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。

協会員番号
第003115号
第005541号
第002528号
第000890号
第000889号
第000052号
第005879号
第001784号
第005837号
第005243号
第003114号
第005792号
第001319号
第000840号
第000035号
第005932号
第000781号
第005816号
第001377号
第006070号
第001997号
第001512号
第006073号
第006031号
第002218号
第000290号
第005712号
第001415号
第005220号
第006094号
第006077号
第005509号
第002783号
第005951号
第006082号
第005961号
第000935号
第001346号
第001887号
第001396号
第002219号
第001738号
第003630号
第005690号
第006114号
第005469号
第005596号
第005656号
第001111号
第003515号
第002269号
第006095号
第006065号
第000710号
第000584号
第000930号
第002137号
第005357号
第001135号
第005683号
第000306号
第000448号
第006090号
第000308号
第000457号
第005508号
第001203号
第005699号
第001667号
第005949号
第000666号
第006006号
第006180号
第005650号
第002388号
第005448号
第003230号
第006173号
第001812号
第002277号
第001399号
第001582号
第005468号
第006069号
第005896号
第001391号
第002392号

登録番号
近畿財務局長（4）00811
近畿財務局長（4）00810
近畿財務局長（13）00331
近畿財務局長（11）00496
近畿財務局長（11）00508
近畿財務局長（13）00819
近畿財務局長（3）00816
近畿財務局長（13）00210
近畿財務局長（3）00815
近畿財務局長（7）00774
近畿財務局長（11）00460
近畿財務局長（2）00817
近畿財務局長（5）00803
近畿財務局長（13）00235
近畿財務局長（6）00788
近畿財務局長（2）00818
近畿財務局長（13）00035
近畿財務局長（3）00814
近畿財務局長（13）00209
大阪府知事（1）12998
大阪府知事（6）12223
大阪府知事（13）03373
大阪府知事（1）12999
大阪府知事（2）12995
大阪府知事（9）08739
大阪府知事（8）10717
大阪府知事（4）12966
大阪府知事（5）12797
大阪府知事（5）12842
大阪府知事（1）13004
大阪府知事（1）13000
大阪府知事（5）12866
大阪府知事（5）12851
大阪府知事（2）12989
大阪府知事（1）13001
大阪府知事（2）12991
大阪府知事（7）11546
大阪府知事（6）12121
大阪府知事（8）10008
大阪府知事（12）05624
大阪府知事（9）08801
大阪府知事（5）12737
大阪府知事（6）12179
大阪府知事（4）12961
大阪府知事（1）13007
大阪府知事（5）12886
大阪府知事（13）01850
大阪府知事（6）12522
大阪府知事（8）09661
大阪府知事（8）10836
大阪府知事（13）00388
大阪府知事（1）13005
大阪府知事（4）12929
大阪府知事（7）10875
大阪府知事（7）11422
大阪府知事（9）09038
大阪府知事（6）12508
大阪府知事（5）12865
大阪府知事（13）00967
大阪府知事（4）12959
大阪府知事（13）00448
大阪府知事（1）13011
大阪府知事（1）00683
大阪府知事（6）12582
大阪府知事（6）12592
大阪府知事（5）12859
大阪府知事（5）12857
大阪府知事（4）12963
大阪府知事（5）12695
大阪府知事（2）12990
大阪府知事（13）02065
大阪府知事（2）12992
大阪府知事（1）13012
大阪府知事（4）12950
大阪府知事（5）12923
大阪府知事（7）11188
大阪府知事（7）11309
大阪府知事（5）12897
大阪府知事（13）02455
大阪府知事（13）00447
大阪府知事（5）12662
大阪府知事（6）12498
大阪府知事（5）12826
大阪府知事（1）12997
大阪府知事（3）12985
大阪府知事（5）12736
大阪府知事（1）13002

商号又は名称
株式会社アイビーネット
株式会社アプラス
株式会社池田泉州ＪＣＢ
株式会社池田泉州ＤＣ
株式会社池田泉州ＶＣ
株式会社ＳＫトラスト
株式会社エバーレンディング
株式会社近畿しんきんカード
株式会社クボタクレジット
株式会社京阪カード
ＪＦＲカード株式会社
株式会社ＪＯファイナンスサービス
大和ハウスフィナンシャル株式会社
ディー・エフ・エル・リース株式会社
株式会社日証
株式会社フィナンシャルドゥ
株式会社プライメックスキャピタル
株式会社ペルソナ
三井住友カード株式会社
アーバンライズ
有限会社アイサポートセンター
秋山商事
株式会社アジレスト
アトラファイナンス株式会社
株式会社アユミ
有限会社イーエフ・ティー
ＩＮＳＯＵファイナンス株式会社
株式会社ウィングス
ウエスト
株式会社ＨＮファイナンス
株式会社ＡＡＩフィナンシャルサービス
エスアイエフ株式会社
株式会社エスシー倶楽部
エフケイ
株式会社大西
岡安商事株式会社
株式会社オリーヴファイナンス
キャッシングスミノエ
キャッシングメイト
株式会社クリーン
株式会社幸園
公大商行株式会社
有限会社コックス
寿商事
株式会社コンフィアンス
サイト株式会社
株式会社三光
株式会社サンユー興産
サンワファイナンス
ＧＳＩ株式会社
ジェイシーサービス株式会社
株式会社ジェイ・ワン
志摩企画
商栄商事
新栄産業
株式会社新大阪ファイナンス
スピリッツ
株式会社スペース
株式会社星光
株式会社成友ファイナンス
株式会社正和ビル
積水リース株式会社
セレクト・相互北
全柔協ＦＣ株式会社
大伸商事
タイセイ
大成商事株式会社
ダイハツ信販株式会社
株式会社大宝
株式会社ＴＡＫキャピタルサービス
龍実商事株式会社
株式会社Ｄ＆Ｍカンパニー
株式会社Ｄ＆Ｍパートナーズ
ナビファイナンス
株式会社日電社
日本ハムビジネスアソシエ株式会社
日本債券株式会社
日本モーゲージ株式会社
野中信用
八幡産業株式会社
ＨＡＬ ファイナンス
株式会社阪神クレジット
株式会社ビジネスクルー
ビッグ・ワン
株式会社Ｆｉｒｓｔ Ｏｎｅ
フクホー株式会社
富士クレジット株式会社

郵便番号
532-0011
556-8535
531-0072
531-0072
531-0072
530-0054
532-0011
530-8578
556-0012
540-6591
569-8522
541-0046
541-0051
541-0044
542-0083
530-0018
542-0081
530-0013
541-8537
547-0014
590-0079
567-0009
530-0044
550-0012
590-0077
542-0081
550-0013
541-0042
542-0063
530-0018
541-0041
577-0012
553-0003
561-0802
541-0056
541-0041
542-0081
559-0017
537-0003
530-0001
532-0028
550-0001
590-0076
597-0085
541-0046
535-0003
547-0047
590-0950
546-0012
553-0006
530-0041
551-0002
599-8245
556-0005
594-0071
542-0081
542-0081
590-0077
530-0047
545-0051
542-0083
541-0045
560-0032
530-0057
546-0013
540-0004
558-0053
563-8651
532-0024
541-0053
541-0047
541-0046
541-0046
561-0852
574-0011
530-0001
577-0807
543-0072
590-0531
542-0082
543-0071
577-0803
533-0032
530-0022
556-0011
556-0011
532-0011

本店（主たる営業所）所在地
大阪府大阪市淀川区西中島５－１４－５
大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３１７Ｆ
大阪府大阪市北区豊崎３－２－１
大阪府大阪市北区豊崎３－２－１
大阪府大阪市北区豊崎３－２－１
大阪府大阪市北区南森町２－１－２１
大阪府大阪市淀川区西中島３－２０－９中島ビル５F
大阪府大阪市北区西天満４－１３－８
大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７クボタ第二ビル４Ｆ
大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１
大阪府高槻市紺屋町２－１
大阪府大阪市中央区平野町３－３－５ＮＪＫ淀屋橋ビル３Ｆ
大阪府大阪市中央区備後町１－５－２
大阪府大阪市中央区伏見町４－１－１
大阪府大阪市中央区東心斎橋１－９－２４ニュー大同ビル４Ｆ
大阪府大阪市北区小松原町３－３ＯＳビル１６F
大阪府大阪市中央区南船場２－１－３
大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９
大阪府大阪市中央区今橋４－５－１５銀泉淀屋橋ビル
大阪府大阪市平野区長吉川辺２－１－２２２Ｆ
大阪府堺市堺区新町５－３２新町ビル２Ｆ２０４号室
大阪府茨木市山手台７－１８－１０
大阪府大阪市北区東天満２－８－１若杉センタービル別館１０Ｆ１００３号室

大阪府大阪市西区立売堀４－６－９大嘉ビル３Ｆ
大阪府堺市堺区中瓦町２－１－１５エスト瓦町ビル２Ｆ
大阪府大阪市中央区南船場２－１０－２１日宝サンキュービル４Ｆ
大阪府大阪市西区新町３－６－１０ＩＮＳＯＵビル４Ｆ
大阪府大阪市中央区今橋２－２－１１大和今橋ビル７Ｆ
大阪府大阪市中央区東平２－５－７上六ビル４０２号
大阪府大阪市北区小松原町３－３ＯＳビル１４Ｆ
大阪府大阪市中央区北浜３－１－１４タカラ淀屋橋ビル９０１号
大阪府東大阪市長田東３－１－１７
大阪府大阪市福島区福島７－２０－１ＫＭ西梅田ビル１０階
大阪府豊中市曽根東町３－４－１８イーストウッドビル２Ｆ Ｃ号
大阪府大阪市中央区久太郎町３－４－１２
大阪府大阪市中央区北浜２－３－８
大阪府大阪市中央区南船場２－２－７堺筋木下ビル６Ｆ
大阪府大阪市住之江区中加賀屋４－１－３ アクシア中加賀屋２Ｆ
大阪府大阪市東成区神路４－１０－２２
大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－９００大阪駅前第４ビル９Ｆ
大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－９渚ビルⅡ2F
大阪府大阪市西区土佐堀１－１－２３コウダイ肥後橋ビル６Ｆ
大阪府堺市堺区北瓦町１－４－５１テイサンビル北館４Ｆ
大阪府貝塚市東４８
大阪府大阪市中央区平野町３－１－６ＢｉｚＭｉｉｘ Ｙｏｄｏｙａｂａｓｈｉ６０２
大阪府大阪市旭区中宮１－１３－１４ハイツ加益２０１号
大阪府大阪市平野区平野元町５－５
大阪府堺市堺区甲斐町西１－１－３１サンユー本社ビル６階
大阪府大阪市東住吉区中野４－１２－７湯里ハイツ１０６
大阪府大阪市福島区吉野３－７－２ＧＳＦビル３Ｆ
大阪府大阪市北区天神橋２－北２－１１株式会社大倉ビル１Ｆ
大阪府大阪市大正区三軒家東４－２－１３２Ｆ
大阪府堺市中区辻之１１９３－３１
大阪府大阪市浪速区日本橋４－７－２８日本橋電気ビル３０２号
大阪府和泉市府中町１－８－３和泉ショッピングセンター１Ｆ
大阪府大阪市中央区南船場２－２－７堺筋木下ビル６Ｆ
大阪府大阪市中央区南船場２－２－７堺筋木下ビル３Ｆ
大阪府堺市堺区中瓦町２－１－１５エスト瓦町ビル３Ｆ
大阪府大阪市北区西天満５－１５－４
大阪府大阪市阿倍野区旭町１－１－２６ウエムラあべのビル７０１
大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１０－７
大阪府大阪市中央区道修町４－４－１０ＫＤＸ小林道修町ビル２Ｆ
大阪府豊中市蛍池東町１－４－３ 古澤ビル３Ｆ３０１号
大阪府大阪市北区曽根崎２－２－１梅新２１ビル３Ｆ３０４号
大阪府大阪市東住吉区湯里１－１－１ＦＵＪＩＭＯＴＯ第１ビル２Ｆ２０１号
大阪府大阪市中央区玉造１－１３－１丸勝ビル３階
大阪府大阪市住吉区帝塚山中４－３－１３
大阪府池田市ダイハツ町１－１ダイハツ工業株式会社 猪名川事務所２Ｆ

大阪府大阪市淀川区十三本町２－１－２０十三西口浜ビル３Ｆ
大阪府大阪市中央区本町４－１－１３
大阪府大阪市中央区淡路町２－６－６淡路町パークビル２号館７Ｆ
大阪府大阪市中央区平野町３－１－２キューアス平野町ビル６Ｆ
大阪府大阪市中央区平野町３－１－２キューアス平野町ビル６Ｆ
大阪府豊中市服部本町１－６－２８ＳＡＮＫＹＯ ＢＬＤ．４０１
大阪府大東市北条１１１５
大阪府大阪市北区梅田２－４－９ブリーゼタワー２４Ｆ
大阪府東大阪市菱屋西５－２－１ジェイルミナ小阪３Ｆ
大阪府大阪市天王寺区生玉前町３－２５タマダビル
大阪府泉南市岡田６－２６－１６
大阪府大阪市中央区島之内２－１３－２０
大阪府大阪市天王寺区生玉町２－３小出ビル３１０号
大阪府東大阪市下小阪１－６－４２Ｆ
大阪府大阪市東淀川区淡路３－１４－２２千商ビル２・３Ｆ
大阪府大阪市北区浪花町１４－３３ＯＭビル２Ｆ２０２号室
大阪府大阪市浪速区難波中３－１－１７角屋難波ビル６階
大阪府大阪市浪速区難波中３－９－５福宝ビル
大阪府大阪市淀川区西中島３－２０－９中島ビル４Ｆ

2021年8月末現在
電話番号 処分
06-6885-8311
06-7635-6788
06-6371-2650
06-6371-2655
06-6371-2660
06-6363-8650
06-6195-1128
06-6365-1501
06-6648-3029
06-6944-2595
072-686-0108
06-6226-8111
06-6229-7240
06-6232-2721
06-6271-5500
06-6316-6130
06-4705-3222
06-6373-5700
06-6228-1221
06-6769-5550
072-229-6207
072-649-0422
06-6467-4889
06-6575-9682
072-225-6888
06-6241-5888
06-6534-1533
06-4963-2001
06-6762-0505
06-7222-3189
06-6484-6701
06-6744-7061
06-7688-6800
06-6862-7568
06-6252-1212
06-6222-0001
06-6271-5530
06-6681-7075
06-7505-7770
06-6343-0081
06-6305-3355
06-6448-6661
072-228-5333
072-422-0385
06-6575-7561
06-6958-3066
06-6793-0933
072-232-0061
06-6704-9889
06-6462-0565
06-6357-5223
06-6555-0234
072-235-7950
06-6644-0024
0725-45-2340
06-6271-5526
06-6263-5885
072-226-6868
06-6363-0001
06-6643-8843
06-6251-7501
06-6734-3600
06-6840-0201
06-6315-5571
06-6797-0069
06-6766-1300
06-6671-6355
072-754-4061
06-6300-1377
06-6263-5663
06-6203-1841
06-6202-8823
06-6786-8710
06-4866-8500
072-876-7443
06-7525-3410
06-6787-1111
06-6773-6566
072-484-0004
06-6211-2401
06-6773-1518
06-6732-0313
06-6324-1212
06-6467-8057
06-6644-0555
0570-666-294
06-4805-7801

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。

協会員番号
第002156号
第000708号
第000098号
第005377号
第003660号
第002380号
第002859号
第003138号
第001518号
第006066号
第001338号
第001639号
第001470号
第006184号
第000792号
第001189号

登録番号
大阪府知事（7）11259
大阪府知事（5）12727
大阪府知事（6）11994
大阪府知事（5）12869
大阪府知事（6）12353
大阪府知事（7）10905
大阪府知事（7）10935
大阪府知事（1）13014
大阪府知事（8）09604
大阪府知事（1）00725
大阪府知事（8）09642
大阪府知事（10）07765
大阪府知事（13）04357
大阪府知事（1）13013
大阪府知事（8）09816
大阪府知事（8）10741

2021年8月末現在
本店（主たる営業所）所在地
電話番号 処分
商号又は名称
郵便番号
有限会社プラン
556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２－９－２リバーライズ難波ビル４Ｆ
06-6630-0911
株式会社プログレス
542-0076 大阪府大阪市中央区難波３－５－１４東ビル４Ｆ
06-4397-8868
ポテト
530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１大阪駅前第一ビル地下１Ｆ
06-6346-0808
株式会社マネーライフ
530-0018 大阪府大阪市北区小松原町１－４ナンリビル３Ｆ
06-6360-7377
マルショウＫＭ株式会社
530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－１００大阪駅前第３ビル１Ｆ
06-6131-4640
マルユー
531-0074 大阪府大阪市北区本庄東２－１６－４メルヘンパレス１０１
06-6375-8814
マルユー
590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町１－９－９ティーホームズ住吉橋２－Ｂ
072-223-7070
三鷹産業株式会社
530-0041 大阪府大阪市北区天神橋１－１９－６ミタカビル７Ｆ
06-6358-0112
山田 千賀子
530-0033 大阪府大阪市北区池田町１５－１パラツィーナセシリア天満１４０１号 06-6882-1102
ヤマト
558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東４－２－３光信第３ビル２F
06-6607-6166
株式会社ヤマヨコーポレーション
553-0005 大阪府大阪市福島区野田４－１－３７村上ビル２Ｆ
06-6467-1333
有限会社融和ファイナンス
546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川３－３－３ 大西マンション１Ｆ
06-6702-8994
株式会社善木
545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町１－１－９ヨドノビル２Ｆ
06-6634-0117
株式会社ライトウエスト
599-8241 大阪府堺市中区福田４９５－１
072-235-7506
株式会社リーガルマネージメントコーポレーション 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６アクア堂島西館５Ｆ
06-6347-7771
ワコール
552-0016 大阪府大阪市港区三先２－２０ファミリプラザ朝潮橋Ｂ棟７０９号
06-6572-6679

