
ネットショップ大賞　金賞 厳選特産品専門店　匠本舗 http://skynet-c.jp/index.html

ネットショップ大賞　銀賞 Milk tea http://junyu-fuku.com

ネットショップ大賞　銅賞 エアガン市場 http://www.airgunmarket.jp

美容・コスメ部門 １位 marie rush-lash http://www.rush-lash.com

生活雑貨部門 １位 World Stone http://www.phangan.jp

健康・医療部門 １位 ビースタイル http://www.b-style-msc.com

家電部門 １位 日本テレフォンショッピング http://www.telshop.co.jp

レディースファッション部門 １位 REAL CUBE http://realcube.dg.shopserve.jp

メンズファッション部門 １位 ワイシャツのプラトウ　アウトレット http://www.plateau-web.jp

ペット用品部門 １位 ドッグパラダイス本店 http://dogpara.lt.shopserve.jp

バッグ・アクセサリー・靴部門 １位 【ＪＥＬＬＹ　ＢＥＡＮＳ】公式通販サイト http://www.jelly-beansshop.com

ドリンク部門 １位 堀口珈琲 http://kohikobo.com

スポーツ・アウトドア部門 １位 シーバスルアー専門店 キングフィッシャー http://www.kingfisher.co.jp/index.html

ステーショナリー・オフィス部門 １位 トナー246.com http://www.toner246.com/index.html

グルメ部門 １位 ゆめぴりか専門店　米のさくら屋 http://yumepirika.com

キッズ・ベビー・マタニティ部門 １位 Babinese http://www.babinese.com

ガーデニング・フラワー部門 １位 花急便 http://www.hanakyubin.com

おもちゃホビー部門 １位 KK HOBBY http://www.kkhobby.com/index.html

エンターテインメント・教育部門 １位 L-MART http://lantis.rn.shopserve.jp

インテリア・家具部門 １位 パーフェクトフロアーズ http://www.perfect-floors.jp

ＥＣアドバイザー賞 チチカカオンラインショップ http://www.titicaca.co.jp

新人賞 4every http://www.4every.jp

モバイル賞 カラコン・コンタクト専門店　バービーアイ http://barbieye.ya.shopserve.jp

レビュー賞 レイコップダイレクト http://www.raycopdirect.jp

北海道の銘店 金賞 ローフード通販ショップLOHAS http://rawfood.tq.shopserve.jp

青森県の銘店 金賞 日本酒ショップ　くるみや http://www.sakaya1.com

岩手県の銘店 金賞 犬服専門店　ALLWANN http://www.allwann.jp

宮城県の銘店 金賞 牛たん炭焼　利久 http://www.rikyu-gyutan.co.jp/index.html

秋田県の銘店 金賞 桜竹オンラインショップ http://www.ouchiku.com

山形県の銘店 金賞 健康シルク　絹物語しらはた http://silk.uf.shopserve.jp

福島県の銘店 金賞 里山ガーデンファーム　二本松農園 http://www.nihonmatsu-farm.com

茨城県の銘店 金賞 Sea Marine Group http://sea7676.rs.shopserve.jp

栃木県の銘店 金賞 Bakery PENNY LANE http://761960.vj.shopserve.jp

群馬県の銘店 金賞 イベント用品　トチギヤ http://event-k.com

埼玉県の銘店 金賞 インクのチップス http://www.chips-shop.com

千葉県の銘店 金賞 特選松阪牛専門店　やまと http://www.matsuzaka-steak.com

東京都の銘店 金賞 SINCERE GARDEN http://sincere-garden.jp

神奈川県の銘店 金賞 おまかせ健康三彩 http://www.kenkosansai.net

新潟県の銘店 金賞 株式会社幻の酒 http://www.maboroshinosake.com

富山県の銘店 金賞 クルーズジャパン http://cruise1715.tm.shopserve.jp

石川県の銘店 金賞 福光屋オンラインショップ http://www.fukumitsuya.com

福井県の銘店 金賞 有限会社　谷口屋 http://www.takeda-no-age.com

山梨県の銘店 金賞 インポートセレクトショップ アマービレ http://www.shop-amabile.jp

長野県の銘店 金賞 サンクゼール　オンラインショップ http://stcousair.jp/index.html

岐阜県の銘店 金賞 家具作りの雑貨専門店　ディグラム http://digram.jp/index.html

静岡県の銘店 金賞 パイツマイヤーカンパニー http://www.parts-accessory.jp

愛知県の銘店 金賞 梱包材緩衝材の梅花堂通販 http://www.baikado-shigyo.co.jp

三重県の銘店 金賞 神棚・神具の製造販売　伊勢 宮忠 http://www.ise-miyachu.net/index.html

滋賀県の銘店 金賞 melody house http://www.2melody.com

京都府の銘店 金賞 プラセンタEX100公式販売サイト http://nexus.qj.shopserve.jp

大阪府の銘店 金賞 PRICE LAB. http://pricelab.ov.shopserve.jp

兵庫県の銘店 金賞 slow boat http://slowboat.ov.shopserve.jp

奈良県の銘店 金賞 家具通販赤や http://www.akaya.jp

和歌山県の銘店 金賞 早和果樹園 http://sowakajuen.com/html/onlineshop.html

鳥取県の銘店 金賞 JA鳥取いなばの「ええもん届ける便」 http://jainaba.zk.shopserve.jp

島根県の銘店 金賞 NESTデザイン http://www.nest-netshop.com

岡山県の銘店 金賞 A-SLOT http://www.a-slot.com

広島県の銘店 金賞 IVANKA http://ivanka.ev.shopserve.jp

山口県の銘店 金賞 暮らしの幸便本店 http://koubin.ve.shopserve.jp

徳島県の銘店 金賞 ササクラスポーツ ジャージ王国 http://sasakura-jersey.com

香川県の銘店 金賞 東洋オリーブショップ http://www.tolea.jp/index.html

愛媛県の銘店 金賞 釣具の通販SHOP　釣人館ますだ 本店 http://www.tsuribitokan.com/index.html

高知県の銘店 金賞 明神水産ドットコム http://myojin.ak.shopserve.jp

福岡県の銘店 金賞 福太郎の自信まんまん通販 http://www.fukutaro-shop.com

佐賀県の銘店 金賞 元祖ぱずる屋さん http://www.original-puzzle.com

長崎県の銘店 金賞 長崎土産　おみや http://www.038n.com

熊本県の銘店 金賞 総合卸問屋ＦＯＲＴＵＮＥ http://ftune.jp

大分県の銘店 金賞 日田天領水の里 http://www.tenryosuinosato-shop.com

宮崎県の銘店 金賞 ラジコンヘリコプター専門店　ヘリデウス http://helideus.com

鹿児島県の銘店 金賞 月揚庵　南海食品株式会社 http://www.tsukiagean.co.jp/index.htm

沖縄県の銘店 金賞 ＰＡＩＫＡＪＩ　ＯＮＬＩＮＥＳＴＯＲＥ http://www.paikaji.co.jp
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