ニッピコラーゲン化粧品 化粧品、健康補助食品、医薬部外品、雑貨
株式会社日本王乳センター 食品・酒・健康食品
日本瓦斯株式会社 ガス料金、電気料金
一般社団法人 日本学校教育相談学会 研修受講費
日本基準寝具株式会社 入院セットレンタル料
公益財団法人日本ゴルフ協会 ゴルフ競技参加料
一般社団法人日本作業療法士協会 年会費
日本自然食品有限会社 健康食品、化粧品、食品
日本自然療法株式会社 歯磨き粉・健康食品・歯ブラシ
公益社団法人 日本食品衛生学会 年会費
日本シルク学会 年会費
株式会社日本製墨書遊 書道用品、篆刻用品、ステーショナリー、雑貨、テキスト、書籍、書道紙の加工代
日本動物霊園 納骨継続費用及び供養料
株式会社 日本フーズコンシェルジュ 布製品リース・グリストラップクリーニング・エアコンクリーニング・害虫駆除・飲料・業務用油・産業廃棄物収集・運搬
日本リブケア株式会社 入院セット、寝具、紙おむつ、入院セット、寝具レンタル利用料、紙おむつ
日本リブケアホールディングス株式会社 入院セットレンタル料、紙おむつ、リハビリシューズ
株式会社ニュウズ 食品、飲料、酒
丹羽広域事務組合水道部 上下水道料金
ニンジニアネットワーク株式会社 ＯＡサプライ用品
沼津商工会議所 労働保険料、一人親方労災保険料、事務手数料



収納企業・団体名 お支払い内容
株式会社ネイチャー生活倶楽部 化粧品、洗剤、雑貨、食品
株式会社ネオ・ジャパン ネームラベル
熱帯資源植物研究所ダイレクト販売株式会社 健康食品、健康飲料、サプリメント、食品
株式会社ネット清川屋 食品、飲料、酒、調味料、化粧品、雑貨、書籍、食品、飲料、酒、調味料、化粧品、雑貨
ネットプロテクションズ NP後払い
農協清掃株式会社 浄化槽保守点検及び浄化槽汚泥抜取
株式会社農業法人久比岐の里 餅、米、味噌、農産品、特産品、炊飯釜
株式会社ＮＯ ＬＩＭＩＴ 月額費、KIDS会員保険料
株式会社野口德太郎商店 お茶、スイーツ、雑貨、調味料、化粧品、健康食品
株式会社野々村美容商事社 個人向け美容材料
有限会社野村屋 乾麺、めんつゆ、出汁
株式会社ハートビート 栄養補助食品（アイソカルジェリーHC）
株式会社ハーバルアイ 医薬品、医薬部外品、健康食品、検査キット、お茶
株式会社梅翁園 食品、飲料、サプリメント、お酒、歯磨き粉
博多ふくいち 食品、雑貨

萩市

下水道受益者負担金（公共下水道受益者負担金、特定環境保全公共下水道受益者負担金、漁業集落排水処理施設分担金、農業集落排水
処理施設分担金及び林業集落排水処理施設分担金）、水道料金及び下水道使用料、市県民税（普通徴収）、固定資産税及び都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、総合情報施設使用料、施設維持手数料、普通財産土地使用料、普通
財産建物使用料、行政財産土地使用料、行政財産建物使用料、保育料、住宅使用料（特定公共賃貸住宅の家賃及び駐車場料金を含む）

函館タナベ 食料品
株式会社 パコラ 食品、空気清浄機、雑貨、化粧品、防災グッズ、アパレル、飲料、広告料
株式会社長谷川美芸 衣類・オプション代
株式会社肌育 化粧品、健康食品
八戸液化ガス株式会社 LPガス、灯油配達サービス、ガス・石油機器の販売、安否見守りサービス、お掃除サービス
八戸圏域水道企業団 水道料金、下水道使用料
八戸市 下水道使用料、汚水処理施設使用料
廿日市市 水道料金、下水道使用料
服部産業株式会社 プロパンガス料金
有限会社ハッピーハンズラテックスグローブス 歯科用品、日用品、化粧品、雑貨
株式会社はつらつ堂 健康食品、健康飲料、サプリメント、化粧品、雑貨
株式会社はなおか リフォーム・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事代金
株式会社パナホーム愛岐 リフォーム、住宅設備・建材商品の消耗品・交換部品
花巻ガス株式会社 ガス料金
株式会社パナムジカ 楽譜、音楽図書、楽器、CD、DVD、音楽関連アクセサリー
ハナワ種苗株式会社 農業資材、種苗・農薬
株式会社ハハハラボ 健康食品
浜松市 水道料金・下水道使用料・下水道利用料金・農業集落排水処理施設使用料

羽村市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学童ｸﾗﾌﾞ育成料、学童ｸﾗﾌﾞ延長育成料、市・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険税

株式会社林農園 果実酒・ブランデー・リキュール・果汁
早島町 固定資産税、軽自動車税種別割、町県民税、国民健康保険税、上下水道料金
林屋海苔店 海苔、お茶、昆布、雑貨
有限会社原野製茶本舗 茶、食品、だし、茶器
株式会社パワーボール 健康食品
株式会社パンオイルサービス 灯油.ﾎｰﾑﾀﾝｸ、ﾀﾝｸ用部品、ﾀﾝｸ及び廃棄灯油処分料
阪大小児科同窓会 年会費
一般社団法人バンビーズ 体育教室月会費
株式会社ハンワ カード作成代
株式会社ピーエス 健康食品、食品
有限会社ピーエスエス 衣類のクリーニング・販売・貸与、施設内売店販売商品（福祉用具、日用品、食品）、テレビレンタル
BL Organic株式会社 化粧品
株式会社Ｂ５ ＯＡ用紙、文具・事務用品、インク・トナー、日用品、オフィス家具、飲料
株式会社ピーディーアール 歯科材料、医院内用品、歯科用医療機器、書籍、雑貨、ステーショナリー、食品、医薬品
ピヴォーヌ・インターナショナル株式会社 サプリメント 化粧品

日置市 市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、水道（上水道・下水道）、介護保険料・住宅使用料（公営）・住宅使用料（一般）・
住宅駐車場・保育料・市営駐車場・後期高齢者医療保険料

東大阪市 上下水道料金
東久留米市 介護保険料、後期高齢者医療保険料、市・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
東久留米市商工会 商工会費
東広島市 上下水道料金
東山茶業組合 お茶、急須、茶関連商品、箱
光市 後期高齢者医療保険料、介護保険料、市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税
斐川宍道水道企業団 上水道料金・下水道使用料・簡易水道料金
株式会社ひしだい お茶、食品、化粧品、茶器
飛騨コンソーシアム 施設使用料・延長料金
日立市（上下水道料金） 上下水道料金
七宗町 町県民税／固定資産税／軽自動車税／国民健康保険税
七福醸造株式会社 食品、飲料、調味料、健康食品、雑貨、お酒、美容品、書籍
株式会社日之出出版 雑誌、書籍
有限会社百町森 本、おもちゃ、家具、日用品、CD・DVD、雑貨
一般財団法人兵庫県学校厚生会 児童図書
兵庫県警察本部交通指導課 放置違反金
兵庫県高等学校教育振興会 奨学金返還金
有限会社ひよこカンパニー 食品、サプリメント
広交観光株式会社 オレンジバスツアー、貸切バス、スキーバスツアー、団体旅行代金
広島ガス株式会社 ガス器具販売、修理
（公社）広島県環境保全センター 浄化槽法定検査
広島ゆたか農業協同組合 営農販売課 特産品
広島ゆたか農業協同組合 商品開発課 食品、飲料、調味料
株式会社PinT 電気、ガス、光回線、機器レンタル料、工事費及び手数料、ひかり電話利用料、付加サービス料
合同会社FIVEONE 化粧品（＃肌をメイクする石鹸）
有限会社ファミリア薬品 化粧品、サプリメント
株式会社ファンケル 化粧品・健康食品・肌着・雑貨・医薬部外品・食品・日用品
有限会社フィールドワン 乳製品 食料品 飲料
株式会社フィネス 健康補助食品、石鹸
株式会社フード・デリ 食品、飲料、介護食品、調味料・介護治療食、飲料、食品
株式会社 フェイス 化粧品
フォーシーズ株式会社 更新保証委託料
株式会社 フォース 出前注文代金
株式会社FORCE OF NATURE 健康食品
株式会社FORDELソリューションズ 健康食品・化粧品・衣類
福井環境事業 可燃ごみ収集、不燃ごみ収集、し尿汲み取り、浄化槽清掃
一般社団法人福商会 年会費
株式会社福生 和装用品、寺社用品、食品、書籍、日用品、雑貨
福設サービス株式会社 給排水管設備工事・メンテナンス、緊急対応業務、水道検査
袋井市 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、都市計画税、水道料金・下水道使用料
ふくろう在宅クリニック 診療費



収納企業・団体名 お支払い内容
株式会社藤井製麺 食品、調味料
株式会社 フジイチ 海産物
富士企業株式会社 し尿汲取り料金、浄化槽維持管理費、浄化槽清掃費
株式会社富士サンクリーンサービス 寝具乾燥消毒水洗いサービス代金
株式会社富士葬祭 葬祭儀式の施行費用、生花・葬儀・法事関連用品
株式会社藤橋商店 食品、食品、飲料
株式会社藤広コーポレーション 健康食品（青汁美人）
株式会社冨士プロエネルギー プロパンガス
ふじみの救急病院 PCR・抗体検査料、文書料
藤本産業株式会社 プロパンガス
藤原商事株式会社 し尿収集運搬・浄化槽清掃・浄化槽保守点検・産業廃棄物・給排水設備工事
藤原リサイクル(有) 固形一般廃棄物収集運搬費、粗大ごみ収集運搬費
株式会社舟木義肢 福祉用具、防災グッズ、住環境用品販売
株式会社ふみこ農園 食品、調味料、飲料、ペットフード、酒類、日用品、サプリメント
株式会社プライムパス 健康食品
プラトン・アドバイザー株式会社 会計ソフトサーバー使用料
株式会社フラワービル 供花販売
株式会社ブリッジスカイ エステ・パーソナルジム入会金、利用料（督促）
株式会社プリント学習社 家庭学習教材
株式会社ブルーム 活泉水、化粧品
有限会社古田金物 建築用器具・金物、建設用資材
ふれあいファシリティズ 施設利用料、付属設備使用料
株式会社 フローラ 植物活力液、植物性消臭液、化粧品、健康食品、 飲料、ペット用品
株式会社プロミネンス 健康食品（プロポリスP7）
株式会社フロムココロ ヘアケア商品（b.est）
フロレゾン製薬株式会社 健康食品、化粧品
株式会社平八 食品
株式会社ベースボールサービス 野球用品
ベータ食品株式会社 食品、飲料、健康食品
株式会社ペーパーハウス 年間購読料
べびーあいらんど ベビー用品レンタル延長料
株式会社ベルーナ 総合通販
株式会社ヘルスアップ 健康食品、化粧品
株式会社ベルテックス 家賃全般、契約一時金、原状回復費督促
株式会社ベルネージュダイレクト 健康食品、健康飲料
株式会社ペンデューク 課外受講料
株式会社宝寿園 健康茶、雑穀米、食品、サプリメント
防府市上下水道局 上下水道料金
訪問看護ステーションかけはし 訪問看護・予防訪問看護利用料、訪問看護・医療保険利用料、交通費、エンゼルケア費、キャンセル料、支払い証明書発行費
有限会社 北斗種苗園 農業資材、種苗・農薬
株式会社 北海道教科書供給所 教科書、副教材
北海道厚生農業協同組合連合会 配置薬、健康食品、衛生材料、保健用品、日用品
株式会社北海道シルバーサービス 入院セット（タオル・病衣リース、おむつ販売）
北光会 同窓会費（年会費・入会金・準会員費・永年会員会費）
穂の国エンジニアリング株式会社 ホームページ制作費、サーバー利用料
ほぼ日 日用雑貨、書籍、衣類、キッチン用品、グッズ、食品、化粧品、酒
ホワイトニングlounge セルフホワイトニング
本庄市 水道料金・下水道使用料
ホンダ開発株式会社 LPガス代
ホンノー薬品株式会社 ホンノー顆粒、ホンノー錠
株式会社マードゥレクス 化粧品、雑貨、サプリメント、美容飲料
マーマフーズ株式会社 お惣菜
有限会社マイケア サプリメント、化粧品、健康食品、健康グッズ
my’ｓ 美容液（my’ｓ）
株式会社毎日笑顔 健康食品、化粧品
有限会社毎日元気 健康食品、化粧品
株式会社前田屋 食品・雑貨
マエダ薬品商事株式会社 食品、飲料、健康食品、化粧品、日用品
株式会社マガジンマート 雑誌・書籍・雑貨・手芸用品
枕崎市 後期高齢者医療保険料、介護保険料、住宅使用料、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金
株式会社マザーリーフ 健康食品、スープ
益田市 水道料金、下水道使用料
松浦製茶株式会社 お茶、関連商品
松江市 都市ガス料金、液化石油ガス・簡易ガス料金
有限会社松任コンタクトレンズ コンタクトレンズ
松原市 上下水道料金
松屋株式会社 ガス料金
松山市 水道料金・下水道使用料
株式会社ママコスメ 化粧品
マルヰガス南岡山株式会社 ガス料金
マルヰ産業株式会社 ＬＰガス
有限会社丸佳本店 緑茶、健康茶、食品、化粧品
株式会社マルサン中野園 緑茶、食品、茶器
有限会社丸新柴本製茶 お茶・食品・茶器
株式会社マルセイテック 物修繕工事、外壁塗装、サイディング・付帯工事
丸善製麺工場有限会社 手延素麺、手延べうどん
株式会社丸惣 食品、飲料
株式会社丸八製茶場 日本茶、雑貨
丸彦製菓株式会社 菓子
株式会社  丸広中川商店 青果物
株式会社 マルホ 乾海苔・海苔加工品（塩のり・味付けのり）、食品・茶
マルホ株式会社 化粧品、医薬部外品（薬用化粧品）
有限会社まるみ麹本店 食品、雑貨
マルミヤ製茶株式会社 茶、食品、茶器
株式会社丸屋 寝具レンタル
マルヤス味噌株式会社 味噌、漬物、食品
株式会社丸山園本店 お茶、海苔、菓子
三池ガス株式会社 ガス料金
株式会社ミーロード 健康食品
一般財団法人三重県水質検査センター 浄化槽法定検査手数料
有限会社三枝松商店 ガス料金
箕面市税 軽自動車税（種別割）、固定資産税・都市計画税、市府民税（普通徴収）
株式会社MIKANE ガス料金
三河商事株式会社 ガス代金
三木市 市県民税・軽自動車税（種別割）・固定資産税・国民健康保険税、上下水道料金
有限会社瑞穂 米
有限会社みずほ企画 介護福祉用具、日用生活品の販売及び貸与における料金



収納企業・団体名 お支払い内容

三鷹市 介護保険料、延長保育料、学童保育所育成料・延長育成料、保育園給食費、後期高齢者医療保険料（普通徴収）、東京都母子及び父子福
祉資金、女性福祉資金償還金納付、保育所保育料

三鷹市教育委員会学務課 学校給食費
三井造船生活協同組合 食料・飲料・日用品
見附市上下水道局 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料
光多制服株式会社 学校制服・体操服・付属品
みつば和装株式会社 着物、足袋、草履、帯、傘、雑貨
三菱農機販売株式会社 農業機器、農業用品、雑貨、修理代金
株式会社みとま商会 LPガス
みどり環境サービス株式会社 浄化槽保守点検業・清掃費・部品代・工事代・ビル管理（貯水槽清掃・空気環境測定含）
南九州マルヰ株式会社 ＬＰガス料金

南種子町 水道料金、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、公営住宅使用料、一般住
宅使用料、教職員住宅使用料、駐車場利用料、住宅共益費

ミネック 浄化槽清掃保守点検サービス、化粧品、食品、飲料、雑貨
株式会社ミネムラ スポーツウェア、スポーツ用品、雑貨、衛生用品、サプリメント、飲料
箕面市介護保険料 介護保険料
箕面市国民健康保険料 国民健康保険料
箕面市役所後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料
箕面市立病院 医療費の督促

美濃加茂市 水道料金、下水道使用料、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢
者医療保険料、保育料、市営住宅使用料、保育所等給食費、延長保育料、放課後児童クラブ保育料

美作市 上下水道料金
宮きしめん 食品
みやぎ生活協同組合 自動車保険、火災保険

みやき町 後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料・町営住宅駐車場使用料、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育所保育料、
学童放課後利用料、学童延長利用料、学童長期休暇利用料

宮古市 上下水道使用料、固定資産税、市県民税普通徴収、軽自動車税、国民健康保険税
都城農業協同組合 プロパンガス
有限会社みやこ仏像 仏具、仏像

みやこ町 固定資産税、軽自動車税、町県民税、国民健康保険税、水道使用料、公共下水使用料、農業集落排水使用料、介護保険料、住宅使用料、住
宅駐車場使用料

宮崎大学患者付添者等宿泊施設 THE CROSS ROADS宿泊費用
宮崎マルヰプロパン ＬＰガス
明王株式会社 茶
明輪寺 年間護持会費
株式会社ミルックス 乳製品、飲料、食品
武蔵野市 介護保険料、後期高齢者医療保険料
武蔵野茶工房株式会社・服部園 茶、食品、雑貨
株式会社村川蒲鉾 食品
株式会社村田園 食品、健康食品、飲料、化粧品、日用品
明恵産業株式会社 入院セットレンタル、紙おむつ販売
株式会社明月堂 お菓子
株式会社メディ．ケア 介護用品販売・レンタル、住宅改修
(株)メディカル東友 入院グッズレンタル・販売・私物洗濯
株式会社メディプラス 化粧品、雑貨
株式会社メビウス製薬 化粧品、医薬部外品、医薬品、雑貨
mebuki farm 果実、加工品
株式会社麺匠かもがた本舗 食品
株式会社モイスト 健康食品
株式会社もち吉 食品、飲料、酒
株式会社 本山設備 水道設備工事代金
株式会社Ｍｏｎｏｉｔ インナーシャツ、サプリメント（JIKARO HMB）
株式会社もり 漬物、調味料、雑貨
盛岡市上下水道局 水道料金、下水道使用料
森永製菓株式会社（森永ダイレクトストア） 健康食品、化粧品、食品
森ファームサービス 農産物、加工食品、入会金、精米代、小分代

守山市 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、児童クラブ室使用料、市
営住宅使用料、学校給食費、駐車場使用料

森脇製麺 食品
株式会社森脇ビデオ企画 園生活映像ビデオ

屋久島町 水道料、町県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税、奨学金、簡易水道料・農業集落排水処理施設使用料、介護保険料・後期高
齢者医療保険料・一般住宅使用料・公営住宅使用料・保育料・電気料

安士養蜂園 養蜂関連商品
株式会社ヤススポーツ 学校衣料
八街市 水道料金・下水道使用料
学校法人柳瀬学園 保育料、預り保育料、絵本代、教材料、冷暖房費、施設設備費、制服用品
株式会社 矢野農園 梅干し、梅製品、紅生姜
山亜里製茶 お茶、食品、茶器
山一園製茶株式会社 お茶、食品、雑貨
株式会社 山内本店 味噌・醤油・調味料・食品・飲料
山形大学医学部医学科同窓会 年会費
有限会社ヤマキイチ商店 海産物・お酒・調味料・紙袋・風呂敷
山口市 上下水道料金、学校給食費
株式会社ヤマサキ 化粧・理容・美容品
株式会社ヤマサン 飲料、調味料、食品、暮らしのサポート用品
ヤマサンガス株式会社 ガス料金
山城製茶直売所 茶、食品、雑貨、石けん
山田町 水道料金、下水道使用料
株式会社山田養蜂場 健康食品・サプリメント・化粧品・自然食品・雑貨
農事組合法人山東茶業組合 お茶
株式会社大和園 お庭の手入れ、外構工事
有限会社やまとや 学校教材
一般社団法人 山梨県浄化槽協会 浄化槽検査手数料
山梨プロパン株式会社 LPガス
株式会社ヤマニパッケージ パッケージ関連商品、容器、雑貨
ヤマモト食品株式会社 食料品
株式会社やまやコミュニケーションズ 食品、調味料、酒、サプリメント、除菌消臭剤
ユウキ写真館 卒業アルバム

湧水町 介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育所利用料・住宅使用料・奨学資金返還金・幼稚園利用料、水道使用料、町県民税（普通徴収）・固
定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

株式会社優生活 家電、衣類、靴、鞄、時計、CD、DVD、食品、健康食品、雑貨、日用品、玩具、医薬品、酒
夢茶房 お茶、お茶漬け、茶器、雑貨、CD、箱
由良町 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
よい日々ショップ 食品、飲料、健康食品、化粧品、衣料品、日用品、遠赤外線温熱治療器、雑貨
横須賀市上下水道局 上下水道料金
横浜市 国民健康保険料



収納企業・団体名 お支払い内容
横浜市税 横浜市税
株式会社横山安五郎商店 海苔
株式会社吉川液化ガス プロパンガス、ガス機器、取付工事
株式会社吉田ふるさと村 食品
吉野ヶ里町 住宅使用料、公営住宅駐車場使用料、住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、保育料
有限会社ヨシミ商事 ギフト品（食品）
与那原町 上下水道料金
株式会社米沢稔りの会 農産物、加工食品
株式会社ヨネシマ ガス料金
株式会社予防医学研究会 化粧品 日用品
株式会社読売情報開発大阪 イベント参加費、日用品、こめ油
ライジングエナジー株式会社 ＬＰガス
株式会社Lifestar 家賃全般・家賃全般（督促用）・更新料・修繕費
ラインファクトリー株式会社 更新料
株式会社ラウレラ 化粧品（クリアポーレ、ハレビア）
らくぱっく株式会社 洗濯代行サービス
ラソシエ オンラインストア 化粧品、食品、健康茶
ラビエスト株式会社 賃貸初期費用、保険料、修繕費、損害金
REAL MOBILE ＳＩＭ開通手数料、月額基本料金
株式会社リープ 入院セット・入所セット
陸前高田市 介護保険料、固定資産税、軽自動車税、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
陸前高田市建設部上下水道課 上下水道料金
リタハートインターナショナル株式会社 水素関連商品月額レンタル料金、解約違約金、損失補てん額
株式会社LITALICO 学習塾・幼児教室の入会金・教室運営費・月謝、入塾金、授業料、教室運営費、教材費
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ 就労移行支援サービス費、就労定着支援サービス費
栗東市目川自治会 会費
株式会社リネンレンタル 入院セットサービス（衣類、タオル類、日用品）
株式会社りぶメール 健康食品、食品
株式会社リフレ 健康食品、化粧品
有限会社流芳園 茶及び茶に附帯する商品
良寛の里 与板製麺所 乾麺・生麺
量祐設備株式会社 水廻りサービス
株式会社諒和 家庭用常備薬、健康食品、化粧品、健康グッズ
りんご工房きただ 果物・米・飲料・お酒
株式会社ＲＥＴＩＣＥ 修繕工事、コンサルティング料
有限会社レッドムーン 生花デリバリー
ロイドコーヒー株式会社 飲料、食品、日用品
株式会社ロイヤル 菓子・食品・雑貨・サプリメント
ローズメイ 食品、基礎化粧品、健康食品、生活用品、洗剤、芳香剤
株式会社ロータスホーム 契約更新料、家賃
株式会社ワールドエスピー ノベルティグッズ、販促品
株式会社ワールドリンク 入院セットレンタル、延滞損害金、請求書再発行料金
株式会社わかさ生活 サプリメント、化粧品、食品、飲料、書籍
公益社団法人和歌山県水質保全センター 浄化槽法定検査
株式会社ワコーテック 介護用品販売、福祉用具貸与
早稲田大学大学院日本語教育研究科 ノンディグリー教育講座 オンライン講座受講料
(有)渡辺酒造店 酒、飲料、食品、雑貨、書籍
株式会社和田萬 食品、調味料、健康食品、茶、本、日用品、雑貨
和茶倶楽部 お茶・食品・雑貨


