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005474号
第001840号
第002736号
第002805号
第005889号
第005864号
第005492号
第006167号
第005941号
第006101号
第005688号
第006107号
第006165号
第003701号
第005959号
第006083号
第004407号
第005938号
第005900号
第001185号
第006159号
第005890号
第005687号
第006174号
第005985号
第005636号
第006062号
第006023号
第006068号
第000899号
第001175号
第006185号
第003580号
第005976号
第006061号
第005878号
第006181号
第003475号
第005440号
第000512号
第006041号
第005922号
第006028号
第006015号
第006128号
第002861号
第004402号
第006108号

登録番号

商号又は名称

沖縄総合事務局長（5）00017 株式会社ＯＣＳ
沖縄総合事務局長（12）00006 株式会社おきぎんジェーシービー
沖縄総合事務局長（13）00002 株式会社りゅうぎんディーシー

沖縄県知事（7）03405
沖縄県知事（3）04222
沖縄県知事（3）04220
沖縄県知事（5）04147
沖縄県知事（1）04255
沖縄県知事（2）04234
沖縄県知事（1）04249
沖縄県知事（6）04009
沖縄県知事（1）04250
沖縄県知事（1）04254
沖縄県知事（11）01278
沖縄県知事（2）04238
沖縄県知事（4）04187
沖縄県知事（6）04014
沖縄県知事（2）04233
沖縄県知事（3）04226
沖縄県知事（6）03798
沖縄県知事（1）04253
沖縄県知事（3）04224
沖縄県知事（4）04185
沖縄県知事（1）04256
沖縄県知事（2）04241
沖縄県知事（4）04183
沖縄県知事（1）04247
沖縄県知事（2）04243
沖縄県知事（1）04248
沖縄県知事（6）03882
沖縄県知事（8）02988
沖縄県知事（1）04258
沖縄県知事（8）03326
沖縄県知事（2）04240
沖縄県知事（1）04246
沖縄県知事（3）04219
沖縄県知事（1）04257
沖縄県知事（11）01730
沖縄県知事（5）04153
沖縄県知事（11）01393
沖縄県知事（2）04245
沖縄県知事（2）04228
沖縄県知事（2）04244
沖縄県知事（2）04242
沖縄県知事（1）04252
沖縄県知事（6）03913
沖縄県知事（6）03859
沖縄県知事（1）04251

アルファ
株式会社インフィニティ
ウィンバーズ
エイト商事
Ｎ．Ｋ．Ｃ
オアシス
大山 元生
オール・スター
沖新株式会社
一般社団法人沖縄県官公庁労働者共済会
株式会社沖縄ローンセンター
株式会社カンゲンコーポレーション
株式会社国際商事
株式会社財全ソリューション
サクセスコーポレーション
さくらリース
サンクスコーポレイション
サンスリー
株式会社翔南
スカイ・プラン
ソーシャルバンクＺＡＩＺＥＮ株式会社
ソラテラス
株式会社泰光
タイシン
タイセイ
株式会社 Ｔａｔｓｕｏ
ちゅらライフ
Ｔ・Ｉファイナンス
株式会社てるまさリース
ハウジングＦＰ
株式会社ビジネスアシスト
ファーストプラン
ファインコーポレーション
ファインライフ
株式会社フェアー
ペリカンライフ
有限会社ユウショウ
ライク
ライン
株式会社 リトル
リピート
リプライおきなわ
有限会社琉球総研
琉球総信
リンク

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
900-8609 沖縄県那覇市松山２－３－１０
098-861-1123
090-0834 沖縄県那覇市泉崎１－１０－３琉球新報社泉崎ビル８階
098-862-3201
900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－７－１琉球リース総合ビル６Ｆ
098-862-1525
901-2114 沖縄県浦添市安波茶１－２－１０１Ｆ １０８号室 マンション安波茶
098-870-4347
900-0002 沖縄県那覇市曙１－６－３３愛和マンション４－Ａ
098-943-7403
902-0064 沖縄県那覇市寄宮１４４－３Ｓ、ヴィレッジ町田１F １０１号室
098-831-6320
901-2131 沖縄県浦添市牧港４－１０－２ライオンズプラザ牧港７０１号室
098-875-8800
901-2214 沖縄県宜野湾市我如古２－２７－２丸里荘３０２号室
098-894-8182
901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾３－１７－１７Casa Felice ４０２号室
098-988-1008
907-0013 沖縄県石垣市浜崎町２－６－２８浜崎マンション４０７
0980-83-8900
901-2206 沖縄県宜野湾市愛知２－１３－２７ピアハウス１Ｆ
098-892-8811
901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原３１７８－４ハーモニー与那原（１階） 098-851-4661
900-0021 沖縄県那覇市泉崎２－１０５－１８
098-833-1101
900-0004 沖縄県那覇市銘苅２－２－７
098-862-5788
905-0021 沖縄県名護市東江１－３－１９
098-050-9092
900-0024 沖縄県那覇市古波蔵１－２－１０
098-836-6009
901-2125 沖縄県浦添市仲西３－１５－５財全ＧＲＯＵＰ・ＢＬＤ
098-870-5523
900-0014 沖縄県那覇市松尾２－２１－１６金城アパート２階
098-861-0033
904-0111 沖縄県中頭郡北谷町字砂辺３４２
098-923-2724
901-2222 沖縄県宜野湾市喜友名１－１１－１５コーポラスキユナ４０１
098-893-3121
900-0033 沖縄県那覇市久米２－２２－１６ラ・シャルブル久米３０１号室
098-955-4686
900-0002 沖縄県那覇市曙２－２７－２（２－Ｂ）ペガサスマンション曙
098-975-7363
902-0063 沖縄県那覇市三原２－１５－１３２Ｆ
098-987-1294
901-2125 沖縄県浦添市仲西３－１５－５財全GROUP・BLD ７F
098-988-8914
900-0012 沖縄県那覇市泊３－１４－５アーマンズハウス２０２
098-917-2030
902-0071 沖縄県那覇市繁多川３－５－７１階
098-979-7731
900-0023 沖縄県那覇市楚辺１－１－３９
098-834-3720
902-0072 沖縄県那覇市字真地３９８－１ＮＢ住宅Ａ－２号室
098-836-2452
900-0024 沖縄県那覇市古波蔵３－１４－１１
098-989-0445
900-0037 沖縄県那覇市辻１－２－１７西武コーポⅢ １０１号室
098-866-8965
900-0033 沖縄県那覇市久米２－２４－１７大城アパート１０１
098-866-7455
900-0021 沖縄県那覇市泉崎１－１２－１５Ｕnufaビル３階
098-943-4355
904-2163 沖縄県沖縄市大里１－２－７マルトモアパート１０１
098-937-9808
901-2125 沖縄県浦添市仲西３－１５－２フェニックス２１－２Ｆ
098-870-7701
901-2125 沖縄県浦添市仲西１－３－２５フロンテージ仲西５０６号室
098-943-3646
902-0076 沖縄県那覇市字与儀２１０メゾン城真Ⅲ１０１
098-836-7500
901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾２－２２－１１コーポサンライズ３０３号室
098-892-3755
900-0036 沖縄県那覇市西１－１９－７フェア－ビル８Ｆ
098-861-4515
902-0071 沖縄県那覇市繁多川２－１－６２石田アパート３０２
098-911-3828
902-0076 沖縄県那覇市与儀２－１２－１山城アパ－ト１０２
098-832-1046
907-0022 沖縄県石垣市字大川２４５丸ビルＪＯＹワールドＢ号
0980-87-0488
900-0002 沖縄県那覇市曙２－８－３３嘉数ビル１０１号室
098-861-2655
903-0822 沖縄県那覇市首里桃原町２－１－６
098-894-8223
904-0012 沖縄県沖縄市安慶田４－１２－９仲村アパート２０１
098-933-8343
900-0016 沖縄県那覇市前島１－５－１５桑江ビル１Ｆ
098-943-4844
900-0034 沖縄県那覇市東町１１－１２302
098-869-7000
902-0067 沖縄県那覇市安里３６５渡名喜ビル３Ｆ
098-884-1600
900-0021 沖縄県那覇市泉崎１－１３－６ロイヤルマンション泉崎２０１ Ａ号室 098-988-1659

