
日本貸金業協会協会員名簿

財務局登録、知事登録の順でそれぞれ50音順で掲載しています。

処分欄に＊を記載した協会員は、現在「会員権停止中」です。 2023年4月末現在

協会員番号 登録番号 商号又は名称 郵便番号 本店（主たる営業所）所在地 電話番号 処分

第000002号 関東財務局長(14)第00022号 アコム株式会社 105-7316 東京都港区東新橋１－９－１ 03-6865-0001

第000023号 関東財務局長(14)第00035号 株式会社アサックス 150-0012 東京都渋谷区広尾１－３－１４ 03-3445-0505

第000488号 関東財務局長(1)第01529号 旭化成ホームズフィナンシャル株式会社 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１０５神保町三井ビルディング５Ｆ 03-6899-3282

第001265号 関東財務局長(12)第00730号 朝日生命カードサービス株式会社 206-8611 東京都多摩市鶴牧１－２３朝日生命多摩本社内 042-339-7481

第002141号 関東財務局長(13)第00405号 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 105-6920 東京都港区虎ノ門４－１－１ 03-5408-8000

第005993号 関東財務局長(2)第01512号 アルヒ株式会社 106-6008 東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー７Ｆ・８Ｆ 03-6229-0777

第003405号 関東財務局長(7)第01303号 イオンプロダクトファイナンス株式会社 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３－４ 03-6701-0600

第002852号 関東財務局長(13)第00572号 出光クレジット株式会社 130-0026 東京都墨田区両国２－１０－１４両国シティコア１８Ｆ 03-5624-7327

第005805号 関東財務局長(4)第01501号 ＡＬＣ．ｊａｐａｎ株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋４－２５－１２池袋今泉ビル６Ｆ 03-3985-7085

第001208号 関東財務局長(8)第01262号 ＡＧビジネスサポート株式会社 105-0014 東京都港区芝２－３１－１９ 03-4503-6300

第006168号 関東財務局長(1)第01521号 ＡＧメディカル株式会社 105-0014 東京都港区芝２－３１－１９ 03-5484-7511

第006178号 関東財務局長(1)第01523号 Ａ．Ｂ．Ｉ株式会社 104-0045 東京都中央区築地１－２－１プライムメゾン銀座イースト１１０９ 03-3547-3297

第006091号 関東財務局長(2)第01517号 株式会社エービーシーキャピタル 100-0005 東京都千代田区丸の内３－１－１国際ビル　Ｂ２Ｆ 03-5208-4511

第005845号 関東財務局長(3)第01503号 ａｕフィナンシャルサービス株式会社 105-0003 東京都港区西新橋２－３－１ 03-6328-1902

第000001号 関東財務局長(14)第00615号 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲２－２－３１ 03-6887-1515

第002980号 関東財務局長(8)第01239号 株式会社ＳＭＢＣモビット 163-0810 東京都新宿区西新宿２－４－１新宿ＮＳビル５Ｆ・１０Ｆ 03-6864-7901

第003635号 関東財務局長(2)第01516号 ＳＢＩエステートファイナンス株式会社 163-0222 東京都新宿区西新宿２－６－１新宿住友ビル２２Ｆ 03-6851-4649

第005706号 関東財務局長(4)第01495号 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 108-6219 東京都港区港南２－１５－３品川インターシティＣ棟 03-6720-8400

第006124号 関東財務局長(1)第01519号 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 108-0075 東京都港区港南１－２－７０品川シーズンテラス１３Ｆ 03-6455-8511

第003506号 関東財務局長(6)第01421号 株式会社ＮＴＴドコモ 100-6150 東京都千代田区永田町２－１１－１ 03-5156-1466

第005000号 関東財務局長(12)第00665号 ＮＴＴファイナンス株式会社 108-0075 東京都港区港南１－２－７０品川シーズンテラス 03-6455-8810

第001452号 関東財務局長(7)第01386号 株式会社エポスカード 164-8701 東京都中野区中野４－３－２ 03-4574-0101

第001680号 関東財務局長(12)第00747号 株式会社エムアイカード 104-6212 東京都中央区晴海１－８－１２ 03-6635-5580

第000006号 関東財務局長(14)第00139号 株式会社オリエントコーポレーション 102-0083 東京都千代田区麹町５－２－１ 03-5877-1111

第003540号 関東財務局長(14)第00170号 オリックス・クレジット株式会社 105-0013 東京都港区浜松町２－３－１ 03-5776-3379

第002761号 関東財務局長(6)第01433号 株式会社カシワバラ・アシスト 108-0075 東京都港区港南１－８－１５ 03-5782-7930

第005743号 関東財務局長(6)第01395号 協同住宅ローン株式会社 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２７－１１アグリスクエア新宿５Ｆ・６Ｆ 03-5656-9900

第002027号 関東財務局長(12)第00784号 きらぼしＪＣＢ株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋２－６１－３ 03-5927-1233

第002346号 関東財務局長(14)第00085号 株式会社クレディセゾン 170-6073 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０ 03-3988-2111

第005892号 関東財務局長(4)第01498号 一般財団法人競馬共助会 183-0024 東京都府中市日吉町１－１ 042-303-8357

第005624号 関東財務局長(5)第01480号 株式会社建設経営サービス 104-0045 東京都中央区築地５－５－１２浜離宮建設プラザ９Ｆ 03-3545-8523

第005616号 関東財務局長(5)第01478号 株式会社ゴールドポイントマーケティング 160-8486 東京都新宿区新宿５－３－１ 03-6273-0498

第005198号 関東財務局長(5)第01461号 ＪＡ三井リース株式会社 104-0061 東京都中央区銀座８－１３－１銀座三井ビルディング 03-6775-3000

第001344号 関東財務局長(7)第01344号 ジェイ・シー・エフ株式会社 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋１－３２－１１丸文ビル３Ｆ 03-3418-4321

第005986号 関東財務局長(3)第01510号 株式会社Ｊ．Ｓｃｏｒｅ 107-6329 東京都港区赤坂５－３－１赤坂Ｂｉｚタワー２９Ｆ 03-6893-8801

第002442号 関東財務局長(14)第00183号 株式会社ジェーシービー 107-8686 東京都港区南青山５－１－２２青山ライズスクエア 03-3294-8111

第003137号 関東財務局長(13)第01520号 シャープファイナンス株式会社 102-0083 東京都千代田区麹町５－１－１住友不動産　麹町ガーデンタワー 03-5275-2780

第001698号 関東財務局長(7)第01358号 株式会社ジャパンデンタル 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１３－８朝日新宿ビル５Ｆ 03-3344-5331

第002125号 関東財務局長(13)第01468号 株式会社ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ 105-0001 東京都港区虎ノ門４－１－２８虎ノ門タワーズオフィス６Ｆ 03-6403-3702

第003463号 関東財務局長(6)第01391号 首都圏リース株式会社 101-0053 東京都千代田区神田美土代町９－１ＪＲＥ神田小川町ビル 03-5280-1657

第000487号 関東財務局長(11)第00888号 商工中金カード株式会社 105-0012 東京都港区芝大門２－１２－１８共生ビル 03-3437-6205

第005328号 関東財務局長(13)第00381号 昭和リース株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－４－３ 03-4284-1111

第002601号 関東財務局長(13)第00526号 株式会社しんきんカード 170-6013 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０　１３Ｆ 03-6758-7777

第002762号 関東財務局長(13)第01188号 新生パーソナルローン株式会社 101-8616 東京都千代田区外神田３－１２－８住友不動産秋葉原ビル１３Ｆ 03-3525-9400

第000003号 関東財務局長(10)第01024号 新生フィナンシャル株式会社 101-8603 東京都千代田区外神田３－１２－８住友不動産秋葉原ビル 03-3525-9000

第001101号 関東財務局長(9)第01114号 スルガカード株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－７－１スルガビル３Ｆ 03-3270-0234

第001350号 関東財務局長(11)第00897号 株式会社セゾンファンデックス 170-6073 東京都豊島区東池袋３－１－１　サンシャイン６０ 03-3988-1883

第001897号 関東財務局長(8)第01282号 株式会社セブン・カードサービス 102-8437 東京都千代田区二番町４－５ 03-6238-2953

第005668号 関東財務局長(5)第01482号 株式会社セブンＣＳカードサービス 102-8436 東京都千代田区ニ番町４－５ 03-6238-3090

第003606号 関東財務局長(6)第01431号 全宅住宅ローン株式会社 101-0047 東京都千代田区内神田２－１６－９センボービル５Ｆ・１Ｆ 03-3252-1414

第003559号 関東財務局長(6)第01453号 全宅ファイナンス株式会社 101-0047 東京都千代田区内神田２－１６－９センボービル６Ｆ 03-3252-8282

第001059号 関東財務局長(13)第00571号 第一生命カードサービス株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町１－２－１０平河町第一生命ビルディング５Ｆ 03-6272-6737

第006215号 関東財務局長(1)第01526号 大成保証株式会社 107-0052 東京都港区赤坂３－２－８ＶＯＲＴ赤坂見附Ⅱ４Ｆ 03-6230-9518

第002242号 関東財務局長(12)第00770号 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－１丸の内トラストタワーＮ館１２Ｆ 03-6684-7240

第002250号 関東財務局長(7)第01325号 髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋２－４－１ 03-3668-1700

第002798号 関東財務局長(14)第00172号 東急カード株式会社 158-8534 東京都世田谷区用賀４－１０－１世田谷ビジネススクエアタワー 03-3700-2109

第002786号 関東財務局長(11)第00817号 東京海上日動ファイナンス株式会社 143-0016 東京都大田区大森北１－５－１　大森駅東口ビルディング５Ｆ 03-3298-8181

第001706号 関東財務局長(13)第00525号 株式会社東京クレジットサービス 101-0003 東京都千代田区一ツ橋２－６－３一ツ橋ビル７Ｆ 03-5275-7600

第005759号 関東財務局長(13)第00393号 東銀リース株式会社 104-0033 東京都中央区新川２－２７－１東京住友ツインビルディング東館 03-3537-8032

第000592号 関東財務局長(8)第01271号 株式会社東武カードビジネス 171-0021 東京都豊島区西池袋１－１－２５ 03-5396-6561

第000192号 関東財務局長(3)第01505号 株式会社トービル 103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－７－１０　ツカコシビル４Ｆ 03-3639-3111

第001614号 関東財務局長(14)第00113号 株式会社日光商事 161-0033 東京都新宿区下落合１－２－５第２３鈴木総合ビル５Ｆ、１Ｆ 03-3367-7231

第005982号 関東財務局長(13)第00578号 ニッセイ・リース株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１－１ 03-6758-3402

第003413号 関東財務局長(1)第01528号 日本住宅ローン株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１－１新宿マインズタワー９Ｆ 03-6701-7710

第002268号 関東財務局長(14)第01509号 株式会社日本保証 150-6007 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 03-6830-8100

第005752号 関東財務局長(5)第01464号 日本モーゲージサービス株式会社 105-0003 東京都港区西新橋３－７－１ランディック第二新橋ビル 03-5408-8160

第005893号 関東財務局長(3)第01508号 株式会社ハウス・デポ・パートナーズ 103-0023 東京都中央区日本橋本町１－１－８日本橋本町1丁目ビル９Ｆ 03-3517-1100

第002411号 関東財務局長(14)第00077号 株式会社バンカーズ 102-0083 東京都千代田区麹町２－１２－１ 03-6272-9047

第001563号 関東財務局長(9)第01093号 東日本銀ジェーシービーカード株式会社 110-0016 東京都台東区台東４－２９－１２ 03-3834-8651

第005722号 関東財務局長(4)第01500号 株式会社ビジネスパートナー 160-0022 東京都新宿区新宿６－２７－５６新宿スクエア６Ｆ 03-5155-4888

第005564号 関東財務局長(5)第01472号 株式会社ビューカード 141-8601 東京都品川区大崎１－５－１ 03-6275-3068

第006200号 関東財務局長(1)第01525号 株式会社ファミマデジタルワン 108-0023 東京都港区芝浦３－1－２１msb Tamachi 田町ステーションタワーS 03-6436-7790

第002122号 関東財務局長(5)第01477号 株式会社ファミリーライフサービス 180-0022 東京都武蔵野市境２－１２－１３飯田ビル１Ｆ 0422-37-8088

第005242号 関東財務局長(13)第00319号 芙蓉総合リース株式会社 102-0083 東京都千代田区麹町５－１－１ 03-5275-8800

第003276号 関東財務局長(13)第00540号 フレックス株式会社 107-0061 東京都港区北青山２－５－８青山オーエムスクエア６Ｆ 03-3470-0111

第005865号 関東財務局長(3)第01524号 ＰａｙＰａｙカード株式会社 102-8422 東京都千代田区紀尾井町１－３東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー 03-6706-7950

第002134号 関東財務局長(14)第01301号 ポケットカード株式会社 105-0011 東京都港区芝公園１－１－１ 03-3432-6103

第000346号 関東財務局長(13)第00529号 三井住友トラスト・カード株式会社 105-8574 東京都港区芝３－３３－１ 03-6737-0830

第003077号 関東財務局長(7)第01376号 三井住友トラストクラブ株式会社 104-6035 東京都中央区晴海１－８－１０トリトンスクエアＸ棟 03-6770-2600

第005832号 関東財務局長(8)第01494号 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 105-0023 東京都港区芝浦１－２－３ 03-6858-9213

第000338号 関東財務局長(9)第01092号 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社 105-0004 東京都港区新橋２－２０－１ 03-6280-6246

第003419号 関東財務局長(13)第00330号 三菱ＨＣキャピタル株式会社 100-6525 東京都千代田区丸の内１－５－１　新丸の内ビルディング 03-6865-3000

第001524号 関東財務局長(13)第00348号 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 141-8505 東京都品川区大崎１－６－３ 03-5496-5421

第000005号 関東財務局長(14)第00115号 三菱ＵＦＪニコス株式会社 113-0033 東京都文京区本郷３－３３－５ 03-3811-3111

第003669号 関東財務局長(6)第01393号 三菱ＵＦＪファクター株式会社 101-8637 東京都千代田区神田淡路町２－１０１ 03-3251-8351

第002633号 関東財務局長(14)第00011号 ヤマトクレジットファイナンス株式会社 171-0033 東京都豊島区高田３－１５－１０ 03-5956-7711

第003324号 関東財務局長(6)第01404号 ユーシーカード株式会社 135-0091 東京都港区台場２－３－２ 03-5531-6393

第003153号 関東財務局長(6)第01443号 株式会社優良住宅ローン 160-0023 東京都新宿区西新宿４－３４－７住友不動産西新宿ビル5号館１Ｆ 03-6457-7451

第003412号 関東財務局長(13)第01527号 株式会社ユニーファイナンス 100-0011 東京都千代田区内幸町１－３－３内幸町ダイビル７Ｆ 03-6205-4556

第005926号 関東財務局長(3)第01507号 株式会社ライフフィナンシャルサービス 110-0016 東京都台東区台東１－２－１６クレインヒル秋葉原ビル４階 03-5807-5818

第005692号 関東財務局長(4)第01486号 楽天カード株式会社 107-0062 東京都港区南青山２－６－２１楽天クリムゾンハウス青山１・２、９～１６Ｆ 03-6740-6740



日本貸金業協会協会員名簿

財務局登録、知事登録の順でそれぞれ50音順で掲載しています。

処分欄に＊を記載した協会員は、現在「会員権停止中」です。 2023年4月末現在

協会員番号 登録番号 商号又は名称 郵便番号 本店（主たる営業所）所在地 電話番号 処分

第005869号 関東財務局長(1)第01522号 株式会社ＬＩＸＩＬホームファイナンス 101-0043 東京都千代田区神田富山町５－１神田ビジネスキューブ６階 03-5539-6930

第006084号 関東財務局長(13)第00286号 リコーリース株式会社 102-8563 東京都千代田区紀尾井町４－１ 03-6204-0700

第000452号 関東財務局長(13)第00484号 りそなカード株式会社 135-0042 東京都江東区木場１－５－２５ 03-5665-0601

第005585号 関東財務局長(4)第01489号 りそな決済サービス株式会社 135-0042 東京都江東区木場１－５－２５深川ギャザリア　タワーＳ棟１７Ｆ 03-6832-7400

第000919号 関東財務局長(14)第00212号 菱信ディーシーカード株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷２－１９－１２　三菱ＵＦＪ信託銀行渋谷支店ビル７Ｆ 03-5296-1319

第001348号 関東財務局長(13)第00488号 株式会社労金カードサービス 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町２－１－１４Ａ＆Ｘビル 03-3295-6737

第006179号 東京都知事(1)第31854号 ＲＢＣキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド 107-0052 東京都港区赤坂１－８－１赤坂インターシティＡＩＲ８F 03-4577-7000

第005821号 東京都知事(4)第31511号 アイ・アート・アセット株式会社 104-0061 東京都中央区銀座７－４－１２銀座メディカルビル５Ｆ 03-3569-1252

第006120号 東京都知事(2)第31788号 株式会社ＩＰキャピタル 164-0012 東京都中野区本町１－２３－９ＮＩＤビル３Ｆ 03-6276-3415

第006016号 東京都知事(4)第31399号 株式会社ＩＰＧファイナンシャルソリューションズ（キャレント） 141-0031 東京都品川区西五反田２－２４－４ＷＥＳＴ　ＨＩＬＬビル５Ｆ 03-5759-1181

第006209号 東京都知事(1)第31877号 ＩＢＪファイナンシャルアドバイザリー株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿1－２３－７新宿ファーストウエスト１２Ｆ　 03-6388-0781

第000277号 東京都知事(14)第00812号 晶光商事株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿３－３－９伍名館ビル６Ｆ 03-3354-1818

第003689号 東京都知事(6)第30997号 アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社 108-0072 東京都港区白金１－１７－３ＮＢＦプラチナタワー１４Ｆ 03-5793-2200

第005800号 東京都知事(4)第31492号 株式会社アクシス 141-0031 東京都品川区西五反田２－２８－１０ＦＰ五反田ビル６Ｆ 03-3493-2080

第006249号 東京都知事(1)第31920号 株式会社アクティブスターファイナンス 151-0053 東京都渋谷区代々２－３０－３ヨシダペアランドＢ棟２０１号室 03-5990-6868

第005834号 東京都知事(4)第31521号 アクト・ウィル株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋３－１１－９三島ビル３０１号室 03-5944-9168

第005633号 東京都知事(9)第19732号 株式会社アサヒクリエイション 194-0013 東京都町田市原町田６－３－２０　ＴＫ町田ビル７Ｆ 042-722-4311

第006132号 東京都知事(1)第31794号 アジアビジネスファイナンス株式会社 104-0054 東京都中央区勝どき１－１３－１イヌイビル・カチドキ４Ｆ 03-5534-9604

第006265号 東京都知事(1)第31936号 株式会社アジル 170-0004 東京都豊島区北大塚２－１６－４Ｊ・Ｔ大塚ビル４０２ 03-5980-8842

第005748号 東京都知事(5)第31368号 株式会社アセットフォーラム 150-0002 東京都渋谷区渋谷１－２４－４渋谷百瀬ビル６Ｆ 03-5467-8462

第006244号 東京都知事(1)第31914号 株式会社ＡＤＶＡＳＡ 101-0048 東京都千代田区神田司町２－２１－１０冨士神田ビル７Ｆ 03-6868-5538

第006156号 東京都知事(1)第31832号 株式会社ａｎｅｗ 150-0043 東京都渋谷区道玄坂２－１６－４　野村不動産渋谷道玄坂ビル２Ｆ 03-6861-5660

第006250号 東京都知事(1)第31927号 アバンダンティアファンディング株式会社 131-0031 東京都墨田区墨田３－７－２グランディール墨田１０２号室 03-6661-8735

第001931号 東京都知事(14)第01611号 株式会社アビック 107-0052 東京都港区赤坂１－１－１６細川ビル４０９ 03-3588-0151

第005698号 東京都知事(5)第31342号 株式会社アミーゴ 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－３１－８高田馬場ダイカンプラザ１１１１号 03-4500-4700

第005813号 東京都知事(4)第31483号 アムスなんでもリース株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋１－１５－１２アムスビル６Ｆ、２Ｆ 03-5958-0088

第006222号 東京都知事(4)第31434号 株式会社アライドライフ 163-1311 東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー１０Ｆ（１０１０１（１－Ｂ）） 03-6733-6612

第005209号 東京都知事(7)第25194号 アルゴ・フィナンシャル・ソリューション株式会社 105-0003 東京都港区西新橋２－８－６住友不動産日比谷ビル９Ｆ 03-5510-2818

第006055号 東京都知事(2)第31713号 アルファノート株式会社 163-6012 東京都新宿区西新宿６－８－１住友不動産新宿オークタワー１２Ｆ 03-5909-1552

第001331号 東京都知事(6)第30717号 株式会社ＥＭＣ 174-0061 東京都板橋区大原町１－６１Ｆ 03-3966-8377

第005697号 東京都知事(8)第25002号 株式会社イー・キャンパス 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－４－１６ＭＫビル４Ｆ 03-5338-8432

第006254号 東京都知事(1)第31923号 ｉＹｅｌｌＢａｎｋ株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１６－３渋谷センタープレイス５Ｆ 03-6433-7800

第003448号 東京都知事(3)第31622号 イオン住宅ローンサービス株式会社 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－９－２ＢＩＺＣＯＲＥ神保町３Ｆ 03-5217-3550

第002129号 東京都知事(14)第00537号 株式会社イチビル 101-0047 東京都千代田区内神田２－４－１３石垣ビル５Ｆ 03-3258-0921

第006029号 東京都知事(2)第31684号 インスタキャッシュ株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷１－３－９ヒューリック渋谷一丁目ビル６Ｆ 03-6778-8580

第006102号 東京都知事(2)第31758号 上田八木コーポレーション株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－２－３ 03-3270-2498

第006216号 東京都知事(1)第31880号 ＷｅａｌｔｈＰａｒｋ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－２０－１８三富ビル新館３F 03-6409-6227

第006048号 東京都知事(2)第31711号 ＨＪアセット・マネージメント株式会社 106-0041 東京都港区麻布台１－１１－９　BPRプレイス神谷町７Ｆ 03-3588-8870

第006205号 東京都知事(1)第31872号 ＡＧレンディング株式会社 105-0014 東京都港区芝２－３１－１９バンザイビル８Ｆ 03-5427-3661

第001235号 東京都知事(7)第28981号 株式会社ＡＢＣサニー 105-0012 東京都港区芝大門１－３－９　ＹＫホープ芝大門ビル２Ｆ 03-3431-5732

第006042号 東京都知事(2)第31693号 Ａ．Ｐ．リアルティ株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町１－９－４ 03-6257-3023

第006233号 東京都知事(1)第31904号 株式会社エクセルリアルティ 192-0063 東京都八王子市元横山町２－１－３エクセルビル３Ｆ 042-656-8104

第006089号 東京都知事(2)第31737号 ＳＬ株式会社 156-0044 東京都世田谷区赤堤２－１３－２カルム赤堤１０２号室 03-6379-5444

第005995号 東京都知事(4)第31442号 株式会社ＳＢＩ証券 106-6019 東京都港区六本木１－６－１ 03-5562-7215

第006146号 東京都知事(1)第31811号 ＳＢＩ　ＦｉｎＴｅｃｈ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷２－１－１青山ファーストビル９Ｆ 03-3498-5011

第006012号 東京都知事(2)第31662号 ＳＢＩ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ　Ｔｗｏ株式会社 106-6017 東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー１７Ｆ 03-6229-0791

第005872号 東京都知事(3)第31636号 ＳＢＩマネープラザ株式会社 106-6017 東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー17F 03-6229-0872

第006063号 東京都知事(2)第31717号 エナジーシェアーズ株式会社 106-6137 東京都港区六本木６－１０－１六本木ヒルズ森タワー３７F 03-6384-5220

第006117号 東京都知事(2)第31778号 株式会社エボルバンク 107-0062 東京都港区南青山６－８－１０南青山シミズビル３Ｆ 03-6452-6215

第006064号 東京都知事(2)第31724号 ＭＩＰ株式会社 104-0041 東京都中央区新富１－８－２ｇｒａｎｄｉｒ ｇｉｎｚａ  ｅａｓｔ ９Ｆ 03-6262-8554

第006187号 東京都知事(1)第31858号 ＭＦＳ株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門１－５－９虎ノ門NPビル６F 03-6206-7470

第005928号 東京都知事(2)第31690号 株式会社ＭＦＳ 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１大手町ビル２Ｆ２００－８外 03-5989-0575

第006170号 東京都知事(1)第31849号 株式会社ＭＺファイナンシャル 107-0052 東京都港区赤坂２－２０－５デニス赤坂ビル３０２ 03-6230-9170

第006212号 東京都知事(1)第31884号 Ｌエージェンシー株式会社 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２９－２２寿ビル２０３・３０６号室 03-5924-6368

第005329号 東京都知事(5)第31323号 株式会社オークサービス 104-6023 東京都中央区晴海１－８－１０晴美トリトンスクエアＸ棟２３Ｆ 03-6831-9670

第002241号 東京都知事(14)第00121号 株式会社大倉商事 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－１３－１矢浪ビル 03-3292-8501

第005868号 東京都知事(3)第31549号 株式会社オージェイ 164-0011 東京都中野区中央１－３２－５青光堂ビル３Ｆ 03-5332-3833

第006192号 東京都知事(1)第31863号 株式会社大手町フィナンシャル 100-0004 東京都千代田区大手町２－２－１新大手町ビル２Ｆ　２５９ 03-3243-0505

第003388号 東京都知事(8)第24198号 株式会社オーパス 105-0003 東京都港区西新橋２－１３－１０　ＳＫＩ虎ノ門３Ｆ 03-3501-7570

第005726号 東京都知事(14)第00553号 岡三興業株式会社 103-0016 東京都中央区日本橋小網町９－９小網町安田ビル３Ｆ 03-3665-3500

第006118号 東京都知事(2)第31782号 岡三証券株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－２－１室町東三井ビルディング 03-3272-2211

第006171号 東京都知事(1)第31850号 お魚通販．ｃｏｍ株式会社 194-0022 東京都町田市森野１－８－１ＭＯＡビル４・５Ｆ 042-732-3588

第005841号 東京都知事(4)第31519号 株式会社Ｃａｓａ 163-0230 東京都新宿区西新宿２－６－１新宿住友ビル３０階 03-6863-5960

第005833号 東京都知事(T4)第31518号 一般財団法人海技振興センター 102-0083 東京都千代田区麹町４－５海事センタービル５階 03-3264-3871

第005528号 東京都知事(9)第19480号 株式会社鎌倉橋商会 101-0047 東京都千代田区内神田２－１１－８神田新洋ビル２・３Ｆ 03-5295-1060

第000787号 東京都知事(14)第01345号 株式会社カレッヂ 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－１７－１伊勢浪ビル３Ｆ３０３、３０５、３０６ 03-3205-1105

第000690号 東京都知事(10)第15902号 株式会社カワノ・クォーク 160-0022 東京都新宿区新宿３－３４－１２カワノ・トラスト角筈ビル３Ｆ 03-3354-4325

第005747号 東京都知事(12)第09258号 神田ファイナンス株式会社 101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－２－４７Ｆ 03-6327-1802

第006045号 東京都知事(2)第31697号 がんばるＭａｓａｓｈｉ株式会社（ＧＭトラスト＆ファイナンス）（ＧＭフィナンシャルサービス） 108-0014 東京都港区芝５－１９－７ハイベール三田３０７ 03-6812-6915

第005739号 東京都知事(4)第31443号 紀尾井町ファイナンス株式会社 153-0042 東京都目黒区青葉台３－１－１２青葉台イーストビル 03-6455-3786

第002233号 東京都知事(13)第03708号 株式会社木村商事 170-0013 東京都豊島区東池袋１－４７－７木村ビル４Ｆ 03-3982-3177

第003624号 東京都知事(7)第29156号 株式会社キャピタル（キャピタル・ソリューション） 107-0052 東京都港区赤坂３－１８－１２アスカビル２Ｆ 03-3584-8866

第005916号 東京都知事(8)第22036号 株式会社共立ファイナンシャルサービス 101-0021 東京都千代田区外神田２－１７－３アヤベビル２F 03-5295-7992

第000026号 東京都知事(12)第09123号 協和信用保証株式会社 141-0022 東京都品川区東五反田５－２７－３　第２野村ビル８Ｆ 03-3280-7711

第006263号 東京都知事(1)第31934号 きらぼしテック株式会社 107-0062 東京都港区南青山３－１０－４３きらぼし銀行本店ビル６Ｆ 03-6447-5860

第005946号 東京都知事(3)第31603号 株式会社ＣＯＯＬ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ 154-0004 東京都世田谷区太子堂２－８－７太子堂ハイランドビル２Ｆ 03-6809-0701

第005714号 東京都知事(4)第31413号 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社 100-6113 東京都千代田区永田町２－１１－１山王パークタワー１３Ｆ１３１９及び１３２０及び１３２１－Ａ区画 03-3596-7090

第006240号 東京都知事(1)第31912号 くにうみＡＩ証券株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内２－２－３　丸の内仲通りビル６F607号 03-5288-6766

第005894号 東京都知事(3)第31567号 クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社 106-0032 東京都港区六本木７－１５－７新六本木ビル６F 03-6447-0237

第006047号 東京都知事(T2)第31700号 一般社団法人グラミン日本 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－８－７東信室町ビル４Ｆ 03-3516-2890

第001770号 東京都知事(10)第15663号 株式会社ＧＲＡＮＤ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ 154-0023 東京都世田谷区若林３－４－１１第七明和ビル 03-3419-8600

第006111号 東京都知事(2)第31770号 Ｃｒｅｚｉｔ株式会社 106-0032 東京都港区六本木４－８－５和幸ビル６Ｆ 03-5843-0434

第005270号 東京都知事(6)第29966号 株式会社グローリア 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１３－５ＫＴ新宿ビル４Ｆ 03-5351-6271

第002930号 東京都知事(7)第28907号 有限会社ケイツー・アルファ 142-0063 東京都品川区荏原６－４－４　千代田ビル１Ｆ 03-3785-6668

第005799号 東京都知事(4)第31490号 一般財団法人港湾近代化促進協議会 105-0004 東京都港区新橋６－１１－１０港運会館６Ｆ 03-3432-1080

第005971号 東京都知事(3)第31624号 株式会社コシダカプロダクツ 105-0001 東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１７Ｆ 03-6403-5732

第000100号 東京都知事(14)第00606号 株式会社コミヤ 170-0012 東京都豊島区上池袋１－２０－６ 03-3915-2222

第006206号 東京都知事(1)第31876号 株式会社コモサスバンク 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－１９－１９恵比寿ビジネスタワー　ビジネスエアポート恵比寿２０２ 03-4540-6260

第002603号 東京都知事(2)第31680号 西京カード株式会社 135-0042 東京都江東区木場２－１７－１６ビサイド木場６Ｆ 03-6830-0500

第006245号 東京都知事(1)第31915号 合同会社Ｃｉｐｈｅｒ－ＤＣ 104-0028 東京都中央区八重洲２－５－１２プレリー八重洲ビル３F 03-6262-6808

第005581号 東京都知事(5)第31298号 佐倉商事 164-0014 東京都中野区南台４－２４－２ 03-3383-7463
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第006160号 東京都知事(1)第31836号 サザビーズ・フィナンシャル・サービス株式会社 106-0032 東京都港区六本木１－９－１０アークヒルズ仙石山森タワー４１Ｆ 03-6457-9187

第006182号 東京都知事(2)第31682号 ＳＡＭＵＲＡＩ　ＡＳＳＥＴ　ＦＩＮＡＮＣＥ株式会社 107-0052 東京都港区赤坂２－１７－４６グローヴ４Ｆ 03-5259-5312

第006260号 東京都知事(1)第31928号 サン 133-0073 東京都江戸川区鹿骨６－４－１９ 03-5879-7010

第005934号 東京都知事(3)第31593号 株式会社ＣＲＥアライアンス 105-0001 東京都港区虎ノ門２－１０－１虎ノ門ツインビルディング東棟１８Ｆ 03-3505-0324

第005903号 東京都知事(3)第31564号 Ｇ．Ｉ．Ｆ．Ｔ株式会社 160-6134 東京都新宿区西新宿８－１７－１住友不動産新宿グランドタワー３４Ｆ 03-6908-8727

第005682号 東京都知事(5)第31376号 ＧＦＡ株式会社 107-0062 東京都港区南青山２－２－１５ウィン青山２Ｆ 03-6432-9140

第006217号 東京都知事(1)第31887号 株式会社ＣＭＧ 162-0067 東京都新宿区富久町１６－１２パルセ富久６０１ 03-5990-2941

第005771号 東京都知事(4)第31450号 株式会社ＣＫファイナンス 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３－３－４サンクス神田駅前ビル４Ｆ 03-3527-1561

第006017号 東京都知事(2)第31666号 ＧＣＭアセットマネジメント株式会社 107-6090 東京都港区赤坂１－１２－３２アーク森ビル１３Ｆ 03-6263-0131

第006253号 東京都知事(1)第31922号 ＧｅＮｉＥ株式会社 104-0032 東京都中央区八丁堀４－３－５京橋宝町ＰＲＥＸ４Ｆ 03-3553-5661

第006258号 東京都知事(1)第31929号 ＧＰＳＳサステナブル・エネルギー投資事業有限責任組合 105-0014 東京都港区芝２－５－１０　芝公園ＮＤビル７Ｆ北側 03-6435-2332

第006223号 東京都知事(1)第31894号 ＣＢＳフィナンシャルサービス株式会社 153-0042 東京都目黒区青葉台３－１－１２青葉台イースト３Ｆ 03-6327-7330

第006255号 東京都知事(1)第31924号 株式会社ＪＲＦ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ 105-0013 東京都港区浜松町１－２－１１　浜松町鈴木ビルディング７F 03-6450-1133

第006262号 東京都知事(1)第31937号 ＪＡ三井リース建物株式会社 104-0061 東京都中央区銀座８－１３－１銀座三井ビルディング６Ｆ　６０１号室 03-6775-3073

第000532号 東京都知事(10)第15091号 ジェイ・エフ・シー株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿５－１１－４　姫路ビル６Ｆ 03-3355-2003

第005587号 東京都知事(5)第31302号 株式会社ＪＴＥ 160-0004 東京都新宿区四谷３－７四谷三丁目ビル３Ｆ 03-6273-1891

第005917号 東京都知事(3)第31577号 株式会社ＪＰＭＣファイナンス 100-0005 東京都千代田区丸の内３－４－２新日石ビルヂング６階 03-5220-6095

第006136号 東京都知事(1)第31809号 株式会社ジェフ 104-0045 東京都中央区築地５－４－１９ジュエル浜離宮９Ｆ９０６号 03-3546-2272

第006075号 東京都知事(2)第31738号 汐留トラスト株式会社 105-0021 東京都港区東新橋１－５－２汐留シティセンター３３Ｆ 03-6264-2821

第005148号 東京都知事(14)第01039号 下川商事株式会社 143-0016 東京都大田区大森北２－３－１５第１５下川ビル９Ｆ９０１号室 03-3761-4123

第006138号 東京都知事(1)第31814号 ジャパン・プロパティーズ株式会社 106-0032 東京都港区六本木６－７－１０簗場ビル３Ｆ 03-5411-7500

第005772号 東京都知事(4)第31472号 株式会社ジャルコ 103-0027 東京都中央区日本橋２－１６－１１日本橋セントラルスクエア８Ｆ 03-3274-5236

第006054号 東京都知事(2)第31710号 首都圏インシュアランス・プロパティ株式会社 101-0053 東京都千代田区神田美土代町９－１ＪＲＥ神田小川町ビル４Ｆ 03-6695-0951

第003527号 東京都知事(10)第14709号 株式会社首都圏キャピタル 160-0001 東京都新宿区片町４－４パボレアール四谷８０２ 03-6457-8963

第005828号 東京都知事(4)第31515号 一般財団法人首都圏不燃建築公社 108-0023 東京都港区芝浦３－９－１芝浦ルネサイトタワー１７Ｆ 03-6809-6168

第002640号 東京都知事(8)第21822号 株式会社ジョイエス 114-0023 東京都北区滝野川７－７－１ライズＦＴビル２０２号室 03-5961-5766

第006139号 東京都知事(1)第31815号 投資事業有限責任組合しんきんの礎 104-0031 東京都中央区京橋２－１４－１兼松ビルディング７Ｆ信金キャピタル㈱内会議室D 03-6228-7520

第005852号 東京都知事(3)第31540号 投資事業有限責任組合しんきんの翼 104-0031 東京都中央区京橋２－１４－１兼松ビルディング７Ｆ信金キャピタル㈱内会議室Ｃ 03-6228-7825

第006009号 東京都知事(2)第31653号 新生インベストメント＆ファイナンス株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－４－３日本橋室町野村ビル１８Ｆ 03-6871-6600

第002226号 東京都知事(7)第27473号 新生証券株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－４－３日本橋室町野村ビル１０Ｆ 03-6880-6000

第000916号 東京都知事(9)第19353号 新日住株式会社 103-0016 東京都中央区日本橋小網町６－１山万ビル４Ｆ 03-3664-6500

第006239号 東京都知事(1)第31910号 粋裕株式会社 110-0003 東京都台東区根岸１－２－１７　住友不動産上野ビル7号館１F 03-5826-4602

第006248号 東京都知事(1)第31918号 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田７－２４－５ＯＮＥＳＴ西五反田スクエア３Ｆ 03-4405-5285

第006247号 東京都知事(1)第31917号 スマート・オルタナティブ・メザニンローンファンド投資事業有限責任組合 100-0011 東京都千代田区内幸町２－１－６日比谷パークフロント５F　ケネディクス株式会社内応接１ 03-5157-6390

第006234号 東京都知事(1)第31905号 株式会社スマートプラスクレジット 102-0073 東京都千代田区九段北１－８－１０　住友不動産九段ビル９F 03-5357-1586

第002963号 東京都知事(3)第31633号 一般社団法人生活サポート基金 162-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ６Ｆ 03-5227-7260

第006046号 東京都知事(2)第31699号 株式会社セイブサポート 110-0015 東京都台東区東上野１－１９－１４髙橋ビル２Ｆ 03-5846-0511

第005248号 東京都知事(9)第17801号 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 102-8435 東京都千代田区二番町４－５住友不動産二番町ファーストビル５Ｆ 03-6238-3450

第005766号 東京都知事(4)第31465号 一般財団法人全国競輪選手共済会 141-0021 東京都品川区上大崎３－３－１ 03-6409-6770

第003672号 東京都知事(7)第25131号 株式会社総合マネージメントサービス 103-0027 東京都中央区日本橋３－６－１３ＡＢＥ　ＢＬＤＧ　３Ｆ 03-5201-3821

第006269号 東京都知事(1)第31919号 大栄不動産投資顧問株式会社 103-0021 東京都中央区日本橋本石町３－２－４共同ビル（日銀前）８Ｆ 03-3244-5585

第005534号 東京都知事(5)第31254号 大成ビジネスサポート株式会社 163-0606 東京都新宿区西新宿１－２５－１新宿センタービル２３Ｆ 03-5381-5050

第003075号 東京都知事(10)第13688号 大東ファイナンス株式会社 108-0075 東京都港区港南２－１６－１　品川イーストワンタワー２２Ｆ 03-6718-9090

第005944号 東京都知事(5)第31334号 株式会社太平フィナンシャルサービス 113-0033 東京都文京区本郷１－１３－４第３太平ビル３Ｆ、地下１Ｆ 03-5689-7888

第006105号 東京都知事(2)第31765号 大和ＡＣＡヘルスケア・ファイナンス株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町２－４－５平河町Ｋビル７Ｆ 03-6261-3191

第006000号 東京都知事(5)第31104号 株式会社ダイワネクスト 151-0061 東京都渋谷区初台１－５１－５アクス初台３０６号 03-5352-7741

第006026号 東京都知事(2)第31676号 大和物産株式会社 135-0021 東京都江東区白河１－５－１６１Ｆ 03-3641-7690

第006098号 東京都知事(2)第31756号 大和ブルーフィナンシャル株式会社 100-6730 東京都千代田区丸の内１－９－１丸の内グラントウキョウノースタワー３０Ｆ 03-6453-0399

第001904号 東京都知事(14)第01742号 株式会社たからや 190-0012 東京都立川市曙町２－４－４　昭和ビル 042-528-5231

第006210号 東京都知事(1)第31878号 株式会社タスキプロス 107-0062 東京都港区南青山１－４－２南青山渡辺ビル４F 03-6721-0037

第005480号 東京都知事(5)第31208号 株式会社ダブルラック 140-0002 東京都品川区東品川４－１３－１４グラスキューブ品川１３Ｆ 03-5783-7200

第005452号 東京都知事(6)第30068号 タマファイナンス株式会社 108-0074 東京都港区高輪３－１９－２６ＳＯＣ高輪ビル３Ｆ 03-6408-1203

第006208号 東京都知事(1)第31870号 ちゃおちゃおファイナンス保証株式会社 175-0094 東京都板橋区成増３－４－４第１６ナミキ成増ビル３Ｆ 03-3975-7822

第005560号 東京都知事(5)第31283号 中央リテール株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂２－２５－７ 03-6415-1280

第000028号 東京都知事(14)第00281号 中小企業振興株式会社 144-0051 東京都大田区西蒲田５－２７－１５　東武ハイライン西蒲田１Ｆ１０２号 03-3735-0527

第000224号 東京都知事(7)第29269号 株式会社ツーステージ 120-0005 東京都足立区綾瀬６－６－６１Ｆ 03-5849-6046

第000730号 東京都知事(14)第00833号 塚越商事株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－５－１３塚越ビル 03-3241-4477

第006264号 東京都知事(1)第31935号 辻・本郷スマートアセット株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿４－１－６ＪＲ新宿ミライナタワー２８Ｆ 03-5323-3313

第002537号 東京都知事(6)第29447号 株式会社ティー・アンド・エス 105-0012 東京都港区芝大門２－６－６ＶＯＲＴ芝大門１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ 03-5404-3001

第005586号 東京都知事(5)第31287号 株式会社ＤＣコーポレーション 141-0033 東京都品川区西品川３－１９－６リビングライフ大崎ビル６Ｆ６０２号 03-5436-2800

第005965号 東京都知事(3)第31614号 株式会社帝国インベストメント 134-0091 東京都江戸川区船堀４－８－１９KSGビル３Ｆ 03-5667-5323

第006018号 東京都知事(2)第31667号 ティック株式会社 150-0001 東京都渋谷区神宮前６－２３－１１Ｊ-ＳＩＸビル７Ｆ 03-6419-3212

第005977号 東京都知事(2)第31698号 株式会社デイリープランニング（デイリーキャッシング） 110-0015 東京都台東区東上野１－７－１２徳永ビル４Ｆ　４０１号 03-6284-3674

第006109号 東京都知事(2)第31763号 合同会社Ｄｅｎａｌｉ－ＨＰ 104-0028 東京都中央区八重洲２－５－１２プレリー八重洲ビル５Ｆ 03-6910-3979

第006145号 東京都知事(1)第31810号 合同会社Ｄｅｎａｌｉ－ＨＰ２ 104-0028 東京都中央区八重洲２－５－１２プレリー八重洲ビル４Ｆ 03-6262-6966

第006154号 東京都知事(1)第31830号 Ｄｕａｌ Ｌｉｆｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 107-0062 東京都港区南青山２－２－６ラ・セーナ南青山７０２号室 03-6721-0799

第006134号 東京都知事(1)第31798号 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 100-8363 東京都千代田区丸の内３－２－３丸の内二重橋ビルディング１５Ｆ　１５１５Ｒ０２ 03-6213-1180

第006231号 東京都知事(1)第31902号 店舗流通ネット株式会社 105-0022 東京都港区海岸１－２－３汐留芝離宮ビルディング２０Ｆ 03-5777-6510

第001609号 東京都知事(14)第02025号 東栄開発株式会社（トーエイ） 194-0032 東京都町田市本町田２７５４－１８ 03-3200-3371

第002418号 東京都知事(7)第27365号 東海産業株式会社 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－４６和伸ビル３Ｆ 03-5577-8470

第003270号 東京都知事(11)第11725号 東京ファイナンス株式会社 101-0042 東京都千代田区神田東松下町１７フリージアグループ本社ビルＢ1 03-6635-1819

第006093号 東京都知事(2)第31750号 株式会社東京不動産トラスト 116-0013 東京都荒川区西日暮里２－４０－２ユニティ西日暮里１Ｆ 03-6458-3744

第000011号 東京都知事(13)第02986号 東信商事株式会社 104-0031 東京都中央区京橋２－１２－６ 03-3561-9801

第000121号 東京都知事(8)第23498号 東洋エース 171-0021 東京都豊島区西池袋１－２９－１４　オリエント池袋ビル８０２号　９０２号 03-5960-9201

第000077号 東京都知事(5)第31233号 ＴＯＣＯＭ株式会社 104-0045 東京都中央区築地３－１４－５　ＴＯＣＯＭ築地プラザビル６Ｆ６０１号室 03-6278-0171

第005063号 東京都知事(6)第30696号 トナン商興株式会社 104-0061 東京都中央区銀座８－１２－６小野商ビル３Ｆ３０１号室 03-3543-2191

第005784号 東京都知事(4)第31479号 トパーズ･キャピタル株式会社 105-6239 東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー３９Ｆ 03-5425-9860

第000980号 東京都知事(13)第03757号 株式会社トミンシンパン 170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１大塚ＨＴビル５Ｆ 03-5956-6245

第006257号 東京都知事(1)第31926号 トラスティーズ1号ファンド投資事業有限責任組合 100-6105 東京都千代田区永田町２－１１－１山王パークタワー５F 03-3596-0527

第005559号 東京都知事(5)第31275号 トラストホールディングス株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町１－２－１５タチバナ日比谷ビル４Ｆ 03-6268-8470

第003685号 東京都知事(11)第11615号 有限会社ナガオカ商会 125-0041 東京都葛飾区東金町６－２６－７ 03-3607-8073

第000913号 東京都知事(11)第12152号 日エム商事株式会社（ＪＡＰＡＮ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ） 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－８ディアマントビル６Ｆ 03-3246-0808

第005342号 東京都知事(10)第15835号 日清トレーディング株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－２５６Ｆ 03-5282-6675

第000978号 東京都知事(13)第04793号 日宝 150-0041 東京都渋谷区神南１－２０－１５　和田ビル６Ｆ６０１号室 03-3496-3571

第006202号 東京都知事(1)第31864号 株式会社日本直販総本社 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３４－７ＮＸ新宿ビル８Ｆ 03-3356-0621

第006147号 東京都知事(1)第31818号 日本マリタイムバンク株式会社 104-0033 東京都中央区新川２－９－５第二中村ビル３Ｆ 03-6262-8683

第006268号 東京都知事(1)第31921号 日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業有限責任組合 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１　Ｏｔｅａｃｈｉ Ｏｎｅタワー２７Ｆ 03-6206-3046

第006267号 東京都知事(2)第31757号 日本リバイバルスポンサーファンド四号投資事業有限責任組合 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１Ｏｔｅｍａｃｈｉ Ｏｎｅタワー２７Ｆ　 03-6206-1975

第006056号 東京都知事(2)第31714号 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社　 106-0032 東京都港区六本木４－１２－８第六ＤＭＪビル６Ｆ 03-3404-1100

第006229号 東京都知事(1)第31899号 株式会社バイコム 135-0041 東京都江東区冬木１１－１７イシマビル４Ｆ 03-6458-8644

第006243号 東京都知事(3)第31596号 橋本総業株式会社 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町９－９橋本ビル３F 03-3665-9011
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第006230号 東京都知事(1)第31901号 株式会社バンカーズ・ビジネスファイナンス 102-0083 東京都千代田区麹町２－１２－１ＶＯＲＴ半蔵門８Ｆ 03-5211-0425

第006237号 東京都知事(1)第31908号 株式会社バンカブル 102-0081 東京都千代田区四番町６番東急番町ビル５Ｆ 03-5745-3904

第005395号 東京都知事(5)第31131号 合同会社ピー・エイチ・エー・ファイナンス 106-0047 東京都港区南麻布３－５－２０南麻布井上ビル４Ｆ４０１号 03-6277-3509

第006144号 東京都知事(2)第31781号 ＢＳＰバンク株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南１－６－１７千代田会館２Ｆ 03-3556-0177

第001254号 東京都知事(5)第31353号 ＢｏｆＡ証券株式会社 103-8230 東京都中央区日本橋１－４－１日本橋一丁目三井ビルディング６・８～１１Ｆ 03-6225-7000

第006213号 東京都知事(1)第31885号 株式会社ビゲスト 107-0052 東京都港区赤坂３－２１－８高和赤坂ビル４Ｆ 03-3560-3900

第003123号 東京都知事(6)第29428号 株式会社ＢＩＧサービス 107-0052 東京都港区赤坂２－１６－５ＢＳ赤坂ビル２Ｆ 03-6277-8287

第006169号 東京都知事(1)第31821号 ビットバンク株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田７－２０－９　KDX西五反田ビル７F 03-6427-1520

第006241号 東京都知事(1)第31913号 ビットリアルティ株式会社 105-0004 東京都港区新橋２－２－９ＫＤＸ新橋ビル４Ｆ 03-6868-8927

第005207号 東京都知事(10)第14619号 株式会社ビルクラッチ 170-0003 東京都豊島区駒込１－３５－６ 03-5978-6071

第006218号 東京都知事(1)第31889号 株式会社ファースト 105-0004 東京都港区新橋２－１６－１ニュー新橋ビル３F 03-6205-7373

第005734号 東京都知事(8)第24318号 株式会社ファミリーファイナンス 100-0004 東京都千代田区大手町２－１－１大手町野村ビル１２Ｆの一部 03-5200-2785

第006211号 東京都知事(1)第31857号 ファルス株式会社 102-0072 東京都千代田区飯田橋３－２－６フィル・パーク飯田橋３Ｆ 03-6810-9779

第005670号 東京都知事(5)第31347号 Ｆｕｎｄｓ　Ｍａｒｒｉａｇｅ株式会社 107-6119 東京都港区赤坂５－２－２０赤坂パークビル１９階 03-3585-2333

第006137号 東京都知事(1)第31812号 ファンズ・レンディング株式会社 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１－１０－１１フジワラビルディング５Ｆ 03-6434-7106

第006140号 東京都知事(1)第31816号 ファンドワン株式会社 170-0005 東京都豊島区南大塚２－３９－１１ヒサビル６０１号室 03-5395-8888

第006152号 東京都知事(1)第31827号 株式会社Ｆｉｖｏｔ 141-0031 東京都品川区西五反田７－２２－１７ＴＯＣビル１０Ｆ１６号室 03-6384-5654

第006112号 東京都知事(2)第31772号 Ｆｉｎｔｅｒｔｅｃｈ株式会社 102-0082 東京都千代田区一番町５アトラスビル６F 03-3222-7333

第006272号 東京都知事(1)第31943号 フィンテック株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木１－５５－１４セントヒルズ代々木１１Ｆ　１１０１号室 03-6276-6079

第003096号 東京都知事(5)第31237号 フィンテックグローバル株式会社 141-0021 東京都品川区上大崎３－１－１目黒セントラルスクエア１５Ｆ 03-6456-4600

第005978号 東京都知事(3)第31634号 ＦＩＮ　ＬＡＢ株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門１－１３－５ＶＯＲＴ虎ノ門Ⅱ４Ｆ 03-6457-9023

第005768号 東京都知事(4)第31467号 フェニックス・キャピタル株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内２－５－１丸の内二丁目ﾋﾞﾙ６Ｆ 03-3215-3260

第002630号 東京都知事(9)第18584号 有限会社フジ企画（クレジットセンター） 156-0044 東京都世田谷区赤堤４－４５－１２　藤枝ビル２Ｆ 03-3327-1190

第000034号 東京都知事(4)第31502号 フタバ株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町３－２－１０ 03-5833-5511

第005676号 東京都知事(5)第31371号 不動産担保ローン株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋３－８－１４日本橋ビル地下１Ｆ 03-3242-5555

第005906号 東京都知事(3)第31571号 フュージョン資産マネジメント株式会社 112-0004 東京都文京区後楽１－４－１４後楽森ビル１２Ｆ 03-6858-7790

第006027号 東京都知事(6)第30701号 株式会社フューチャープランニング 150-0041 東京都渋谷区神南１－１５－３神南プラザビル４階 03-5457-7561

第002797号 東京都知事(12)第07439号 株式会社プランネル 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－４－１５ 03-3230-3200

第001613号 東京都知事(10)第15294号 有限会社フレンド田 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－２－１　大和ビル２Ｆ 03-5925-0919

第005717号 東京都知事(4)第31415号 フロンティア・マネジメント株式会社 106-6241 東京都港区六本木３－２－１住友不動産六本木グランドタワー４１Ｆ 03-6862-5180

第000914号 東京都知事(6)第30875号 株式会社ベルシステム 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－１０－１１ｂｅｌｌｅ日本橋５Ｆ 03-3231-3288

第005767号 東京都知事(4)第31468号 一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会 106-0032 東京都港区六本木５－１６－７ＢＯＡＴＲＡＣＥ六本木７F 03-5545-4561

第005880号 東京都知事(3)第31555号 ホームファーストファイナンス株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿１－２０－２西新宿室町ビル１２Ｆ 03-6316-3662

第006191号 東京都知事(1)第31862号 株式会社ボルテックス投資顧問 102-0071 東京都千代田区富士見２－１０－２飯田橋グラン・ブルーム２３Ｆ　２３０１号室 03-3221-3300

第006201号 東京都知事(1)第31808号 株式会社マーベルライフ 164-0011 東京都中野区中央４－５４－１ロイヤルファン２０２号 03-6382-7470

第006172号 東京都知事(1)第31852号 株式会社マイナビブリッジ 107-0062 東京都港区南青山５－１４－７アヴァン南青山１Ｆ 03-6451-1652

第006097号 東京都知事(2)第31755号 株式会社マグナ 108-0023 東京都港区芝浦２－１３－８マグナビル６Ｆ 03-6809-5833

第000641号 東京都知事(13)第03114号 忠屋商事 168-0072 東京都杉並区高井戸東１－１－１２ 03-3304-3818

第005050号 東京都知事(13)第02695号 増蔵商事株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿３－９－４増蔵ビル５Ｆ 03-3341-3151

第005966号 東京都知事(3)第31620号 株式会社マテリアライズ 101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－７－２Ｓ－Ｇｌａｎｚ ＡＫＩＨＡＢＡＲＡ　５Ｆ 03-5843-6580

第006271号 東京都知事(1)第31939号 マネックス証券株式会社 107-6025 東京都港区赤坂１－１２－３２アーク森ビル２５Ｆ、２６Ｆ 03-4323-3800

第005999号 東京都知事(10)第16492号 株式会社マルイ 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－１９－７タックイレブンビル６Ｆ 03-3208-0151

第005152号 東京都知事(10)第13520号 丸晶商事 110-0005 東京都台東区上野５－１５－１０エイトビル２０２ 03-3835-0888

第005814号 東京都知事(2)第31762号 丸の内ＡＭＳ株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内３－１－１国際ビル２Ｆ　２５４号 03-6268-0151

第005987号 東京都知事(7)第27088号 三田証券株式会社 103-0026 東京都中央区日本橋兜町３－１１ 03-3666-1001

第002249号 東京都知事(12)第07296号 三井ホームリンケージ株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿３－２－１１新宿三井ビルディング二号館６Ｆ 03-6361-6730

第005948号 東京都知事(3)第31605号 三菱ＨＣキャピタルエナジー株式会社 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１０５神保町三井ビルディング２０階 03-6895-9272

第000242号 東京都知事(13)第02781号 株式会社湊屋商事 107-0062 東京都港区南青山４－５－２１　ＲＫ南青山 03-3402-1244

第006270号 東京都知事(1)第31930号 株式会社ミニミニＦｏｒ　Ｙｏｕ 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３丸の内トラストタワー本館４Ｆ 03-3201-1151

第006078号 東京都知事(7)第26850号 ミリオンインベストメント株式会社（ミリオンクレジット） 102-0083 東京都千代田区麹町４－４麹町シャインビル４Ｆ－４０２号 03-3237-3700

第003404号 東京都知事(5)第31378号 明和地所ファイナンス株式会社 150-0045 東京都渋谷区神泉町９－６　第２明和ビル４Ｆ 03-5489-8390

第005343号 東京都知事(8)第22117号 株式会社メディックス 101-0063 東京都千代田区神田淡路町１－１－１ 03-5297-8123

第006151号 東京都知事(1)第31825号 株式会社メルペイ 106-6125 東京都港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワー２５Ｆ 03-4405-3023

第005533号 東京都知事(5)第31250号 株式会社ＭＯＦＦ 110-0014 東京都台東区北上野１－１－１２吉川ビルディング３Ｆ 03-5806-5959

第006021号 東京都知事(7)第26293号 ヤエス商事株式会社 104-0031 東京都中央区京橋２－１２－９寺沢ビル８階 03-5250-0100

第000409号 東京都知事(6)第30208号 株式会社ＵＳＳサポートサービス 101-0047 東京都千代田区内神田２－５－１大手町ＮＳビル１Ｆ 03-3276-7500

第005912号 東京都知事(3)第31576号 ＵＣＦ株式会社 102-0094 東京都千代田区紀尾井町４－１ニューオータニガーデンコート９階 03-3511-4160

第006050号 東京都知事(2)第31707号 株式会社悠晴 190-0022 東京都立川市錦町２－３－２８アルブ立川ビル２Ｆ２０１号室 042-548-7610

第000116号 東京都知事(14)第00534号 株式会社友林堂 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２６－６　サンサ－ラ西池袋ビル３Ｆ 03-3983-2328

第005481号 東京都知事(5)第31205号 株式会社ユーロスタンダーズ 105-0012 東京都港区芝大門２－２－７７セントラルビル３Ｆ 03-5425-4411

第005025号 東京都知事(6)第30955号 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス 106-6035 東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー３５Ｆ 03-3224-2711

第001708号 東京都知事(9)第18000号 株式会社ユニバーサルコーポレーション 110-0014 東京都台東区北上野２－６－１２プレイアデ北上野１F 03-5246-7050

第002979号 東京都知事(10)第16525号 株式会社ライフエステート 171-0014 東京都豊島区池袋２－２４－４サン池袋Ⅱ３Ｆ 03-5927-9523

第005266号 東京都知事(6)第29616号 株式会社ライフエンジェル 140-0002 東京都品川区東品川２－３－１２シーフォートスクエアセンタービル１６Ｆ 03-5769-8515

第005552号 東京都知事(7)第28992号 ライフティ株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿６－２７－５６新宿スクエア６F 03-5291-4520

第005992号 東京都知事(3)第31642号 株式会社ＬＩＦＵＬＬ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 102-0083 東京都千代田区麹町１－４－４ZENITAKA　ＡＮＮＥＸ　５Ｆ 03-6272-4280

第006067号 東京都知事(2)第31721号 ＬＩＮＥ　Ｃｒｅｄｉｔ株式会社 141-0033 東京都品川区西品川１－１－１住友不動産大崎ガーデンタワー２１、２２Ｆ 03-4316-2250

第001697号 東京都知事(7)第27704号 有限会社ランドエース 102-0093 東京都千代田区平河町１－３－６　ビズマークス麹町９Ｆ 03-5276-6311

第006204号 東京都知事(1)第31871号 株式会社リオ・コンサルティング 100-0014 東京都千代田区永田町２－１２－４赤坂山王センタービル 03-5156-8887

第006110号 東京都知事(2)第31767号 株式会社ＲＥＮＯＳＹ　ＦＩＮＡＮＣＥ 106-6290 東京都港区六本木３－２－１住友不動産六本木グランドタワー４０Ｆ 03-6277-6058

第006113号 東京都知事(2)第31779号 リバイバルキャピタル株式会社 106-0047 東京都港区南麻布４－５－４８フォーサイト南麻布1Ｆ 03-5422-7641

第003421号 東京都知事(9)第18166号 リハウスローンサービス株式会社 100-6005 東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング12Ｆ１２０４号室 03-6758-4020

第006246号 東京都知事(1)第31916号 リビングファイナンス株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿４－３３－４住友不動産西新宿ビル４号館７Ｆ 03-6276-0135

第001695号 東京都知事(7)第27452号 株式会社リュージー・キャピタル 102-0093 東京都千代田区平河町１－３－６　ビズマークス麹町８Ｆ 03-3264-7700

第006057号 東京都知事(2)第31716号 株式会社レイズ 100-0005 東京都千代田区丸の内２－２－１　岸本ビルヂング１０Ｆ　１０１２号室 03-6206-3437

第002055号 東京都知事(6)第30570号 令和カード株式会社 110-0016 東京都台東区台東４－６－５　御徒町グリーンプラザ２Ｆ２０２号室、２０４号室 03-3835-3310

第006166号 東京都知事(1)第31844号 株式会社レーサム・キャピタル 100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－１　霞が関コモンゲート西館３６Ｆ 03-5157-8402

第005973号 東京都知事(3)第31630号 ＬＥＮＤＹ株式会社 106-0032 東京都港区六本木７－１５－７新六本木ビル８Ｆ８２３号室 03-6417-9430

第006183号 東京都知事(1)第31859号 株式会社ＬＥＮＤＥＸ　ＬＯＡＮ 150-0002 東京都渋谷区渋谷２－１－１１郁文堂青山通りビル５F 03-6427-1019

第006238号 東京都知事(1)第31909号 株式会社ローカルプラス 101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸７０第二田中ビル２Ｆ２０号室 03-5809-2990

第005911号 東京都知事(3)第31574号 ロードスターファンディング株式会社 104-0061 東京都中央区銀座１－９－１３プライム銀座柳通りビル６Ｆ、７Ｆ 03-6633-7169

第006256号 東京都知事(1)第31925号 六本木ファイナンス株式会社 106-6223 東京都港区六本木３－２－１住友不動産六本木グランドタワー２３F 03-5797-7592

第006115号 東京都知事(2)第31776号 株式会社ワイエーケーワールドローン 116-0013 東京都荒川区西日暮里６－４８－１０大熊マンション１０２・１０３ 03-5901-5902

第005351号 東京都知事(5)第31096号 ワイズ・ファイナンシャル・インベストメント株式会社 150-0044 東京都渋谷区円山町５－１８道玄坂スクエア６０３号 03-6809-0312

第006203号 東京都知事(1)第31869号 和旋株式会社 106-0041 東京都港区麻布台１－１１－１０日総第２２ビル７階　 03-5544-9952

第006049号 東京都知事(2)第31706号 一般社団法人Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ金融教育機構 103-0022 東京都中央区日本橋室町４－４－３喜助日本橋室町ビル７Ｆ 03-6262-7269
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