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003020号
第001559号
第001850号
第005731号
第001045号
第002506号
第000720号
第002581号
第000835号
第001131号
第005360号
第005865号
第006158号
第006007号
第005618号
第005590号
第001880号
第004374号
第005568号
第002820号
第005950号
第000366号
第005749号
第000133号
第006060号
第003363号
第002111号
第001567号
第001198号
第003368号
第006177号
第005626号
第002160号
第005546号
第005914号
第005629号
第001560号
第002646号
第001121号
第005908号
第005763号
第000802号
第001048号
第005326号
第006164号
第003465号
第001692号
第005299号
第005870号
第002123号

登録番号
商号又は名称
福岡財務支局長（5）00168 株式会社ｅコーポレーション（ｅクレジット）
福岡財務支局長（10）00104 株式会社井筒屋ウィズカード
福岡財務支局長（11）00169 株式会社ＦＦＧカード
福岡財務支局長（4）00173 株式会社エム・アール・エフ
福岡財務支局長（13）00025 九州カード株式会社
福岡財務支局長（13）00012 九州日本信販株式会社
福岡財務支局長（11）00083 シティックスカード株式会社
福岡財務支局長（10）00108 株式会社しんわ
福岡財務支局長（9）00128 株式会社第一ゼネラルサービス
福岡財務支局長（13）00040 株式会社大証
福岡財務支局長（1）00176 株式会社ビジネス・ワンファイナンス
福岡財務支局長（3）00174 ワイジェイカード株式会社
福岡県知事（1）08690
ＡＳＩＡアジアホールディングス株式会社
福岡県知事（2）08682
株式会社アムザ
福岡県知事（13）02982
有限会社アルビファイナンス
福岡県知事（7）07625
壱福
福岡県知事（13）00004
入江倉庫株式会社
福岡県知事（9）06176
栄信商会
福岡県知事（4）08636
株式会社エクセル
福岡県知事（6）08241
株式会社エフワン
福岡県知事（2）08679
株式会社コマーシュ福岡
福岡県知事（6）08132
コングファイナンス
福岡県知事（4）08665
三愛クレジット
福岡県知事（6）08424
株式会社サンクス（Ｔｈａｎｋｓ）
福岡県知事（1）08687
株式会社シアーズファイナンス
福岡県知事（4）08650
株式会社シノケンコミュニケーションズ
福岡県知事（9）05811
ショーエイ株式会社
福岡県知事（5）08437
株式会社スカイオフィス
福岡県知事（9）06361
有限会社ステイ
福岡県知事（13）00549
株式会社正協社
福岡県知事（13）00793
大信販
福岡県知事（4）08652
株式会社ダイチ
福岡県知事（13）00263
大博商事株式会社
福岡県知事（4）08630
株式会社ダイワサービス
福岡県知事（3）08677
トラストメディカルサポート株式会社
福岡県知事（8）07269
長澤商事
福岡県知事（13）00003
日栄倉庫株式会社
福岡県知事（3）08671
株式会社日専連ベネフル
福岡県知事（5）08447
株式会社福岡キャピタルパートナーズ
福岡県知事（3）08676
ベストクレジット
福岡県知事（3）08667
株式会社マイホームナビえんや
福岡県知事（5）08529
株式会社マックス・ジャパン
福岡県知事（13）00165
丸重商事株式会社
福岡県知事（5）08537
まるわクレジット株式会社
福岡県知事（1）08691
株式会社ミカワホールディングス
福岡県知事（13）01374
株式会社みつる商事
福岡県知事（1）08688
モデルクレジット株式会社
福岡県知事（6）08411
靖美商事
福岡県知事（3）08675
悠悠フィナンシャル株式会社
福岡県知事（5）08486
株式会社リプル

2021年8月末現在
本店（主たる営業所）所在地
電話番号 処分
郵便番号
812-0879 福岡県福岡市博多区銀天町３－６－１８第５ダイヨシビル２階
092-588-6060
802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町１－１
093-522-3550
819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南１－７－１
092-884-1785
810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２３－８サンライトビル６Ｆ
092-717-3260
812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３－１８サンライフセンタービル
092-452-4520
805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－６－１５
093-663-1817
810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲８－３
092-761-1666
812-0035 福岡県福岡市博多区中呉服町６－１０グランスクエア呉服町５Ｆ
092-409-5553
812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵２－１７－１５第一交通産業ビル３Ｆ
092-475-1040
830-0049 福岡県久留米市大石町４４１－１７
0942-38-6888
810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３－１６－２７４階
092-534-4938
812-8524 福岡県福岡市博多区博多駅前３－４－２
092-451-5971
812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－３－２１
092-473-6175
810-0001 福岡県福岡市中央区天神３－１－１３浦島ビル５階
092-737-1477
806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－６－９青柳ビル２Ｆ
093-641-3443
807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２７６０
0949-42-0283
812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町１０－２２観音ビル１階
092-281-0288
807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松５－１８６８－１
093-601-2946
812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２－５－１０ＴＫビル９Ｆ
092-433-7371
810-0801 福岡県福岡市博多区中洲１－３－１４
092-272-0888
812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１６－１４リファレンス駅東ビル７階 092-433-0300
803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町４－３－２９サンシャイン諸藤５０３
093-967-0667
830-0035 福岡県久留米市東和町１－９成冨ビル４階
0942-65-8001
812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－１６第２高田ビル５Ｆ
092-483-4500
812-0873 福岡県福岡市博多区西春町４－１－２０－２０２
092-586-5267
810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１－１アクロス福岡６Ｆ、９Ｆ
092-714-0142
822-1201 福岡県田川郡福智町金田１１２６－１
0947-22-9600
812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－１４ＢＳビル博多２ＦＤ
092-432-0801
806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎４－１－６
093-641-2387
814-0133 福岡県福岡市城南区七隈３－１－２４
092-866-1130
802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町３－２－１０
093-531-9911
811-4311 福岡県遠賀郡遠賀町大字老良３６６－１
093-293-3316
810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－１－４大博ビル２階
092-721-1717
812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町８－８ニューエイトビル３Ｆ
092-292-8915
812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－１８
092-437-8010
816-0832 福岡県春日市紅葉ヶ丘西５－３３
092-588-5666
810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－６－２
092-522-7161
802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５
093-521-7211
812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１２－２０ふくぎん博多ビル５Ｆ
092-291-8123
839-0862 福岡県久留米市野中町９２５－１白水ビル２Ｆ ２０１
0942-36-5080
813-0044 福岡県福岡市東区千早５－１２－９ ２Ｆ
092-410-8491
810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴１－４－７福岡県更生保護会館２０３
092-731-8925
805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央２－９－６
093-681-1992
830-0032 福岡県久留米市東町３８－４井上ビル２Ｆ
0942-32-1511
807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松４－６－１５
093-691-2103
815-0082 福岡県福岡市南区大楠３－２７－２９
092-534-6464
830-0017 福岡県久留米市日吉町２４－２
0942-33-4147
814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川６－８－１５
092-866-2550
816-0801 福岡県春日市春日原東町１－１６－２
092-588-6030
802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野１－１３－９
093-931-1566

