
令和5年3月31日現在

商号 郵便番号 住所 協会員番号

1 アークサービス株式会社 東京都知事 (1)31820 105-0004 東京都港区新橋６－２２－６　　JOYOビル６Ｆ

2 株式会社アークファイナンス 栃木県知事 (5)01102 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り３－１－１　薄井ビル３Ｆ 第005444号

3 有限会社アーバン・サポート 東京都知事 (4)31432 171-0021 東京都豊島区西池袋５－１２－７　ＮＧＳビル１Ｆ１０２号室

4 アーバンライズ 大阪府知事 (2)12998 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺２－１－２２　２Ｆ 第006070号

5 アーユー株式会社 香川県知事 (12)00355 760-0062 香川県高松市塩上町１－３－３２　 第002361号

6 ＲＫＤエンカレッジファンド投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31840 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　　大手町フィナンシャルシティサウスタワー２９Ｆ会議室29Ｓ2

7 アールズ 東京都知事 (11)11310 105-0021 東京都港区東新橋２－１０－２　中銀新橋マンシオン９０１号

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

9 アイ・フィットホーム株式会社 石川県知事 (3)00954 920-0847 石川県金沢市堀川町２３－２３　

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

11 アイアム株式会社 長崎県知事 (14)00006 852-8108 長崎県長崎市川口町２－１４　 第000412号

12 株式会社アイエスアイ 東京都知事 (1)31903 102-0093 東京都千代田区平河町１－６－４　Ｈ1Ｏ平河町４０１号

13 株式会社アイ・エス・オー 東京都知事 (2)31774 153-0064 東京都目黒区下目黒５－１５－３　１F

14 アイカ産業株式会社 愛知県知事 (1)04215 486-0916 愛知県春日井市八光町４－９１－１　 第006129号

15 株式会社アイカム 愛知県知事 (6)04141 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内１－１３－１１　ジャルダン桜橋９Ａ 第003067号

16 株式会社愛銀ディーシーカード 東海財務局長 (13)00038 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－２２－２０　愛知銀行名古屋駅前ビル五階 第001155号

17 アイクレジット株式会社 高知県知事 (6)01511 780-0822 高知県高知市はりまや町１－１０－２１　 第005325号

18 アイコム 三重県知事 (5)02003 510-0067 三重県四日市市浜田町１２－９　 第005640号

19 有限会社アイサポートセンター 大阪府知事 (7)12223 590-0079 大阪府堺市堺区新町５－３２　新町ビル２Ｆ２０４号室 第001997号

20 アイシン 山口県知事 (8)01128 750-0023 山口県下関市長崎新町１１－１　 第000884号

21 アイ信販株式会社 長野県知事 (松8)01056 390-0815 長野県松本市深志１－２－３３　IMビル４F 第001325号

22 アイ信販 愛知県知事 (6)04153 457-0005 愛知県名古屋市南区桜台1-1-16　サントピア桜台１Ａ 第003407号

23 アイセイクレジット 福岡県知事 (6)08547 811-1302 福岡県福岡市南区井尻４－１－１　杉村ビル２Ｆ

24 アイタ 福島県知事 (7)01841 970-8026 福島県いわき市平字鍛冶町２－１　 第005769号

25 愛知クレジットサービス株式会社 愛知県知事 (14)00842 466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金３－１８－２６　 第002710号

26 愛知和光商事株式会社（ワコーファイナンス） 愛知県知事 (14)00159 466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通５－９－１　 第002456号

27 ＩＴｌｏａｎ株式会社 東京都知事 (1)31793 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２４　豊洲フォレシア９Ｆ 第006126号

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

29 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） 東京都知事 (4)31399 141-0031 東京都品川区西五反田２－２４－４　ＷＥＳＴ　ＨＩＬＬビル５Ｆ 第006016号

30 ＩＢＪファイナンシャルアドバイザリー株式会社 東京都知事 (1)31877 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　 第006209号

31 株式会社アイビーネット 近畿財務局長 (5)00811 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５－１４－５　　 第003115号

32 アイフル株式会社 近畿財務局長 (14)00218 600-8420 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１－１　 第002228号

33 有限会社アイベックス 愛知県知事 (6)04079 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１－２１－２７　泉ファーストスクエア８階 第005216号

34 株式会社アイム 京都府知事 (5)03416 615-0014 京都府京都市右京区西院巽町１－２　京都ビル３Ｆ

35 有限会社アイリス 愛媛県知事 (9)01772 790-0014 愛媛県松山市柳井町２－１９－８　　ミツモトビル２Ｆ 第001744号

36 有限会社アオイ 神奈川県知事 (8)04348 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－３４－８　パークノヴァ横浜五番館１０１号室 第005029号

37 一般社団法人あおい福祉ＡＩ研究所 東京都知事 (1)31867 110-0016 東京都台東区台東１－１３－１１　森本ビル１０１号室

38 一般社団法人ＡＯＫＩグループ共済会 神奈川県知事 (4)05036 224-8588 神奈川県横浜市都筑区葛が谷６－５６　ＡＯＫＩホールディングス本社ビル４階 第005707号

39 あおぎんカードサービス株式会社 東北財務局長 (13)00052 030-0862 青森県青森市古川１－１６－１６　青森銀行古川ビル４階 第001062号

40 株式会社青森日商連 青森県知事 (14)00378 030-0822 青森県青森市中央一丁目１番２９号　

41 株式会社青山キャピタル 中国財務局長 (8)00119 720-0043 広島県福山市船町８－１４　 第001581号

42 株式会社秋田グランドリース 秋田県知事 (7)00715 010-0921 秋田県秋田市大町２－４－４４　

43 株式会社秋田国際カード 東北財務局長 (11)00086 010-0921 秋田県秋田市大町１－３－８　 第000563号

44 株式会社秋田ジェーシービーカード 東北財務局長 (13)00059 010-0921 秋田県秋田市大町２－４－４４　秋田第一ビルディング内 第001671号

45 株式会社秋田商店会クレジット 秋田県知事 (14)00046 010-0922 秋田県秋田市旭北栄町２－３７　 第000990号

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

47 秋山商事 大阪府知事 (13)03373 567-0009 大阪府茨木市山手台７－１８－１０　 第001512号

48 株式会社アクア 新潟県知事 (5)01528 950-0901 新潟県新潟市中央区弁天３－３－５　新潟マンション２０７ 第005317号

49 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 東京都知事 (6)30997 108-0072 東京都港区白金１－１７－３　ＮＢＦプラチナタワー１４Ｆ 第003689号

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

51 株式会社アクティブスターファイナンス 東京都知事 (1)31920 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 第006249号

52 アクティブ・バンク 大阪府知事 (6)12773 541-0053 大阪府大阪市中央区本町１－２－１　本町リバーサイドビル６階

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

54 アクリーティブ株式会社 東京都知事 (1)31874 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１７Ｆ

55 株式会社アコーディア・ゴルフ 東京都知事 (1)31853 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－４　品川シーサイドパークタワー９Ｆ・１０Ｆ

56 株式会社アコール 愛知県知事 (4)04202 460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-10-11　クリエイトセンタービル3階B号室 第005809号

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

58 朝倉ファイナンス株式会社 愛媛県知事 (6)02193 799-1602 愛媛県今治市山口甲３５－６　

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

60 アサヒ 福岡県知事 (8)07356 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野３－１－１６－３０５　

61 旭アビエーション株式会社 東京都知事 (1)31895 103-0004 東京都中央区東日本橋２－１５－７　デュープレックスポーション１１０２号

62 旭化成ホームズフィナンシャル株式会社 東京都知事 (7)28462 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 第000488号

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

64 朝日商事株式会社 広島県知事 (13)00484 730-0043 広島県広島市中区富士見町７－５　

65 朝日新聞総合サービス株式会社 東京都知事 (6)29338 104-8011 東京都中央区築地５－３－２　　朝日新聞東京本社本館８Ｆ

66 アサヒ信用 京都府知事 (6)03375 601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町５０－１　 第005649号

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

68 朝日ファイナンス 京都府知事 (9)02580 606-8003 京都府京都市左京区山端川原町７－７　ロータリーマンション修学院４０１号 第003510号
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商号 郵便番号 住所 協会員番号登録番号

69 朝日リース株式会社 群馬県知事 (8)01084 370-0073 群馬県高崎市緑町１－３－３　プロトＵビル２Ｆ 第002048号

70 ＡＳＩＡアジアホールディングス株式会社 福岡県知事 (1)08690 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－３－２１　 第006158号

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

72 株式会社明日の医療 東京都知事 (1)31803 104-0031 東京都中央区京橋１－６－１　三井住友海上テプコビル７Ｆ

73 アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社 東京都知事 (6)29520 104-0033 東京都中央区新川１－１７－１８　白鹿茅場町ビル４Ｆ

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

75 株式会社アジレスト 大阪府知事 (2)12999 530-0044 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 第006073号

76 アスカ 京都府知事 (14)00259 604-8824 京都府京都市中京区壬生高樋町２０－９　２Ｆ 第004240号

77 株式会社アスカ興業 北海道知事 (5)石03044 007-0890 北海道札幌市東区中沼町７９番地１　

78 飛鳥交通株式会社 東京都知事 (2)31665 160-0022 東京都新宿区新宿６－２７－４８　飛鳥ビル５Ｆ

79 株式会社アスコット 東京都知事 (1)31931 150-0001 東京都渋谷区神宮前３－１－３０　Ｄａｉｗａ青山ビル６Ｆ

80 株式会社アスト 四国財務局長 (6)00091 790-0012 愛媛県松山市湊町５－５－７　双和第３市駅前ビル５階 第005244号

81 株式会社アスマイル 神奈川県知事 (4)05041 231-0032 神奈川県横浜市中区不老町１－２－１　中央第６関内ビル８Ｆ　８０２号室 第005811号

82 株式会社東産業 宮崎県知事 (14)00211 880-0002 宮崎県宮崎市中央通４－７　ケネディビル５F 第006196号

83 株式会社アセット 宮崎県知事 (6)01779 880-0806 宮崎県宮崎市広島二丁目５番１６号日本興亜宮崎ビル８階　

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

85 株式会社麻生 福岡県知事 (6)08435 820-0018 福岡県飯塚市芳雄町７－１８　

86 株式会社アップス 近畿財務局長 (5)00812 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町１－１－８　新神戸ＳＯＵＴＨＥＲＮビル８Ｆ 第005565号

87 株式会社アップルレンド 東京都知事 (2)31643 106-0046 東京都港区元麻布３－２－１３　スタイル元麻布Ｂ１Ｆ　１０１号室

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

89 有限会社アトム・コミュニケーションズ 山口県知事 (7)01465 751-0853 山口県下関市川中豊町７－１４－６　

90 アトラス 沖縄県知事 (2)04249 907-0014 沖縄県石垣市新栄町２６－１９　杉本アパート２０３号室 第006101号

91 アトラファイナンス株式会社 大阪府知事 (2)12995 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀４－６－９　大嘉ビル３Ｆ 第006031号

92 株式会社穴吹インシュアランス 香川県知事 (1)00656 760-0026 香川県高松市磨屋町８－１　あなぶき磨屋町ビル５Ｆ 第006214号

93 株式会社ａｎｅｗ 東京都知事 (1)31832 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 第006156号

94 ＡＰＡＭＡＮ株式会社 東京都知事 (3)31627 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１９Ｆ

95 アバンダンティアファンディング株式会社 東京都知事 (1)31927 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 第006250号

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

97 株式会社アビックグループ 東京都知事 (3)31612 107-0052 東京都港区赤坂１－３－１８　　ＤＧ２２ビル８Ｆ

98 株式会社アプラス 近畿財務局長 (5)00810 556-8535 大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３　１７Ｆ 第005541号

99 アプリ株式会社 東京都知事 (4)31409 101-0051 東京都千代田区神田神保町２－２　神田神保町二丁目ビル５０１

100 アペルト（ＡＰＥＲＴＯ） 広島県知事 (10)01983 727-0012 広島県庄原市中本町１－７－２２　 第002398号

101 株式会社アミーゴ 東京都知事 (5)31342 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 第005698号

102 株式会社アムザ 福岡県知事 (2)08682 810-0001 福岡県福岡市中央区天神３－１－１３　浦島ビル５階 第006007号

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

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

105 株式会社アユミ 大阪府知事 (10)08739 590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町２－１－１５　エスト瓦町ビル２Ｆ 第002218号

106 株式会社アライ 北海道知事 (11)網00263 099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南３－２－６　 第000428号

107 アライアンス株式会社 東京都知事 (2)31751 183-0055 東京都府中市府中町１－６－９　商道ビル４Ｆ

108 アライアンスパートナーズ株式会社 東京都知事 (5)31114 163-6034 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３４Ｆ事務室３

109 株式会社アライドライフ 東京都知事 (4)31434 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）） 第006222号

110 株式会社アルカ 東京都知事 (5)31369 104-0061 東京都中央区銀座２－１３－１９　

111 株式会社アルク 大阪府知事 (6)12824 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１－２００　大阪駅前第１ビル２Ｆ１４号

112 アルククレジット 広島県知事 (9)02237 720-0815 広島県福山市野上町３－１－１　藤原ビル２階

113 株式会社アルクレイン 岡山県知事 (1)02157 710-0055 岡山県倉敷市阿知２－２１－１２　 第000120号

114 株式会社アルコシステム 中播磨県民ｾﾝﾀｰ長 (14)50158 670-0903 兵庫県姫路市立町８２　日本ビジネスビル３階

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

116 アルトファイナンス 岡山県知事 (8)01878 700-0901 岡山県岡山市北区本町２－２３　錦ビル３Ｆ 第002962号

117 Ａｌｂａクレジット株式会社 群馬県知事 (5)01216 373-0851 群馬県太田市飯田町７０１－２　ＭＯＢビル２階 第005652号

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

119 有限会社アルビファイナンス 福岡県知事 (13)02982 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－６－９　青柳ビル２Ｆ 第005618号

120 アルファ株式会社 福井県知事 (9)00551 916-0018 福井県鯖江市幸町１－１－１　 第004184号

121 アルファ 沖縄県知事 (8)03405 901-2114 沖縄県浦添市安波茶１－２－１０　１Ｆ　１０８号室　マンション安波茶 第002805号

122 アルファノート株式会社 東京都知事 (2)31713 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 第006055号

123 株式会社アロー 愛知県知事 (5)04195 454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑２－１４４　高畑ＫＭビル５階 第005786号

124 阿波銀カード株式会社 四国財務局長 (12)00057 770-0901 徳島県徳島市西船場町２－１２　 第000319号

125 阿波銀リース株式会社 徳島県知事 (13)00148 770-8053 徳島県徳島市沖浜東３－４６　

126 アンクレット 宮城県知事 (2)02285 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町２－１１－２７　日吉第二ビル２Ｆ 第006044号

127 株式会社アンサー 山口県知事 (6)01500 745-0015 山口県周南市平和通２－３８　銀和ビル３階 第001529号

128 株式会社ＡＭＢＩＥＮＣＥ 東京都知事 (1)31898 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３－７－６　茅場町スクエアビル７Ｆ

129 有限会社イーエフ・ティー 大阪府知事 (8)10717 542-0081 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 第000290号

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

131 株式会社イー・キャンパス 東京都知事 (7)25002 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－４－１６　ＭＫビル４Ｆ 第005697号

132 イーグル株式会社 東京都知事 (7)28444 166-0003 東京都杉並区高円寺南４－４５－７　一番館ビル７０１

133 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 (6)00168 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 第003020号

134 株式会社イーソリューション 神奈川県知事 (4)05042 212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町４－７　ルミナスビル２０２号室 第005822号

135 ｉＹｅｌｌＢａｎｋ株式会社 東京都知事 (1)31923 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 第006254号

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

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

138 株式会社池田泉州ＪＣＢ 近畿財務局長 (13)00331 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２－１　 第002528号
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139 株式会社池田泉州ＤＣ 近畿財務局長 (11)00496 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２－１　 第000890号

140 株式会社池田泉州ＶＣ 近畿財務局長 (11)00508 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２－１　 第000889号

141 池田泉州リース株式会社 大阪府知事 (1)13015 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４－５－３６　ＯＮＥＳＴ新大阪スクエア８Ｆ 第006189号

142 有限会社伊佐信販 鹿児島県知事 (10)01167 890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田２－４０－９　田口ビル２Ｆ 第002990号

143 伊勢崎ファイナンス 愛知県知事 (5)04197 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種３－２９－８　ライフステージ吹上中駒ビル３Ｆ

144 株式会社いせやコーポレーション 群馬県知事 (6)01199 372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町２１９番地４　

145 有限会社イチエイ世紀根商事（ローンズ世紀根） 北海道知事 (10)小00125 047-0024 北海道小樽市花園３－１－８　　栄会館２階 第002994号

146 いちご地所株式会社 東京都知事 (5)31059 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１７Ｆ（Ａ－３）

147 株式会社一条住宅ローン 東海財務局長 (3)00171 432-8006 静岡県浜松市西区大久保町１２２７－６　 第005860号

148 有限会社一ノ瀬商事 長崎県知事 (14)00110 850-0905 長崎県長崎市籠町２－２４　 第003585号

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

150 壱福 福岡県知事 (8)07625 807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２７６０　 第005590号

151 株式会社井筒屋ウィズカード 福岡財務支局長 (11)00104 802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町１－１　 第001559号

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

153 株式会社イデラ　キャピタルマネジメント 東京都知事 (6)29371 107-0052 東京都港区赤坂２－５－１　Ｓ－ＧＡＴＥ赤坂山王４Ｆ

154 伊藤忠トレジャリー株式会社 東京都知事 (3)31632 107-0061 東京都港区北青山２－５－１　伊藤忠東京本社ビル11Ｆ　Ｎ－７

155 稲築ローン 福岡県知事 (4)08663 820-0201 福岡県嘉麻市漆生１４７７－１　

156 いばらき創生ファンド投資事業有限責任組合 東京都知事 (3)31563 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　　大手町フィナンシャルシテイ　サウスタワー

157 株式会社いよぎんディーシーカード 四国財務局長 (12)00049 790-0003 愛媛県松山市三番町４－１２－１　いよぎん三番町ビル２Ｆ 第001819号

158 いよぎんリース株式会社 愛媛県知事 (13)00553 790-0067 愛媛県松山市大手町２－５－４１　

159 伊予成長支援２号投資事業有限責任組合 香川県知事 (1)00655 760-0050 香川県高松市亀井町５－１　百十四ビル　１４階　株式会社日本政策投資銀行四国支店内小会議室２

160 株式会社いよてつカードサービス 愛媛県知事 (2)02204 790-0012 愛媛県松山市湊町６－６－１　 第001915号

161 入江倉庫株式会社 福岡県知事 (14)00004 812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町１０－２２　観音ビル１階 第001880号

162 株式会社いわぎんクレジットサービス 東北財務局長 (12)00075 020-0021 岩手県盛岡市中央通１－２－３　 第000577号

163 株式会社いわぎんディーシーカード 東北財務局長 (12)00074 020-0021 岩手県盛岡市中央通１－２－３　 第001260号

164 岩谷興産株式会社 大阪府知事 (14)02784 541-0053 大阪府大阪市中央区本町３－６－４　本町ガーデンシティビル５Ｆ５０５号

165 いわて飛躍応援投資事業有限責任組合 宮城県知事 (2)02287 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－６－３５　

166 インヴァストキャピタルマネジメント株式会社 東京都知事 (5)31056 103-0004 東京都中央区東日本橋２－１３－２　光陽東日本橋ビル１Ｆ 第005235号

167 インスタキャッシュ株式会社 東京都知事 (2)31684 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 第006029号

168 ＩＮＳＯＵファイナンス株式会社 大阪府知事 (4)12966 550-0013 大阪府大阪市西区新町３－６－１０　ＩＮＳＯＵビル４Ｆ 第005712号

169 Ｉｎｔｅｒ　Ｂａｎｋ 岡山県知事 (2)02156 712-8059 岡山県倉敷市水島西常盤町１２－１５　 第006123号

170 インテグラル株式会社 東京都知事 (5)31154 100-6610 東京都千代田区丸の内１－９－２　グランドトウキョウ　サウスタワー１０Ｆ　Ａ号室

171 インテグラル３号投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31674 100-6610 東京都千代田区丸の内１－９－２　グラントウキョウ　サウスタワー１０Ｆ　７号室

172 インテグラル４号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31868 100-6610 東京都千代田区丸の内１－９－２　グラントウキョウサウスタワー１０Ｆ　５号室

173 株式会社インフィニティ 沖縄県知事 (3)04222 900-0002 沖縄県那覇市曙１－６－３３　愛和マンション４－Ａ 第005889号

174 株式会社インフィニティエージェント 東京都知事 (1)31833 101-0051 東京都千代田区神田神保町３－２－３　　Ｄａｉｗａ神保町３丁目ビル３Ｆ

175 株式会社インベスト 北海道知事 (4)石03053 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西３－１　札幌駅前合同ビル７Ｆ 第005737号

176 株式会社ヴァルキリーキャピタル 東京都知事 (2)31735 107-0062 東京都港区南青山５－４－３０　emergence aoyama complex３Ｆ

177 ウイズクレジット株式会社 長崎県知事 (6)01207 850-0057 長崎県長崎市大黒町７－１０　ワタナベビル２階 第005327号

178 株式会社ウィングス 大阪府知事 (6)12797 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋２－２－１１　大和今橋ビル７Ｆ 第001415号

179 株式会社ウインズ 高知県知事 (5)01515 780-0822 高知県高知市はりまや町１－５－３０　カゲヤマビル４Ｆ

180 ウィンバーズ 沖縄県知事 (3)04220 902-0064 沖縄県那覇市寄宮１４４－３　Ｓ、ヴィレッジ町田１F　１０１号室 第005864号

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

182 上原金融 沖縄県知事 (12)00937 904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜５６２番地の２　

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

184 ウェルズ・ファーゴ証券株式会社 東京都知事 (4)31481 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２４Ｆ　２４０１

185 ＷＡＳＨＨＯＵＳＥフィナンシャル株式会社 宮崎県知事 (2)01794 880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町１６４　 第006039号

186 株式会社ウツミ屋総合サービス 広島県知事 (7)02519 730-0032 広島県広島市中区立町２－３０　 第000811号

187 Ａ＆ＫＣメディカル１号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31860 107-0062 東京都港区南青山３－１０－４３　きらぼし銀行本店ビル８Ｆ

188 一般社団法人ＡＮＧ 福岡県知事 (5)08577 803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀１－２５－３　101

189 栄光商事株式会社 神奈川県知事 (14)00052 243-0432 神奈川県海老名市中央１－１９－２５　 第002893号

190 エイシン産業株式会社 北海道知事 (12)石03056 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西6丁目　札幌北辰ビル9階 第001714号

191 栄信商会 福岡県知事 (10)06176 807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松５－１８６８－１　 第004374号

192 株式会社エイチ・アイ・エス 東京都知事 (5)31238 105-0001 東京都港区虎ノ門４－１－１　神谷町トラストタワー５Ｆ

193 ＨＳＢＣ証券株式会社 東京都知事 (1)31888 103-0027 東京都中央区日本橋３－１１－１　ＨＳＢＣビルディング４Ｆ

194 ＨＳホールディングス株式会社 東京都知事 (3)31589 105-0001 東京都港区虎ノ門５－１１－１　オランダヒルズ森タワーＲｏＰ１３０７号室

195 株式会社ＨＮファイナンス 大阪府知事 (2)13004 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－８－３５　四ツ橋鴻池ビル６Ｆ６０１号室 第006094号

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

197 エイト商事 沖縄県知事 (5)04147 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 第005492号

198 株式会社エイトワン 大阪府知事 (5)12920 590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町１－３－７　りあん堺東ビル３Ｆ

199 エイペックスグループ信託株式会社 東京都知事 (5)31232 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４０Ｆ

200 株式会社エイワ 関東財務局長 (14)00154 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－７－１２　 第001053号

201 A＆KCメザニン・ファイナンス１号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31842 107-0062 東京都港区南青山３－１０－４３　　きらぼし銀行本店ビル８Ｆ

202 株式会社ＡＡＩフィナンシャルサービス 大阪府知事 (2)13000 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜３－１－１４　タカラ淀屋橋ビル９０１号 第006077号

203 ＡＳＧ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都知事 (3)31581 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテル本館５Ｆ　５０７

204 株式会社ＡＳＪ 埼玉県知事 (5)03861 332-0017 埼玉県川口市栄町３－２－１６　５Ｆ　

205 ＡＮＺ証券株式会社 東京都知事 (1)31932 100-6333 東京都千代田区丸の内２－４－１　丸の内ビルディング３３Ｆ　３３１６号室、３３１７号

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

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

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

＊アイウエオ順
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209 ＡＧメディカル株式会社 関東財務局長 (1)01521 105-0014 東京都港区芝２－３１－１９　 第006168号

210 エース 岡山県知事 (5)02151 700-0902 岡山県岡山市北区錦町６－１０　久世ビル２階

211 エース株式会社 神奈川県知事 (4)05040 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-2　 第005801号

212 エースファイナンス 愛知県知事 (5)04172 440-0074 愛知県豊橋市上伝馬町１７　パークビル５Ｆ 第005446号

213 株式会社エースフィナンシャル 茨城県知事 (4)60009 317-0073 茨城県日立市幸町１－５－１４　　みどりやビル２F 第005791号

214 ＡＺ株式会社 京都府知事 (5)03407 600-8383 京都府京都市下京区大宮通綾小路下ル綾大宮町５０　アヤノビル４Ｆ 第005562号

215 Ａ．Ｂ．Ｉ株式会社 関東財務局長 (1)01523 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 第006178号

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

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

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

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

220 エール 福井県知事 (6)00649 910-0006 福井県福井市中央１－２２－７　西脇ビル１Ｆ 第002302号

221 有限会社エール 山口県知事 (8)01375 754-0011 山口県山口市小郡御幸町４－１９　東川ビル３０１号 第001566号

222 株式会社エクセル 神奈川県知事 (13)00972 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１－８　日石横浜ビル１１Ｆ 第001789号

223 株式会社エクセル 大分県知事 (5)01358 870-0021 大分県大分市府内町１－２－２　大分トレンドビル４階 第005667号

224 株式会社エクセル 福岡県知事 (5)08636 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２－５－１０　ＴＫビル９Ｆ 第005568号

225 エクセル・コーポレーション 埼玉県知事 (川10)00454 350-1162 埼玉県川越市南大塚１－６－８　白石ビル２Ｆ

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

227 エコー信販株式会社 北海道知事 (5)石03045 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西８－５－１　ダイナスティパレス５８－１０３ 第005570号

228 エスアイエフ株式会社 大阪府知事 (5)12866 577-0012 大阪府東大阪市長田東３－１－１７　 第005509号

229 エス・エイチ・サービス株式会社 東京都知事 (11)11570 170-0003 東京都豊島区駒込４－７－５－６０１　フェアロージュ駒込

230 ＳＦビルサポート株式会社 東京都知事 (2)31652 100-0066 東京都千代田区有楽町１－２－２　東宝日比谷ビル８Ｆ

231 株式会社エス・エム・エスフィナンシャルサービス 東京都知事 (2)31712 105-0011 東京都港区芝公園２－１１－１　住友不動産芝公園タワー７Ｆ 第006051号

232 ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社 東京都知事 (1)31797 100-8245 東京都千代田区丸の内１－３－２　三井住友銀行東館１２Ｆ

233 ＳＭＣ商事株式会社 東京都知事 (12)07960 104-0033 東京都中央区新川２－２６－３　住友不動産茅場町ビル２号館４Ｆ

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

235 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 関東財務局長 (5)01471 100-0005 東京都千代田区丸の内３－３－１　

236 ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 東海財務局長 (14)00166 460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内３－２３－２０　 第000007号

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

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

239 株式会社エス・オー・ダブリュー 東京都知事 (6)29991 103-0023 東京都中央区日本橋本町４－４－２　東山ビルディング１２Ｆ－Ａ

240 株式会社エスクード 東京都知事 (6)30901 101-0051 東京都千代田区神田神保町３－２５－１１　喜助九段７０３号

241 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 東京都知事 (5)31359 100-0004 東京都千代田区大手町２－２－１　新大手町ビル４Ｆ

242 エスクローファイナンス株式会社 東京都知事 (2)31748 160-0004 東京都新宿区四谷４－２４－２６　御苑ハイム４０９号

243 エスケイファイナンス株式会社 大阪府知事 (9)10107 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５－８－１　生和コーポレーションビル４階

244 株式会社ＳＫトラスト 近畿財務局長 (14)00819 530-0054 大阪府大阪市北区南森町２－１－２１　 第000052号

245 株式会社エスシー倶楽部 大阪府知事 (5)12851 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３－１０－１９　銀泉心斎橋ビル８Ｆ 第002783号

246 株式会社エステートファイナンス 福岡県知事 (7)08277 810-0012 福岡県福岡市中央区白金２－１－１７　

247 ＳＢＩアートオークション株式会社 東京都知事 (4)31487 135-0063 東京都江東区有明３－６－１１　東京ファッションタウンビル東館６Ｆ

248 ＳＢＩインキュベーション株式会社 東京都知事 (5)31324 106-6020 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー２０Ｆ

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

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

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

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

253 ＳＢＩホールディングス株式会社 東京都知事 (8)22165 106-6020 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー２０Ｆ

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

255 ＳＢＩリーシングサービス株式会社 東京都知事 (2)31678 106-6014 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー１４Ｆ

256 ＳＰＣアセットマネジメント株式会社 東京都知事 (6)31021 104-6591 東京都中央区明石町８－１　聖路加タワー３２Ｆ３２０５号、４０Ｆ－Ａ

257 エスピーシー証券株式会社 東京都知事 (6)30343 104-6591 東京都中央区明石町８－１　

258 株式会社エスファイナンス 山口県知事 (5)01513 745-0031 山口県周南市銀南街４　 第005556号

259 株式会社ＳＹＤ 東京都知事 (2)31761 110-0008 東京都台東区池之端１－１－１　ＭＫ池の端ビル４Ｆ

260 株式会社エタン 東京都知事 (2)31683 106-0032 東京都港区六本木５－１４－３４　鳥居坂ハウス２０２－ａ

261 エッジ株式会社 東京都知事 (1)31861 187-0045 東京都小平市学園西町1－20－7　水野ビル２F

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

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

264 エヌエスパートナーズ株式会社 東京都知事 (4)31420 105-0012 東京都港区芝大門２－５－５　住友芝大門ビル６Ｆ

265 エヌエスリース株式会社 東京都知事 (4)31389 105-5135 東京都港区浜松町２－４－１　世界貿易センタービル南館３４Ｆ

266 株式会社エヌケーシー 中国財務局長 (14)00036 680-8555 鳥取県鳥取市戎町４７１　 第001954号

267 Ｎ．Ｋ．Ｃ 沖縄県知事 (1)04255 901-2214 沖縄県宜野湾市我如古２－２７－２　丸里荘３０２号室 第006167号

268 株式会社エヌシーおおだて 秋田県知事 (4)00724 017-0044 秋田県大館市御成町３－５－５６　 第001647号

269 ＮＣカード株式会社 北海道知事 (14)十00053 080-0015 北海道帯広市西５条南１４－５　 第001645号

270 株式会社エヌシーガイドショップ 鹿児島県知事 (14)00179 892-8688 鹿児島県鹿児島市東千石町２－３０　 第002120号

271 株式会社エヌシーくまもと 熊本県知事 (4)02433 860-8622 熊本県熊本市中央区坪井２－２－４２　 第002172号

272 株式会社エヌ・シー・ビー 高知県知事 (4)01517 780-8527 高知県高知市本町２－３－４　 第000087号

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

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

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

276 ＮＰＯバンク吉備郷学振興会 岡山県知事 (T3)02154 719-1131 岡山県総社市中央２－１－１　 第005937号

277 Ｎ－ＭＥＺ投資事業有限責任組合１号 東京都知事 (2)31775 100-0004 東京都千代田区大手町２－１－１　大手町野村ビル２３Ｆ

278 投資事業有限責任組合 Ｅｖｅｒｇｌｏｒｙ　Ｄｅｂｔ  Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｉ 東京都知事 (2)31730 100-0005 東京都千代田区丸の内２－２－１　　岸本ビルヂング５Ｆ
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279 株式会社エバーレンディング 近畿財務局長 (3)00816 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－２０－９　中島ビル５F 第005879号

280 株式会社エバーレンディング東北 岩手県知事 (5)00983 020-0021 岩手県盛岡市中央通１－８－１３　中央ビル２階１ 第005392号

281 えびす商事 兵庫県東播磨県民局長 (14)30083 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原４６８－６　 第001029号

282 エビスファイナンス 岡山県知事 (5)02150 700-0825 岡山県岡山市北区田町１－１－１　チサンマンション岡山３０２ 第005574号

283 株式会社愛媛ジェーシービー 四国財務局長 (13)00040 790-0878 愛媛県松山市勝山町２－４－７　 第000147号

284 株式会社ＦＦＧカード 福岡財務支局長 (12)00169 819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南１－７－１　 第001850号

285 ＦＦＧリース株式会社 福岡財務支局長 (1)00177 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－１　

286 エフケイ 大阪府知事 (3)12989 561-0802 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 第005951号

287 Ｆ．Ｋファイナンス 岡山県知事 (11)01263 709-0811 岡山県赤磐市高屋４１０－２　

288 株式会社ＦＰＧ 東京都知事 (1)31841 100-7029 東京都千代田区丸の内２－７－２　　ＪＰタワー２９Ｆ

289 株式会社エフワン 福岡県知事 (7)08241 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲１－３－１４　 第002820号

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

291 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　ＪＡＰＡＮ　アセットマネジメント株式会社 東京都知事 (4)31464 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１２Ｆ

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

293 株式会社エム・オー・エー基金 静岡県知事 (8)02222 413-0011 静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル３階

294 株式会社エム・アール・エフ 福岡財務支局長 (4)00173 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 第005731号

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

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

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

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

299 エムケーファイナンス 岐阜県知事 (9)1024 500-8238 岐阜県岐阜市細畑３－１３－１　 第001153号

300 ＭＣｏ５号投資事業組合 東京都知事 (2)31709 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－１３　東京建物日本橋ビル１１Ｆ　Ｂ号室

301 ＭＣｏ７号投資事業組合 東京都知事 (1)31879 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－１３　東京建物日本橋ビル１１Ｆ　Ｄ号室

302 ＭＣｏ４号投資事業有限責任組合 東京都知事 (3)31558 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－１３　東京建物日本橋ビル１１Ｆ　Ｃ号室

303 ＭＣｏ６号投資事業組合 東京都知事 (2)31733 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－１３　東京建物日本橋ビル１１Ｆ　Ａ号室

304 株式会社ＭＣＢ管理 大阪府知事 (4)12968 573-0048 大阪府枚方市山之上西町１－１　

305 ＭＣＰメザニン５投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31900 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－１　丸の内センタービルディング３Ｆ個室４

306 ＭＣＰメザニン４投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31746 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－１　丸の内センタービルディング３Ｆ　Meeting Room２

307 ＭＣＰメザニン４Ｔ投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31875 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－１　丸の内センタービルディング３Ｆ個室３

308 株式会社ＭＪＳ Ｆｉｎａｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　　 東京都知事 (1)31800 160-0004 東京都新宿区四谷４－２９－１　ＭＪＳビル５Ｆ

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

310 株式会社エムズクエスト 東京都知事 (6)30942 114-0001 東京都北区東十条６－６－４　

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

312 株式会社えるく 愛媛県知事 (3)02201 790-8588 愛媛県松山市千舟町３－３－８　 第000146号

313 株式会社エル・クレジット 東京都知事 (2)31723 160-0023 東京都新宿区西新宿３－１７－７　西新宿ＴＯＫビル　Ｂ１０２号室

314 株式会社ＬＢＩ 東京都知事 (4)31486 105-0003 東京都港区西新橋３－２５－３１　愛宕山ＰＲＥＸ３Ｆ

315 えん 東京都知事 (7)27774 154-0011 東京都世田谷区上馬２－２０－７　

316 株式会社エンゼルエンタープライズ 山形県知事 (5)00773 990-0073 山形県山形市大野目町中河原３２４　GLANZ大野目２０１ 第000450号

317 エンデバー・ユナイテッド株式会社 東京都知事 (1)31819 100-0005 東京都千代田区丸の内２－５－１　丸の内二丁目ビル６Ｆ

318 エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31726 100-0005 東京都千代田区丸の内２－５－１　丸の内二丁目ビル６Ｆ

319 有限会社オアシス 静岡県知事 (11)01765 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠１－１０－１４　 第000071号

320 株式会社大分カード 九州財務局長 (13)00028 870-0035 大分県大分市中央町２－９－２２　大分中央町ビルディング１階・２階 第000673号

321 おおいた自然エネルギーファンド投資事業有限責任組合 大分県知事 (4)01363 870-0823 大分県大分市東大道1-9-1　大分銀行宗麟館4階

322 おおいた中小企業支援４号ファンド投資事業有限責任組合 大分県知事 (1)01366 870-0823 大分県大分市東大道１－９－１　

323 大分リース株式会社 大分県知事 (13)00229 870-0035 大分県大分市中央町２－９－２２　大分中央町ビルディング６階

324 株式会社オークサービス 東京都知事 (5)31323 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 第005329号

325 株式会社ＯＣＳ 沖縄総合事務局長 (5)00017 900-8609 沖縄県那覇市松山２－３－１０　 第005474号

326 大久保商事 京都府知事 (14)00318 611-0031 京都府宇治市広野町西裏７１－５　 第002028号

327 有限会社大蔵商事 長崎県知事 (14)00001 850-0031 長崎県長崎市桜町８－３２　 第000279号

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

329 オークラヤ住宅株式会社 東京都知事 (13)05360 102-0083 東京都千代田区麹町４－５－２２　オークラヤ麹町ビル１、２Ｆ

330 株式会社ＯＫＢペイメントプラット 東海財務局長 (13)00047 503-0887 岐阜県大垣市郭町２－２５　 第001393号

331 大阪ガスファイナンス株式会社 大阪府知事 (8)10454 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町３－６－１４　アーバネックス備後町ビル６Ｆ

332 一般財団法人大阪府地域支援人権金融公社 大阪府知事 (T4)12972 552-0001 大阪府大阪市港区波除４－１－３７　ＨＲＣビル６Ｆ

333 株式会社大阪屋商事 青森県知事 (14)00031 030-0961 青森県青森市浪打一丁目１６番２０号　

334 株式会社オーシー 九州財務局長 (12)00046 870-0027 大分県大分市末広町２－３－２８　 第002154号

335 株式会社オーシー・ファイナンス 東京都知事 (12)09747 108-8502 東京都港区港南２－１５－２　品川インターシティＢ棟２１Ｆの一部

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

337 オーテック 東京都知事 (1)31834 176-0023 東京都練馬区中村北３－１５－１６　　タマルビル２F２０６号

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

339 株式会社オートバックスフィナンシャルサービス 東京都知事 (5)31246 135-0061 東京都江東区豊洲５－６－５２　ＮＢＦ豊洲キャナルフロント3Ｆ

340 オーネスト 中播磨県民ｾﾝﾀｰ長 (12)50639 670-0952 兵庫県姫路市南条２－１３３　ロイヤルビル２Ｆ 第006002号

341 有限会社大野商事 神奈川県知事 (11)02829 238-0007 神奈川県横須賀市若松町３－５　 第006232号

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

343 大村商事 福岡県知事 (10)06153 807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２３６７－１　

344 オール・スター 沖縄県知事 (6)04009 901-2206 沖縄県宜野湾市愛知２－１３－２７　ピアハウス１Ｆ 第005688号

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

346 岡三証券株式会社 東京都知事 (2)31782 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 第006118号

347 株式会社岡村商事 高知県知事 (4)01518 780-0824 高知県高知市城見町６－１　 第000092号

348 岡安商事株式会社 大阪府知事 (3)12991 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－３－８　 第005961号
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商号 郵便番号 住所 協会員番号登録番号

349 株式会社おきぎんジェーシービー 沖縄総合事務局長 (12)00006 900-8534 沖縄県那覇市泉崎１－１０－３　琉球新報社泉崎ビル８階 第001840号

350 株式会社オキ・コーポレーション 神奈川県知事 (1)05051 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町２－３－１５　 第006141号

351 沖新株式会社 沖縄県知事 (2)04250 901-0242 沖縄県豊見城市字高安３４０番地　 第006107号

352 一般社団法人沖縄県官公庁労働者共済会 沖縄県知事 (1)04254 900-0021 沖縄県那覇市泉崎２－１０５－１８　 第006165号

353 株式会社沖縄ローンセンター 沖縄県知事 (12)01278 900-0004 沖縄県那覇市銘苅２－２－７　 第003701号

354 奥田商事株式会社 愛知県知事 (5)04198 497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字六白１３１６　 第000012号

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

356 株式会社小野商店 岡山県知事 (14)00563 700-0824 岡山県岡山市北区内山下２－６－８　 第000962号

357 小畑平蔵商事株式会社 宮城県知事 (1)02289 980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町１－１－８　 第000209号

358 株式会社オフィス・アドバン 群馬県知事 (6)01202 376-0013 群馬県桐生市広沢町１－２７８９　 第002729号

359 株式会社オリーヴファイナンス 大阪府知事 (7)11546 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－２－７　堺筋木下ビル６Ｆ 第000935号

360 株式会社オリエンタルパートナーズ 東京都知事 (5)31062 154-0012 東京都世田谷区駒沢４－１９－１１　ノーブルアネックス４０２

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

362 オリオンクレジット株式会社 長野県知事 (長13)00299 382-0047 長野県須坂市大字幸高２４６　 第003577号

363 オリオントラスト株式会社 大阪府知事 (6)12628 531-0071 大阪府大阪市北区中津１－１８－１８　若杉ビル４０３号室

364 オリックス株式会社 関東財務局長 (14)00152 105-6135 東京都港区浜松町２－４－１　世界貿易センタービル南館

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

366 オリックス債権回収株式会社 東京都知事 (3)31594 105-0013 東京都港区浜松町２－３－１　日本生命浜松町クレアタワー１２Ｆ

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

368 株式会社カイカファイナンス 東京都知事 (4)31427 107-0062 東京都港区南青山５－１１－９　レキシントン青山ビル３Ｆ

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

370 有限会社香川不動産部 熊本県知事 (14)00037 860-0848 熊本県熊本市中央区南坪井町８－１７　 第001828号

371 柿原　崇志 熊本県知事 (5)02429 861-8066 熊本県熊本市北区清水亀井町２６－２５　 第005583号

372 角田土地開発 宮城県知事 (6)02248 981-1523 宮城県角田市梶賀字東南２３　 第000153号

373 株式会社鹿児島カード 九州財務局長 (13)00030 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町３－３　鹿児島銀行本店別館ビル８階 第000538号

374 かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31787 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１４F C5～6，D2～3号室

375 鹿児島リース株式会社 鹿児島県知事 (13)00401 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町３－３　鹿児島銀行本店別館ビル５階

376 ＫＡＺＡＭＡ株式会社 千葉県知事 (6)03845 260-0028 千葉県千葉市中央区新町１－６　ラポール千葉新町１０１号 第000062号

377 鹿島建設株式会社 東京都知事 (2)31646 107-8388 東京都港区元赤坂１－３－１　９Ｆ

378 鹿島リース株式会社 東京都知事 (4)31386 107-0051 東京都港区元赤坂１－６－６　安全ビル１５Ｆ、１６Ｆ

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

380 有限会社春日商事 徳島県知事 (13)00381 770-0021 徳島県徳島市佐古一番町９－１　　仁木ビル２Ｆ 第001924号

381 霞ヶ関キャピタル株式会社 東京都知事 (2)31747 100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－１　　霞ヶ関コモンゲート西館２２Ｆ

382 株式会社加瀬フィナンシャル 神奈川県知事 (1)05053 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１９－１１　加瀬ビル８８　６階６０１号室・６０２号室 第006193号

383 カタバミ・マネジメント・サービス株式会社 長野県知事 (松7)01110 390-0833 長野県松本市双葉８番１０号　

384 加藤　和男 神奈川県知事 (8)04605 259-0141 神奈川県足柄上郡中井町遠藤１３０　 第000906号

385 株式会社神奈中アカウンティングサービス 神奈川県知事 (6)04999 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町７－３５　升水記念市民図書館ビル４Ｆ

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

387 株式会社上組 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (7)12318 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号　

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

389 一般財団法人川崎市まちづくり公社 神奈川県知事 (3)05043 210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町３－４　 第005876号

390 株式会社カワノ・クォーク 東京都知事 (10)15902 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 第000690号

391 株式会社カワモト 愛媛県知事 (10)01616 791-8084 愛媛県松山市石風呂町４３５　

392 株式会社カンゲンコーポレーション 沖縄県知事 (3)04238 905-0021 沖縄県名護市東江１－３－１９　 第005959号

393 神田　尚賢 千葉県知事 (8)03089 273-0005 千葉県船橋市本町６－１５－１９　 第006127号

394 神田　秀雄 千葉県知事 (9)02766 273-0005 千葉県船橋市本町６－１５－１９　

395 神田ファイナンス株式会社 東京都知事 (12)09258 101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－２－４　７Ｆ 第005747号

396 株式会社関電Ｌ＆Ａ 大阪府知事 (7)12306 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４－８－１７　宇治電ビルディング８Ｆ

397 株式会社関東信販 埼玉県知事 (浦12)00633 332-0021 埼玉県川口市西川口１－１７－１９　坂本ビル４０１ 第000041号

398 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） 東京都知事 (2)31697 108-0014 東京都港区芝５－１９－７　ハイベール三田３０７ 第006045号

399 有限会社勘和（ソフトファイナンス　キャッスル） 熊本県知事 (13)00481 860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町４－２８　ＫＭ第８ビル２F

400 キーストンテイアンドワイ株式会社 大阪府知事 (6)12649 530-0034 大阪府大阪市北区錦町２－５　カレッジハウス天満駅前プラザ１階

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

402 菊池商事 青森県知事 (6)01707 035-0033 青森県むつ市横迎町１－１７－３９　 第001232号

403 きたぎんユーシー株式会社 東北財務局長 (12)00067 020-0063 岩手県盛岡市材木町２－２３　 第000575号

404 北保証サービス株式会社 北海道知事 (6)石03008 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西３丁目１番地　北海道建設会館４階　

405 北見クレジット 北海道知事 (5)渡00882 040-0011 北海道函館市本町２２－１　 第005612号

406 ぎふしん総合ファイナンス株式会社 岐阜県知事 (13)0589 500-8369 岐阜県岐阜市敷島町７－６６　

407 株式会社岐阜信販 岐阜県知事 (6)1175 500-8113 岐阜県岐阜市金園町１－１６　 第002609号

408 ぎふ中小企業支援３号ファンド投資事業有限責任組合 岐阜県知事 (2)1181 500-8842 岐阜県岐阜市金町８－１　

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

410 木村商事 北海道知事 (3)渡00883 049-3107 北海道二海郡八雲町本町１３２　 第005891号

411 キャタピラー・ファイナンス株式会社 神奈川県知事 (2)05047 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１　ＯＣＥＡＮ　ＧＡＴＥ　ＭＩＮＡＴＯ　ＭＩＲＡＩ　１２階

412 キャッシュセンタ－エイビイシイ 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (9)20565 661-0025 兵庫県尼崎市立花町１－１６－１９　

413 キャッシュローンアクティブ 静岡県知事 (11)01771 416-0915 静岡県富士市富士町１１－１５　 第000210号

414 キャッシングスミノエ 大阪府知事 (7)12121 559-0017 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 第001346号

415 キャッシングつばさ 中播磨県民ｾﾝﾀｰ長 (6)51329 670-0927 兵庫県姫路市駅前町３４３　ジョウエービル４Ｆ 第005103号

416 キャッシングとらすと 高知県知事 (2)01520 780-0833 高知県高知市南はりまや町１－３－１　エイトビル２階 第006034号

417 キャッシングのプラザ 静岡県知事 (5)02406 410-0801 静岡県沼津市大手町５－７－１　モラーダ１　５１９号室 第005639号

418 キャッシングメイト 大阪府知事 (9)10008 537-0003 大阪府大阪市東成区神路４－１０－２２　 第001887号
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419 キャッシングリーズ 静岡県知事 (8)02225 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町７－６　吉田ビル１階 第000140号

420 ＧＡＰ　ＡＣＣＥＳＳ株式会社 東京都知事 (1)31911 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１－２－１３　ＧＡＰ　ＶＩＴＡＬＩＴＹ　１　　１，２Ｆ

421 株式会社キャネット 北海道知事 (7)石02857 060-0042 北海道札幌市中央区大通西５－８　昭和ビル５階 第000696号

422 株式会社キャネット 近畿財務局長 (5)00813 600-8381 京都府京都市下京区黒門通四条下ル下り松町１５８　タワード四条１Ｆ 第005530号

423 株式会社キャネット 九州財務局長 (6)00127 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町1－２　大野屋ビル３階 第002131号

424 株式会社キャピタル 京都府知事 (13)00758 616-8431 京都府京都市右京区嵯峨鳥居本一華表町８－３　 第002854号

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

426 キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社 東京都知事 (2)31732 107-6031 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル３１Ｆ

427 キャンターフィッツジェラルド証券株式会社 東京都知事 (1)31826 107-6338 東京都港区赤坂５－３－１　　赤坂Ｂｉｚタワー３８Ｆ

428 ＱＲＩグロースサポートファンド投資事業有限責任組合 石川県知事 (1)00955 920-0031 石川県金沢市広岡三丁目１番１号　

429 株式会社キューコーリース 福岡財務支局長 (10)00117 810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１　

430 九州カード株式会社 福岡財務支局長 (13)00025 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 第001045号

431 株式会社九州しんきんカード 九州財務局長 (13)00025 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１０－３１　コスモス花畑町ビル 第001042号

432 九州日本信販株式会社 福岡財務支局長 (14)00012 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－６－１５　 第002506号

433 株式会社九州リースサービス 福岡財務支局長 (13)00032 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

434 株式会社共栄総合サービス 千葉県知事 (7)03772 292-0834 千葉県木更津市潮見３－１４－１　

435 株式会社紀陽カード 近畿財務局長 (11)00500 640-8033 和歌山県和歌山市本町４－４５　 第000259号

436 株式会社紀陽カードディーシー 近畿財務局長 (11)00498 640-8033 和歌山県和歌山市本町４－４５　 第000256号

437 京銀カードサービス株式会社 近畿財務局長 (12)00453 600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７３１　京都銀行　京都駅前ビル 第000684号

438 協同住宅ローン株式会社 関東財務局長 (6)01395 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 第005743号

439 京都クレジットサービス株式会社 近畿財務局長 (14)00212 600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下る　東塩小路町７３１ 第001841号

440 有限会社共立商事 長崎県知事 (14)00102 856-0834 長崎県大村市玖島３－６１９－１　 第001750号

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

442 共和証券株式会社 東京都知事 (2)31691 103-0026 東京都中央区日本橋兜町８－３　１Ｆ・３Ｆ

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

444 協和ファイナンス 宮城県知事 (9)01959 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－５２　朝日プラザ花京院７０３号 第003193号

445 共和物産株式会社 埼玉県知事 (9)03138 332-0021 埼玉県川口市西川口１－３５－１４　

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

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

448 きらやかカード株式会社 東北財務局長 (12)00068 990-0042 山形県山形市七日町２－６－３　 第001595号

449 株式会社キンガ 神奈川県知事 (8)04451 231-0027 神奈川県横浜市中区扇町１－１－２５　キンガビル１０Ｆ

450 株式会社近畿しんきんカード 近畿財務局長 (14)00210 530-8578 大阪府大阪市北区西天満４－１３－８　 第001784号

451 キングクレジット 岩手県知事 (14)00043 024-0061 岩手県北上市大通り１－８－１９　 第001278号

452 キングファイナンスG 愛知県知事 (1)04223 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁１－４５　白壁ビル８階 第006176号

453 銀商 三重県知事 (5)02005 514-0312 三重県津市香良洲町６４６７－１　 第005677号

454 株式会社ＣＯＯＬ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ 東京都知事 (3)31603 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 第005946号

455 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 東京都知事 (4)31413 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 第005714号

456 グットファイナンス株式会社 北海道知事 (6)石03023 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西６－１－１　エターナルパンセ５階 第005324号

457 グッドマンジャパンファンズ株式会社 東京都知事 (3)31573 100-0005 東京都千代田区丸の内１－９－１　グラントウキョウノースタワー３６Ｆ３６０２号室

458 くにうみＡＩ証券株式会社 東京都知事 (1)31912 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 第006240号

459 株式会社クボタクレジット 近畿財務局長 (3)00815 556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７　クボタ第二ビル４Ｆ 第005837号

460 熊本未来創生投資事業有限責任組合 熊本県知事 (3)02435 860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町１－５　　Ｗビルディング辛島公園９０２号室

461 Ｋｌａｒｎａ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都知事 (1)31838 150-0002 東京都渋谷区渋谷２－２４－１２　スクランブルスクエア３７ー１１８

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

463 株式会社ＣＵＲＡＰＯ 茨城県知事 (13)00488 300-0036 茨城県土浦市大和町３－１　北島ビル２階 第005077号

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

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

466 株式会社クリアパス 大阪府知事 (7)11724 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０　堂島アバンザ９F

467 株式会社クリーン 大阪府知事 (12)05624 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－９００　大阪駅前第４ビル９Ｆ 第001396号

468 グリーンズレッジ・アジア・リミテッド 東京都知事 (4)31410 104-0032 東京都中央区八丁堀４－３－５　京橋宝町ＰＲＥＸ１０Ｆ

469 グリーンライフ 岐阜県知事 (7)1156 500-8834 岐阜県岐阜市羽根町１２番地８　Ｎｅｗ　Ｂｉｒｄビル３Ｆ 第002716号

470 クリタ商事 愛媛県知事 (12)01111 799-2430 愛媛県松山市北条辻１００２－９　 第003209号

471 株式会社クレイリッシュ 埼玉県知事 (8)03497 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３３－１２　柏洋ビル３階 第000251号

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

473 クレジットプラザ 広島県知事 (5)02701 720-0063 広島県福山市元町１２－１　福々ビル３階 第005420号

474 クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ 東京都知事 (7)26768 105-0021 東京都港区東新橋１－９－２　汐留住友ビル１５Ｆ

475 クレディ・スイス証券株式会社 東京都知事 (6)29920 106-6024 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー２４Ｆ、２５Ｆ、２６Ｆ

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

477 有限会社クレディ・レガート 愛知県知事 (8)03428 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－２５－２６　 第002703号

478 株式会社Ｃｒｅｄｄ　Ｆｉｎａｎｃｅ 東京都知事 (1)31804 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－１　

479 株式会社グローバルファンド 神奈川県知事 (8)04528 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町１－１２－１　belle横浜ビル５階 第001363号

480 グローム・マネジメント株式会社 東京都知事 (1)31845 107-6031 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル３１Ｆ　

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

482 群央商事株式会社 群馬県知事 (13)00527 371-0016 群馬県前橋市城東町１－３１－１１　 第001313号

483 株式会社群銀カード 関東財務局長 (13)00527 371-8572 群馬県前橋市元総社町１９４　 第000599号

484 ぐんま地域共創投資事業有限責任組合 群馬県知事 (1)01219 371-8611 群馬県前橋市元総社町１９４　 第006220号

485 ぐんま地域共創パートナーズ株式会社 群馬県知事 (1)01220 371-8611 群馬県前橋市元総社町１９４　 第006225号

486 株式会社Ｋ・ライズホールディングス 高知県知事 (3)01519 780-0072 高知県高知市杉井流５－１８　三井ビル 第005847号

487 株式会社経営共創基盤 東京都知事 (5)31364 100-6617 東京都千代田区丸の内１－９－２　グラントウキョウサウスタワー８Ｆ

488 株式会社Ｋ．Ｆ．Ｓ． 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (6)12354 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町１丁目１１番１１号　
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489 有限会社ケイツー・アルファ 東京都知事 (7)28907 142-0063 東京都品川区荏原６－４－４　　千代田ビル１Ｆ 第002930号

490 株式会社ケイハイ 千葉県知事 (6)03825 273-0023 千葉県船橋市市場３－１７－１　

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

492 株式会社京阪カード 近畿財務局長 (7)00774 540-6591 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１　 第005243号

493 株式会社慶友物産 神奈川県知事 (13)00944 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２７－１０　 第003661号

494 株式会社京葉銀カード 関東財務局長 (12)00739 260-0012 千葉県千葉市中央区本町３－２－６　 第001079号

495 株式会社ＫＫＲキャピタル・マーケッツ 東京都知事 (4)31440 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１　明治安田生命ビル１１Ｆ１１ＮＯ１

496 有限会社ＫＣＹ 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (6)12353 653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町１０－１－１２　 第005223号

497 株式会社ＫＦソリューション 東京都知事 (2)31783 102-0093 東京都千代田区平河町２－１６－９　永田町グラスゲート３Ｆ永田町総合法律事務所内

498 Ｋ・ホールディングス株式会社 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (2)20748 660-0873 兵庫県尼崎市玄番南之町４　

499 ケネディクス株式会社 東京都知事 (7)28964 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５、６Ｆ

500 株式会社玄海キャピタルマネジメント 福岡県知事 (6)08415 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２　新日本ビル３Ｆ

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

502 株式会社建設総合サービス 大阪府知事 (6)12785 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀２－１－２　建設交流館２階

503 小泉商事株式会社 東京都知事 (9)17769 167-8555 東京都杉並区荻窪４－３２－５　

504 幸栄商事 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (9)23032 659-0068 兵庫県芦屋市業平町１－１８　 第000471号

505 株式会社幸園 大阪府知事 (10)08801 532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－９　渚ビルⅡ2F 第002219号

506 合人社ＦＧＬ株式会社 広島県知事 (4)02718 730-0036 広島県広島市中区袋町４－３１　合人社広島袋町ビル８階 第005344号

507 弘進ファイナンス 宮城県知事 (8)02019 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－５２　朝日プラザ花京院５０４号

508 公大商行株式会社 大阪府知事 (6)12737 550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀１－１－２３　コウダイ肥後橋ビル６Ｆ 第001738号

509 株式会社高知カード 四国財務局長 (12)00043 781-0806 高知県高知市知寄町１－４－３０　YKSちよりビル 第002662号

510 宏友商事株式会社 千葉県知事 (14)00190 286-0033 千葉県成田市花崎町８１４－５６　 第002991号

511 有限会社光立 富山県知事 (8)00594 939-8205 富山県富山市新根塚町１－２－８　 第000155号

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

513 株式会社コーセイ 東京都知事 (11)12140 104-0031 東京都中央区京橋２－６－６　藤木ビル５Ｆ

514 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 東京都知事 (6)30747 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１　大手町ビル３Ｆ

515 株式会社コープエイシス 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (3)12417 658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町５－２－１　

516 有限会社コーリヨ 富山県知事 (14)00005 933-0918 富山県高岡市大坪町１－３－８　 第003551号

517 ゴールド 青森県知事 (7)01667 038-3511 青森県北津軽郡鶴田町大字横萢字矢留崎４８－３　 第000777号

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

519 ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都知事 (6)29701 106-6147 東京都港区六本木６－１０－１　

520 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社 東京都知事 (9)17513 106-6146 東京都港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワー４６Ｆ

521 国際興業管理株式会社 東京都知事 (13)04810 104-0028 東京都中央区八重洲２－１０－３　国際興業本社ビル５Ｆ

522 株式会社国際商事 沖縄県知事 (5)04187 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵１－２－１０　 第006083号

523 株式会社国際総合ファイナンス 新潟県知事 (8)01443 951-8063 新潟県新潟市中央区古町通２番町５３３　 第000215号

524 国際ファンド株式会社 大阪府知事 (10)08196 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６－７－２１　朝日プラザ３０３号

525 国信 京都府知事 (5)03394 604-8854 京都府京都市中京区壬生仙念町２６　ウエストプラザ三越２階 第005598号

526 有限会社ココリス 北海道知事 (6)石02911 064-0810 北海道札幌市中央区南１０条西１－１－５１　メゾン井上ビル６階 第000716号

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

528 株式会社互助会アセットマネジメント 大阪府知事 (3)12981 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２－８－４　きよ美ビル地下１Ｆ　Ｂ－２号室

529 株式会社コスモトレードアンドサービス 東京都知事 (7)27237 105-8325 東京都港区芝浦１－１－１　浜松町ビルディング７Ｆ

530 有限会社コックス 大阪府知事 (7)12179 590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町１－４－５１　テイサンビル北館４Ｆ 第003630号

531 後藤商事 宮崎県知事 (9)01368 882-0874 宮崎県延岡市伊達町２－９２－２　

532 寿商事 大阪府知事 (1)12961 597-0085 大阪府貝塚市東４８　 第006207号

533 株式会社コマーシュ福岡 福岡県知事 (3)08679 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 第005950号

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

535 コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ 愛知県知事 (T6)04119 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町３９－１８　日本陶磁器センタービル５Ｆ５－Ｄ号室

536 小村商事 石川県知事 (2)00314 920-0364 石川県金沢市松島３－１３５　 第006033号

537 株式会社コムロ 埼玉県知事 (川13)00037 350-0233 埼玉県坂戸市鶴舞２―５―１３　 第000504号

538 株式会社コメダ 愛知県知事 (1)04219 461-0004 愛知県名古屋市東区葵３-１２-２３　

539 株式会社コメリキャピタル 関東財務局長 (5)01474 950-1457 新潟県新潟市南区清水４５０１－１　 第005575号

540 株式会社コモサスバンク 東京都知事 (1)31876 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 第006206号

541 株式会社五陽（ゴヨー） 静岡県知事 (6)02387 420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町１－６　サンフォレスト静岡昭和町ビル８Ｆ 第001635号

542 株式会社互洋開発 東京都知事 (8)23525 171-0021 東京都豊島区西池袋１－７－８　関ビル７Ｆ

543 コングファイナンス 福岡県知事 (7)08132 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 第000366号

544 金剛商事株式会社 長崎県知事 (北13)00085 857-0058 長崎県佐世保市上町４－１２　ハーベストⅠ 第000677号

545 コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 大阪府知事 (6)12831 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町２－４－７　大阪Ｕ２ビル８Ｆ

546 株式会社コンフィアンス 大阪府知事 (2)13007 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３－１－６　ＢｉｚＭｉｉｘ　Ｙｏｄｏｙａｂａｓｈｉ６０２ 第006114号

547 サーラフィナンシャルサービス株式会社 東海財務局長 (14)00022 441-8028 愛知県豊橋市立花町５７　 第001180号

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

549 財形住宅金融株式会社 関東財務局長 (9)01157 102-8650 東京都千代田区麹町５－１　

550 株式会社財全ソリューション 沖縄県知事 (6)04014 901-2125 沖縄県浦添市仲西３－１５－５　財全ＧＲＯＵＰ・ＢＬＤ 第004407号

551 サイト株式会社 大阪府知事 (5)12886 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮１－１３－１４　ハイツ加益２０１号 第005469号

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

553 株式会社ザイマックス 東京都知事 (2)31742 107-0052 東京都港区赤坂１－１－１　ザイマックス赤坂１１１ビル８Ｆ

554 坂田交易 京都府知事 (6)03323 606-8232 京都府京都市左京区田中古川町２６－７　 第002592号

555 株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティング 佐賀県知事 (7)00845 840-0813 佐賀県佐賀市唐人２－７－２０　

556 佐銀リース株式会社 佐賀県知事 (5)00872 840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町４－２３　

557 サクセス 宮城県知事 (6)02239 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷４－３－１　２０２号 第001138号

558 サクセスコーポレーション 沖縄県知事 (3)04233 900-0014 沖縄県那覇市松尾２－２１－１６　金城アパート２階 第005938号
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559 佐倉商事 東京都知事 (5)31298 164-0014 東京都中野区南台４－２４－２　 第005581号

560 さくらリース 沖縄県知事 (3)04226 904-0111 沖縄県中頭郡北谷町字砂辺３４２　 第005900号

561 サザビーズ・フィナンシャル・サービス株式会社 東京都知事 (1)31836 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 第006160号

562 株式会社札幌北洋カード 北海道財務局長 (13)00016 060-0042 北海道札幌市中央区大通西３－１１　北洋ビル５階 第002615号

563 株式会社札幌北洋リース 北海道知事 (10)石01888 060-0042 北海道札幌市中央区大通西３－１１　北洋ビル６Ｆ 第005332号

564 サムティ株式会社 大阪府知事 (5)12854 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－３９　Ｓ－ＢＵＩＬＤＩＮＧ新大阪６Ｆ、７Ｆ、８Ｆ

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

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

567 三愛クレジット 福岡県知事 (4)08665 830-0035 福岡県久留米市東和町１－９　成冨ビル４階 第005749号

568 山陰信販株式会社 鳥取県知事 (1)00318 683-0802 鳥取県米子市東福原２－１－１　 第002517号

569 株式会社サンエイ開発 埼玉県知事 (8)03560 338-0822 埼玉県さいたま市桜区中島１－２１－２１　

570 有限会社三栄リース 群馬県知事 (13)00577 376-0021 群馬県桐生市巴町２－１８３２－９　アンカービル３－A 第000058号

571 三紀ホールディングス株式会社 大阪府知事 (11)07716 564-0063 大阪府吹田市江坂町５－２０－３　三紀ビル４Ｆ

572 株式会社三及 広島県知事 (14)00075 730-0043 広島県広島市中区富士見町２－２０　 第001003号

573 山九クリアリングカンパニー株式会社 東京都知事 (5)31184 104-0054 東京都中央区勝どき６－５－２３　本社ビル８Ｆ

574 株式会社サンキョウ 東京都知事 (2)31705 110-0015 東京都台東区東上野１－１７－２　第二江口ビル５Ｆ

575 株式会社サンクス（Ｔｈａｎｋｓ） 福岡県知事 (6)08424 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 第000133号

576 サンクスコーポレイション 沖縄県知事 (7)03798 901-2222 沖縄県宜野湾市喜友名１－１１－１５　コーポラスキユナ４０１ 第001185号

577 株式会社サンクチュアリ 東京都知事 (1)31873 198-0024 東京都青梅市新町三丁目41番地の7　

578 サングリーム株式会社 東京都知事 (6)29553 101-0051 東京都千代田区神田神保町３－２－１　サンライトビル９０２

579 株式会社サンクリエイト 東京都知事 (4)31411 101-0021 東京都千代田区外神田３－５－５　末広町ハイム４Ｆ４０６号室

580 三県商事株式会社 北陸財務局長 (13)00020 939-8087 富山県富山市大泉町１－６－１７　根塚ビル２Ｆ 第002100号

581 株式会社三光 大阪府知事 (14)01850 547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町５－５　 第005596号

582 株式会社サンコウ商事 奈良県知事 (10)00886 639-1061 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵２２８－１　　平山観光株式会社　本社ビル２Ｆ 第000732号

583 サンコウ商事 奈良県知事 (12)00608 639-1061 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵２２８－１　 第000733号

584 株式会社三十三カード 東海財務局長 (14)00033 510-0069 三重県四日市市幸町２－４　 第001216号

585 株式会社三昌 奈良県知事 (14)00053 630-8115 奈良県奈良市大宮町１－１－３６　 第003533号

586 株式会社サンステージ 埼玉県知事 (3)03865 362-0035 埼玉県上尾市仲町１－７－２８　ベルーナアネックスビル６階 第005746号

587 サンズトラスト株式会社（サンズファイナンス） 静岡県知事 (1)02411 416-0914 静岡県富士市本町７－１１　富士タウンビル２階東 第006148号

588 サンスリー 沖縄県知事 (1)04253 900-0033 沖縄県那覇市久米２－２２－１６　ラ・シャルブル久米３０１号室 第006159号

589 サントラスト 京都府知事 (5)03415 604-0025 京都府京都市中京区衣棚通二条下る　上妙覚寺町２３０－２　秋山法衣ビル２Ｆ 第005696号

590 サンブルー・ヘルスケア１号投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31764 101-0003 東京都千代田区一ツ橋２－１－１　如水会ビルディング４Ｆ

591 株式会社サンユー興産 大阪府知事 (6)12522 590-0950 大阪府堺市堺区甲斐町西１－１－３１　サンユー本社ビル６階 第005656号

592 株式会社三和 山口県知事 (5)01511 745-0016 山口県周南市若宮町２－２４　友村ビル５階 第005456号

593 三和商事 埼玉県知事 (8)03285 336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸２－２２－１１　

594 サンワフィナンシャル株式会社 栃木県知事 (6)01086 320-0027 栃木県宇都宮市塙田３－３－５　 第001351号

595 サンワブレイン 大阪府知事 (4)12964 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国４－８－１３　２Ｆ

596 有限会社三和プロミス 長崎県知事 (13)00265 850-0861 長崎県長崎市江戸町１－１２　梅屋ビル２階 第002950号

597 株式会社シアーズファイナンス 福岡県知事 (2)08687 812-0873 福岡県福岡市博多区西春町４－１－２０－２０２　 第006060号

598 株式会社ＣＲＥアライアンス 東京都知事 (3)31593 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 第005934号

599 Ｇ．Ｉ．Ｆ．Ｔ株式会社 東京都知事 (3)31564 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 第005903号

600 株式会社Ｃ＆Ｉ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 東京都知事 (4)31484 150-0011 東京都渋谷区東３－２２－１４　渋谷松原ビル７Ｆ

601 ＧＳＩ株式会社 大阪府知事 (8)10836 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野３－７－２　ＧＳＦビル３Ｆ 第003515号

602 株式会社シーエスジー 北海道知事 (5)石03037 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西５－１７－２　プレジデント松井ビル１００－６階 第005231号

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

604 株式会社ジーエフリース 千葉県知事 (6)03786 273-0005 千葉県船橋市本町４－１－１５　　快美一番館５Ｆ 第006081号

605 ＧＭＯイプシロン株式会社 東京都知事 (3)31557 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１４－６　ヒューマックス渋谷ビル７Ｆ

606 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 東京都知事 (6)30802 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－２－３　渋谷フクラス１４Ｆ

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

608 株式会社ＣＫファイナンス 東京都知事 (4)31450 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 第005771号

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

610 株式会社シードリーフ（キャッシングリーフ） 静岡県知事 (4)02407 417-0051 静岡県富士市吉原２－１３－５　横瀬ビル３０１ 第005740号

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

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

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

614 ジーライオンファイナンス＆リース株式会社 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (1)12422 650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町１１－１　

615 ＪＲＡシステムサービス株式会社 東京都知事 (6)30676 135-0034 東京都江東区永代１－１４－５　永代ダイヤビル１Ｆ

616 株式会社ＪＲＦ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ 東京都知事 (1)31924 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 第006255号

617 ジェイアールエフ商事株式会社 東京都知事 (10)14806 102-0072 東京都千代田区飯田橋３－１１－１３　飯田橋ｉ‐ＭＡＲＫ ＡＮＮＥＸ ５Ｆ

618 ＪＲ九州ＦＧリース株式会社 福岡県知事 (7)08188 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２２　九州フィナンシャルグループ福岡ビル７階

619 ＪＲ東海財務マネジメント株式会社 愛知県知事 (2)04212 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－４－１０　名古屋クロスコートタワー１７階 第006020号

620 株式会社ＪＲ東日本商事 東京都知事 (7)28403 151-0053 東京都渋谷区代々木２－２－２　ＪＲ東日本本社ビル１１Ｆ

621 ＪＩＡ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｆｉｎａｎｃｅ合同会社 東京都知事 (1)31866 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２１Ｆ

622 ＪＩＡ信託株式会社 東京都知事 (1)31886 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２１Ｆ

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

624 JＡ三井リース九州株式会社 福岡県知事 (8)07197 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町２－１　

625 ＪＡ三井リース建物株式会社 東京都知事 (1)31937 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 第006262号

626 ＪＦＲカード株式会社 近畿財務局長 (12)00460 569-8522 大阪府高槻市紺屋町２－１　 第003114号

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

628 株式会社ＪＯファイナンスサービス 近畿財務局長 (2)00817 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３－３－５　ＮＪＫ淀屋橋ビル３Ｆ 第005792号
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629 ジェイ・シー・エフ株式会社 関東財務局長 (7)01344 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋１－３２－１１　丸文ビル３Ｆ 第001344号

630 ジェイシーサービス株式会社 大阪府知事 (14)00388 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－１－９　大和地所南森町ビル６Ｆ 第002269号

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

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

633 ジェイバリュー信託株式会社 東京都知事 (2)31752 103-0023 東京都中央区日本橋本町３－４－５　ＰＭＯ日本橋三越前８Ｆ

634 有限会社ジェイ・ピー・エス 静岡県知事 (12)01425 417-0052 静岡県富士市中央町２－１０－２９　

635 ＪＰモルガン証券株式会社 東京都知事 (6)29890 100-6827 東京都千代田区丸の内２－７－３　東京ビルディング２７、３０、３１、３２Ｆ

636 株式会社ジェイ・ワン 大阪府知事 (2)13005 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東４－２－１３　２Ｆ 第006095号

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

638 株式会社ＪＰＭＣファイナンス 東京都知事 (3)31577 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 第005917号

639 株式会社ＪＥＣＣ 東京都知事 (2)31715 100-8341 東京都千代田区丸の内３－４－１　新国際ビル７Ｆ　７０１区外

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

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

642 汐留ファイナンス株式会社 東京都知事 (4)31497 105-0022 東京都港区海岸１－７－１　東京ポートシティ竹芝オフィスタワー３８Ｆ

643 株式会社しがぎんジェーシービー 近畿財務局長 (11)00522 520-0041 滋賀県大津市浜町１－１０　浜大津滋賀ビル３Ｆ 第002074号

644 株式会社滋賀ディーシーカード 近畿財務局長 (13)00333 520-0041 滋賀県大津市浜町１－１０　 第000637号

645 四銀総合リース株式会社 高知県知事 (13)00337 780-0823 高知県高知市菜園場町１－２１　

646 重枝車輌販売株式会社 山口県知事 (9)01224 745-0806 山口県周南市桜木３－５－３０　 第002872号

647 株式会社四国しんきんカード 四国財務局長 (13)00026 761-0113 香川県高松市屋島西町１３９６－１　 第000715号

648 自社信販システムサービス合同会社 香川県知事 (1)00657 760-0073 香川県高松市栗林町１－１８－３０　みどり栗林ビル６階 第006251号

649 静岡信販 静岡県知事 (7)02263 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町１２４　マルＨビル６階Ｂ号室 第002882号

650 静岡中小企業支援６号投資事業有限責任組合 静岡県知事 (1)02413 424-0883 静岡県静岡市清水区草薙北２－１　 第006194号

651 静岡和光商事株式会社 静岡県知事 (14)00057 422-8072 静岡県静岡市駿河区小黒２－１１－８　 第002460号

652 静銀セゾンカード株式会社 東海財務局長 (6)00164 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町１１－１　 第001054号

653 静銀ディーシーカード株式会社 東海財務局長 (13)00046 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙１－１３－１０　 第002291号

654 静銀リース株式会社 静岡県知事 (13)00815 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１－１－２　静岡呉服町スクエア７階

655 有限会社七五センター 神奈川県知事 (13)01308 238-0007 神奈川県横須賀市若松町３－９　プライムレーベル横須賀1F 第002357号

656 株式会社七十七カード 東北財務局長 (13)00033 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－４－２２　仙台東口ビル3Ｆ 第001137号

657 シティグループ証券株式会社 東京都知事 (5)31346 100-8132 東京都千代田区大手町１－１－１　大手町パークビルディング９、１０Ｆ

658 シティックスカード株式会社 福岡財務支局長 (12)00083 810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲８－３　 第000720号

659 ＣＩＴＹファイナンス 大阪府知事 (14)00902 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町３－２１－９　

660 株式会社シノケンコミュニケーションズ 福岡県知事 (5)08650 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１－１　アクロス福岡６Ｆ、９Ｆ 第003363号

661 芝浦電気通信株式会社 秋田県知事 (5)00723 010-0062 秋田県秋田市牛島東７－８－１８　 第005873号

662 志摩企画 大阪府知事 (5)12929 599-8245 大阪府堺市中区辻之１１９３－３１　 第006065号

663 しまぎんユーシーカード株式会社 中国財務局長 (9)00113 690-0003 島根県松江市朝日町４８４－１９　 第000839号

664 清水クレジット株式会社（エレガンス） 静岡県知事 (14)00105 424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町５－３１　 第000038号

665 有限会社清水商事 福井県知事 (14)00007 910-0859 福井県福井市日之出３－１１－１３　 第002912号

666 シミズ・ファイナンス株式会社 東京都知事 (9)19256 104-0031 東京都中央区京橋２－５－１８　京橋創生館３Ｆ

667 清水リース＆カード株式会社 東海財務局長 (8)00140 424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町２－１　 第002325号

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

669 じもと創生本業支援ファンド２号投資事業有限責任組合 宮城県知事 (1)02290 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－６－３５　

670 シャープファイナンス株式会社 関東財務局長 (13)01520 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 第003137号

671 ジャストファイナンス株式会社 愛知県知事 (10)02828 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－６－１　ＲＴ白川ビル

672 株式会社ジャックス 北海道財務局長 (14)00007 040-0063 北海道函館市若松町２－５　明治安田生命函館ビル 第000008号

673 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31881 100-0005 東京都千代田区丸の内２－２－２　丸の内三井ビルディング３F３０２号室

674 ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ株式会社 東京都知事 (2)31648 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１　明治安田生命ビル１０Ｆ　Ｎ０２

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

676 ジャパントラストファンド株式会社 大阪府知事 (5)12935 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋２－５－８　トレードピア淀屋橋１６F

677 株式会社ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ 関東財務局長 (13)01468 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 第002125号

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

679 シャル・アイ 静岡県知事 (9)02033 416-0914 静岡県富士市本町２－２　高橋ビル第３　３階 第002044号

680 株式会社ジャルコ 東京都知事 (4)31472 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 第005772号

681 住宅情報館フィナンシャルサービス株式会社 神奈川県知事 (7)04661 252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見２－８－８　 第001785号

682 住宅ローン診断カンパニー株式会社 東京都知事 (2)31672 105-0004 東京都港区新橋６－１３－１２　ＶＯＲＴ新橋Ⅱ９Ｆ

683 株式会社十六カード 東海財務局長 (13)00039 500-8556 岐阜県岐阜市神田町７－１２　 第000327号

684 株式会社シュガーレイク 広島県知事 (3)02723 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀５－１５　新沢ビル２階 第005997号

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

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

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

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

689 株式会社ジョイ（キャッシング　ジョイ） 宮崎県知事 (5)01787 880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３－１０－２４　竹原第３ビル５Ｆ 第005385号

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

691 商栄商事 大阪府知事 (8)10875 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４－７－２８　日本橋電気ビル３０２号 第000710号

692 商工信販株式会社 東京都知事 (12)07863 107-0052 東京都港区赤坂２－１３－１２　

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

694 株式会社翔南 沖縄県知事 (3)04224 900-0002 沖縄県那覇市曙２－２７－２　（２－Ｂ）ペガサスマンション曙 第005890号

695 常磐商事株式会社 福島県知事 (8)01786 970-8026 福島県いわき市平字大町９－７　 第005797号

696 消費者ローンフラワー 静岡県知事 (6)02391 417-0041 静岡県富士市御幸町５－１０　　ハイエストビル２階 第001272号

697 昭和クレジット 大阪府知事 (14)00757 573-0022 大阪府枚方市宮之阪３－１－３０　宮之阪ビル１階

698 昭和リース株式会社 関東財務局長 (13)00381 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－４－３　 第005328号
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699 ショーエイ株式会社 福岡県知事 (10)05811 822-1201 福岡県田川郡福智町金田１１２６－１　 第002111号

700 シルバーウェイ 熊本県知事 (10)01630 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺１－１４－５　ラフィーヌプラザ九品寺７階７０２号室 第000745号

701 新栄産業 大阪府知事 (7)11422 594-0071 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 第000584号

702 株式会社新大阪ファイナンス 大阪府知事 (9)09038 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－２－７　堺筋木下ビル６Ｆ 第000930号

703 有限会社信共 千葉県知事 (2)03882 272-0804 千葉県市川市南大野２－１４－２５　 第006014号

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

705 しんきん証券株式会社 東京都知事 (4)31475 104-0031 東京都中央区京橋３－８－１　信用金庫会館　京橋別館　８Ｆ　９F

706 投資事業有限責任組合しんきんの礎 東京都知事 (1)31815 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 第006139号

707 投資事業有限責任組合しんきんの翼 東京都知事 (3)31540 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 第005852号

708 新光ファイナンス 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (6)20732 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５－１９－２３　　ハイツアルペン２０５ 第002001号

709 新興リース株式会社 岩手県知事 (12)00659 028-0051 岩手県久慈市川崎町１０－２３　 第005955号

710 新生インベストメント＆ファイナンス株式会社 東京都知事 (2)31653 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 第006009号

711 新生コベルコリース株式会社 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (10)11624 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２－２－４　 第005188号

712 新生証券株式会社 東京都知事 (7)27473 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 第002226号

713 新生商事株式会社 埼玉県知事 (浦14)00033 352-0004 埼玉県新座市大和田１－３－２２　 第000128号

714 新生パーソナルローン株式会社 関東財務局長 (13)01188 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 第002762号

715 新生フィナンシャル株式会社 関東財務局長 (10)01024 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 第000003号

716 株式会社新都コーポレーション 鹿児島県知事 (11)大支00116 891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津５１５０番地　

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

718 信用商事株式会社 北海道知事 (14)渡00049 040-0014 北海道函館市中島町１－５　 第001075号

719 株式会社シンヨー 広島県知事 (14)00270 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町１－５－１　 第000054号

720 株式会社しんわ 福岡財務支局長 (11)00108 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 第002581号

721 新和光商事 愛媛県知事 (5)02197 793-0065 愛媛県西条市楢木３５４－１　

722 真和商事 三重県知事 (13)00245 514-0831 三重県津市本町２９－１７　 第000234号

723 粋裕株式会社 東京都知事 (1)31910 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 第006239号

724 株式会社スカイオフィス 福岡県知事 (6)08437 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１９－１４　ＢＳビル博多２ＦＤ 第001567号

725 スカイ・プラン 沖縄県知事 (5)04185 902-0063 沖縄県那覇市三原２－１５－１３　２Ｆ 第005687号

726 株式会社すがファイナンス 東京都知事 (8)24482 135-0047 東京都江東区富岡１－２６－２０　須賀工業本社ビル８Ｆ

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

728 鈴鹿物流倉庫有限会社 三重県知事 北勢(6)10105 513-0041 三重県鈴鹿市長太栄町５－３－３　

729 鈴木商工 兵庫県阪神北県民局長 (6)24160 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目５番１０－５０１号　

730 株式会社鈴木商事（キャッシングエス） 静岡県知事 (13)01317 412-0042 静岡県御殿場市萩原４４－２　 第002713号

731 鈴与グループファイナンス株式会社 静岡県知事 (1)02412 424-8703 静岡県静岡市清水区入船町11番地1号　

732 鈴与ホールディングス株式会社 静岡県知事 (8)02192 424-8703 静岡県静岡市清水区入船町１１－１　

733 株式会社スターアジア・ファイナンス 東京都知事 (1)31802 105-6215 東京都港区愛宕２－５－１　　愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー１８Ｆ

734 スターツ証券株式会社 東京都知事 (6)30889 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－１０－６　

735 スタートアップ・デットファンド１号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31938 141-0021 東京都品川区上大崎２－２５－２　新目黒東急ビル９Ｆ

736 スターマーク株式会社 東京都知事 (2)31754 171-0021 東京都豊島区西池袋５－２６－１６　ＣＨＩＢＡﾋﾞﾙ２０３号

737 株式会社スタディ 高知県知事 (5)01514 780-0822 高知県高知市はりまや町１－５－３０　カゲヤマビル３Ｆ 第005472号

738 株式会社スタンレーパル 東京都知事 (10)14170 153-8636 東京都目黒区中目黒２－５－２６　３Ｆ

739 有限会社ステイ 福岡県知事 (9)06361 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎４－１－６　 第001198号

740 ストラテジック・パートナーズ株式会社 東京都知事 (2)31696 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

741 すばる産業 千葉県知事 (13)00635 273-0005 千葉県船橋市本町３－３６－２９　　２Ｆ 第003825号

742 スバルファイナンス株式会社 東京都知事 (12)08332 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－１９－１５　

743 スピリッツ 大阪府知事 (6)12508 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－２－７　堺筋木下ビル３Ｆ 第002137号

744 株式会社スペース 大阪府知事 (5)12865 590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町２－１－１５　エスト瓦町ビル３Ｆ 第005357号

745 ＳｍａｒｔＷｅ株式会社 大阪府知事 (1)13018 530-0043 大阪府大阪市北区天満２－１－１２　 第006226号

746 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 東京都知事 (1)31917 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 第006247号

747 株式会社スマートプラスクレジット 東京都知事 (1)31905 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 第006234号

748 スマイル 佐賀県知事 (5)00867 840-0811 佐賀県佐賀市大財１－６－１６　 第005642号

749 住化ファイナンス株式会社 東京都知事 (1)31823 103-0016 東京都中央区日本橋小網町１－８　茅場町高木ビル２Ｆ

750 スリーフィールド 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (6)23048 659-0096 兵庫県芦屋市山手町２１番地１１号　

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

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

753 株式会社正協社 福岡県知事 (14)00549 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈３－１－２４　 第003368号

754 株式会社星光 大阪府知事 (14)00967 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－１５－４　 第001135号

755 セイシン株式会社 東京都知事 (4)31516 112-0013 東京都文京区音羽１－２６－１１　大和出版ビル３Ｆ

756 成通商事株式会社 岡山県知事 (13)00706 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１－１－１　 第002830号

757 セイノーフィナンシャル株式会社 岐阜県知事 (2)1180 503-8501 岐阜県大垣市田口町1　 第005849号

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

759 株式会社セイブサポートイースト 神奈川県知事 (1)05052 231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町３－３４－２　和風ビル３０１号室 第006188号

760 株式会社成友ファイナンス 大阪府知事 (5)12959 545-0051 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号 第005683号

761 株式会社セキスイアカウンティングセンター 大阪府知事 (8)11230 530-0047 大阪府大阪市北区西天満２－４－４　堂島関電ビルディング第９階

762 積水リース株式会社 大阪府知事 (1)13011 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町４－４－１０　ＫＤＸ小林道修町ビル２Ｆ 第000448号

763 セコム医療システム株式会社 東京都知事 (5)31196 150-0001 東京都渋谷区神宮前１－５－１　セコム本社ビル１４Ｆ

764 セコムクレジット株式会社 東京都知事 (7)25600 163-1312 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー１２Ｆ

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

766 せとうち観光活性化投資事業有限責任組合 広島県知事 (3)02722 730-0011 広島県広島市中区基町１０－３　広島県自治会館２階

767 ゼビオカード株式会社 東北財務局長 (6)00150 963-8024 福島県郡山市朝日３－２－２４　 第002702号

768 株式会社セブン・カードサービス 関東財務局長 (8)01282 102-8437 東京都千代田区二番町４－５　 第001897号
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769 株式会社セブンＣＳカードサービス 関東財務局長 (5)01482 102-8436 東京都千代田区ニ番町４－５　 第005668号

770 株式会社セブン・フィナンシャルサービス 東京都知事 (9)17801 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 第005248号

771 株式会社セルモ 熊本県知事 (5)02431 860-8567 熊本県熊本市中央区世安１－４－１　 第003818号

772 セレクト 岡山県知事 (10)01520 700-0927 岡山県岡山市北区西古松２－２－８　ラポルト大元駅前３０１号 第001098号

773 株式会社セレクト（キャッシングセレクト） 愛知県知事 (5)04178 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１３－７　ひのでビル４Ｆ４０１号 第005373号

774 セレクト・相互北 大阪府知事 (2)00683 560-0032 大阪府豊中市蛍池東町１－４－３　　古澤ビル３Ｆ３０１号 第006090号

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

776 一般財団法人全国市町村振興協会 東京都知事 (3)31525 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－２０　第３虎の門電気ビルディング９Ｆ

777 特定非営利活動法人全国女性シェルターネット 東京都知事 (T2)31687 113-0033 東京都文京区本郷１－３５－２８　メゾンドール本郷３０２号

778 全国保証株式会社 東京都知事 (11)12224 100-0004 東京都千代田区大手町２－１－１　　大手町野村ビル２４Ｆ

779 全柔協ＦＣ株式会社 大阪府知事 (6)12582 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２－２－１　梅新２１ビル３Ｆ３０４号 第000308号

780 センターファンド 岡山県知事 (7)02044 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３６２－１０４　ユニビル１０３号

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

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

783 株式会社セントラル 四国財務局長 (9)00083 790-0013 愛媛県松山市河原町９－２　 第001473号

784 株式会社セントラルアメニティサービス 東京都知事 (13)02212 104-0061 東京都中央区銀座４－９－６　陽光銀座三原橋ビル４Ｆ

785 セントラルクレジット 千葉県知事 (1)03886 260-0013 千葉県千葉市中央区中央２－７－１０　　シャンボールビル２０２

786 セントラルリーシングシステム株式会社 北海道知事 (8)石02380 060-0042 北海道札幌市中央区大通西６丁目１０番地１　大通西６ビル５階　

787 株式会社創生 奈良県知事 (3)01146 639-1001 奈良県大和郡山市九条町２５７－６　

788 総合金融マル森商事 徳島県知事 (11)00516 771-1401 徳島県阿波市吉野町柿原字原１３３－４　 第001514号

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

790 相鉄ビジネスサービス株式会社 神奈川県知事 (4)05038 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－９－１４　相鉄本社ビル９Ｆ 第005779号

791 五月女産業 栃木県知事 (13)00365 328-0123 栃木県栃木市川原田町１３４１－２　 第001788号

792 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 東京都知事 (3)31619 100-8206 東京都千代田区丸の内１－１－１　パレスビル６Ｆ、８Ｆ

793 ソニーペイメントサービス株式会社 東京都知事 (3)31588 108-0074 東京都港区高輪１―３―１３　

794 ソラテラス 沖縄県知事 (3)04241 900-0012 沖縄県那覇市泊３－１４－５　アーマンズハウス２０２ 第005985号

795 第一信販株式会社 三重県知事 北勢(6)10124 513-0806 三重県鈴鹿市算所２丁目５－１　鈴鹿ハンター２階 第000648号

796 第一信用株式会社 神奈川県知事 (13)01030 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子１－２－１９　 第000162号

797 第一生命カードサービス株式会社 関東財務局長 (13)00571 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 第001059号

798 株式会社第一ゼネラルサービス 福岡財務支局長 (9)00128 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 第000835号

799 第一太陽商事株式会社 北海道知事 (11)渡00577 040-0013 北海道函館市千代台町５－３　 第005139号

800 株式会社第一ホーム 神奈川県知事 (11)02839 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町５－４８－２　トローヂャンビル５Ｆ 第001116号

801 第一リース株式会社 東京都知事 (13)06448 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－６　みずほリースビル６Ｆ

802 大栄 大阪府知事 (5)12941 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町１－６３－２　リヴェール鳳１Ｆ

803 大栄不動産投資顧問株式会社 東京都知事 (1)31919 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 第006269号

804 大協産業株式会社 滋賀県知事 (12)00419 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町６－３　 第002779号

805 大協リース株式会社 新潟県知事 (13)00502 951-8153 新潟県新潟市中央区文京町１２番３１号　

806 株式会社泰光 沖縄県知事 (5)04183 902-0071 沖縄県那覇市繁多川３－５－７　１階 第005636号

807 ダイコウ 滋賀県知事 (3)00871 520-0804 滋賀県大津市本宮２－５－１　ビワハイツ４０３号 第005984号

808 たいこうカード株式会社 関東財務局長 (11)00837 940-0061 新潟県長岡市城内町２－２－４　ジェイマックソフトビル４階 第001280号

809 株式会社だいこう証券ビジネス 東京都知事 (4)31466 135-0052 東京都江東区潮見２－９－１５　ＤＳＢグループ潮見ビル２Ｆ、３Ｆ

810 有限会社大黒屋 山口県知事 (13)00707 740-0017 山口県岩国市今津町１－５－５　 第002482号

811 大国屋 三重県知事 (13)00247 518-0873 三重県伊賀市上野丸之内５５　マルビル２階 第002294号

812 株式会社大黒屋 福岡財務支局長 (2)00175 856-0827 長崎県大村市水主町２－６２３－１　 第000513号

813 有限会社大国屋（トータルファイナンス大国屋） 愛知県知事 (5)04193 440-0876 愛知県豊橋市西松山町４０　角谷ビル２Ｆ 第002707号

814 第三カードサービス株式会社 東海財務局長 (12)00097 515-0019 三重県松阪市中央町３０３－１　 第003032号

815 大志館商事 福岡県知事 (6)08496 823-0004 福岡県宮若市磯光１５７３－５　

816 第四ジェーシービーカード株式会社 関東財務局長 (13)00477 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通８番町１２４５　　だいし上大川前ビル 第002200号

817 第四ディーシーカード株式会社 関東財務局長 (11)00813 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通８番町１２４５　だいし上大川前ビル１階 第001281号

818 株式会社大商 和歌山県知事 (5)01444 640-8290 和歌山県和歌山市西長町３－２　 第005510号

819 株式会社大証 福岡県知事 (1)08693 830-0049 福岡県久留米市大石町４４１－１７　 第001131号

820 大伸商事 大阪府知事 (6)12592 546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里１－１－１　ＦＵＪＩＭＯＴＯ第１ビル２Ｆ２０１号 第000457号

821 大信販 福岡県知事 (13)00793 802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町３－２－１０　 第006177号

822 タイセイ 大阪府知事 (5)12859 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造１－１３－１　丸勝ビル３階 第005508号

823 タイセイ 沖縄県知事 (2)04243 902-0072 沖縄県那覇市字真地３９８－１　ＮＢ住宅Ａ－２号室 第006023号

824 大成商事株式会社 大阪府知事 (5)12857 558-0053 大阪府大阪市住吉区帝塚山中４－３－１３　 第001203号

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

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

827 株式会社ダイチ 福岡県知事 (5)08652 811-4311 福岡県遠賀郡遠賀町大字老良３６６－１　 第005626号

828 株式会社大東クレジットサービス 東北財務局長 (12)00078 963-8004 福島県郡山市中町１９－１　 第002095号

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

830 株式会社　大同リース 熊本県知事 (7)02203 860-0058 熊本県熊本市西区田崎町４８４　大同ビル５階 第000496号

831 株式会社ダイナーズ 三重県知事 (5)02004 510-0236 三重県鈴鹿市中江島町17-15　

832 ダイハツ信販株式会社 大阪府知事 (4)12963 563-8651 大阪府池田市ダイハツ町１－１　ダイハツ工業株式会社　本社本館５Ｆ 第005699号

833 タイヘイ株式会社 関東財務局長 (13)00298 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ２６１４　 第000982号

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

835 太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社 東京都知事 (11)11728 112-0002 東京都文京区小石川１－１－１　文京ガーデン　ゲートタワー２１Ｆ

836 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 関東財務局長 (12)00770 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 第002242号

837 ダイヤモンド融資 愛媛県知事 (11)01214 794-0042 愛媛県今治市旭町１－１－２　

838 ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 東京都知事 (4)31403 102-0093 東京都千代田区平河町２－１６－１　平河町森タワー１０Ｆ
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839 大洋計画株式会社 宮崎県知事 (10)01323 880-0806 宮崎県宮崎市広島２丁目１０番１６号　坂下ビル３階

840 ダイレクトワン株式会社 東海財務局長 (14)00027 410-0801 静岡県沼津市大手町5-6-7　 第003633号

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

842 大和エナジー・インフラ株式会社 東京都知事 (2)31722 100-6730 東京都千代田区丸の内１－９－１　グラントウキョウノースタワー３０Ｆ

843 株式会社ダイワサービス 福岡県知事 (5)08630 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 第005546号

844 大和証券株式会社 関東財務局長 (6)01412 100-6752 東京都千代田区丸の内１－９－１　

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

846 大和ハウスフィナンシャル株式会社 近畿財務局長 (6)00803 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３　 第001319号

847 大和ＰＩパートナーズ株式会社 東京都知事 (7)29011 100-6730 東京都千代田区丸の内１－９－１　グラントウキョウノースタワー３０Ｆ

848 大和物産株式会社 東京都知事 (2)31676 135-0021 東京都江東区白河１－５－１６　１Ｆ 第006026号

849 大和ブルーフィナンシャル株式会社 東京都知事 (2)31756 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 第006098号

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

851 タカノ興発株式会社 富山県知事 (4)00679 939-8281 富山県富山市今泉西部町７－１　 第005741号

852 宝総業 愛知県知事 (12)02028 471-0034 愛知県豊田市小坂本町１丁目８番地５　スギナミビル２Ａ　

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

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

855 橘リース 佐賀県知事 (5)00870 847-0062 佐賀県唐津市船宮町２３０２－２９　 第005952号

856 株式会社　Ｔａｔｓｕｏ 沖縄県知事 (2)04248 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵３－１４－１１　 第006068号

857 株式会社ＴＡＫキャピタルサービス 大阪府知事 (3)12990 541-0053 大阪府大阪市中央区本町４－１－１３　 第005949号

858 龍実商事株式会社 大阪府知事 (14)02065 541-0047 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 第000666号

859 有限会社タナカ 愛媛県知事 (6)02175 790-0042 愛媛県松山市保免中２－４－１６　

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

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

862 株式会社ダンドリー 和歌山県知事 (5)01443 640-8331 和歌山県和歌山市美園町５－６－１　 第005379号

863 地域経済エコシステム支援ファンド投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31766 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　　大手町フィナンシャルシティサウスタワー　２９Ｆ　会議室２９Ｎ２

864 株式会社ちとせ 愛知県知事 (5)04196 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－２６－１３　 第005665号

865 ちば企業価値向上投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31839 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　大手町フィナンシャルシティサウスタワー㈱日本政策投資銀行内会議室29S6

866 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 関東財務局長 (13)00478 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１　 第001225号

867 ちばぎんディーシーカード株式会社 関東財務局長 (12)00741 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１　ワールトビジネスガーデンマリブイースト９Ｆ 第000388号

868 ちばぎんリース株式会社 千葉県知事 (13)01325 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－１０－２　

869 ちば興銀カードサービス株式会社 関東財務局長 (5)01462 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町４－５　 第001435号

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

871 中越物産株式会社 新潟県知事 (14)00140 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町１丁目２３番２６号　

872 中央建設株式会社 愛知県知事 (6)04128 440-0092 愛知県豊橋市瓜郷町前川２７番地　

873 中央商事株式会社 広島県知事 (14)00022 730-0045 広島県広島市中区鶴見町１２－１９－１　 第002587号

874 株式会社中央ビル管理 埼玉県知事 (春13)00212 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－２０－１７　

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

876 株式会社中京カード 東海財務局長 (13)00060 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町２０－５　 第001507号

877 中京ファイナンス 愛知県知事 (4)04200 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田３－１－１１　紀志屋ビル４Ａ 第005775号

878 中銀カード株式会社 中国財務局長 (13)00068 700-0904 岡山県岡山市北区柳町２－１１－２３　ちゅうぎん大供ビル４階 第003291号

879 株式会社中国ＮＣクレジット 鳥取県知事 (13)00085 682-0021 鳥取県倉吉市上井３６１－１　 第002481号

880 株式会社中国しんきんカード 中国財務局長 (14)00034 730-0032 広島県広島市中区立町１－２４　 第000656号

881 中小企業振興株式会社 東京都知事 (14)00281 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 第000028号

882 中電ビジネスサポート株式会社 愛知県知事 (7)03860 461-0006 愛知県名古屋市東区東新町１　

883 株式会社中部しんきんカード 東海財務局長 (13)00055 460-8545 愛知県名古屋市中区錦１－４－６　ビル９Ｆ 第002046号

884 ちゅらライフ 沖縄県知事 (7)03882 900-0037 沖縄県那覇市辻１－２－１７　西武コーポⅢ　１０１号室 第000899号

885 株式会社長大キャピタル・マネジメント 東京都知事 (2)31703 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４　６Ｆ

886 株式会社ツーステージ 東京都知事 (6)29269 120-0005 東京都足立区綾瀬６－６－６　１Ｆ 第000224号

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

888 株式会社ツカサ 愛媛県知事 (10)01593 790-0852 愛媛県松山市石手４－５－５　

889 株式会社筑波リース 千葉県知事 (14)00121 272-0133 千葉県市川市行徳駅前２－１３－９　 第002341号

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

891 株式会社つばさコーポレーション 東京都知事 (5)31325 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３６－６　７ＦＣ号室　ワールド宇田川ビル

892 株式会社Ｄ＆Ｍカンパニー 大阪府知事 (2)12992 541-0046 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 第006006号

893 株式会社Ｄ＆Ｍパートナーズ 大阪府知事 (1)13012 541-0046 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 第006180号

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

895 ＤＶＢトランスポート・ファイナンス・リミテッド 東京都知事 (6)29887 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２６Ｆ（２６０９）

896 ディー・エフ・エル・リース株式会社 近畿財務局長 (13)00235 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町４－１－１　 第000840号

897 ティー・オー・エム株式会社 北海道知事 (7)石02665 064-0808 北海道札幌市中央区南８条西１４－３－１２　中島ビル２階 第002699号

898 ティーキャピタルパートナーズ株式会社 東京都知事 (3)31586 100-0004 東京都千代田区大手町１－１－１　大手町パークビルディング１１Ｆ

899 株式会社ディーケーファイナンス 東京都知事 (12)09485 141-0001 東京都品川区北品川６－５－２７　御殿山ビル５Ｆ

900 ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社 東京都知事 (2)31704 170-6016 東京都豊島区東池袋３－１－１　サンシャイン６０　１８Ｆ

901 株式会社ＤＣコーポレーション 東京都知事 (5)31287 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 第005586号

902 株式会社ティー・シー保証 山梨県知事 (13)00293 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東６－９－２５　 第005076号

903 ＤＢＪアセットマネジメント株式会社 東京都知事 (5)31083 100-0004 東京都千代田区大手町１－９－２　大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ１４F

904 ＤＢＪ証券株式会社 東京都知事 (8)22327 100-0004 東京都千代田区大手町１－９－２　大手町フィナンシャルシティグランキューブ１４Ｆ

905 ＴＭＣＡＰ２０１６投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31650 100-0004 東京都千代田区大手町１－１－１　大手町パークビルディング１１Ｆ

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

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

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

＊アイウエオ順
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909 株式会社テーオーデパート 北海道知事 (2)渡00884 040-8610 北海道函館市梁川町１０－２５　 第005998号

910 株式会社Ｔｅｔｒａ Ｆｉｎａｎｃｅ 東京都知事 (3)31623 107-0062 東京都港区南青山２－２６－１　Ｄ－ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ南青山２Ｆ

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

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

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

914 株式会社てるまさリース 沖縄県知事 (1)04258 900-0021 沖縄県那覇市泉崎１－１２－１５　Ｕnufaビル３階 第006185号

915 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 東京都知事 (1)31798 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 第006134号

916 デンタルサポート株式会社 千葉県知事 (6)03822 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３　　幕張テクノガーデンＤ棟１７Ｆ

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

918 天満屋カードサービス株式会社 中国財務局長 (5)00137 700-0901 岡山県岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル４階 第005302号

919 ドイツ証券株式会社 東京都知事 (6)29674 100-6171 東京都千代田区永田町２－１１－１　山王パークタワー

920 同栄インベストメント株式会社 大阪府知事 (2)13006 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１－２－１２　タヒボジャパンビル５Ｆ 第006259号

921 東栄開発株式会社（トーエイ） 東京都知事 (13)02025 194-0032 東京都町田市本町田２７５４－１８　 第001609号

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

923 東海地域中核産業支援投資事業有限責任組合 岐阜県知事 (3)1179 500-8833 岐阜県岐阜市神田町７－１２　十六ビル２階 第005939号

924 東海東京証券株式会社 東海財務局長 (5)00169 450-6212 愛知県名古屋市中村区名駅４－７－１　ミッドランドスクエア１２階 第006071号

925 東海リース 三重県知事 (10)01000 518-0838 三重県伊賀市上野茅町２７１９－９　 第001139号

926 東海リゾート株式会社 東京都知事 (3)31600 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２１－１０　グランスイート虎ノ門１８０５号室

927 東急カード株式会社 関東財務局長 (14)00172 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 第002798号

928 東京海上日動ファイナンス株式会社 関東財務局長 (11)00817 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 第002786号

929 東京ガスリース株式会社 東京都知事 (5)31261 163-1064 東京都新宿区西新宿３－７－１　新宿パークタワー１２Ｆ

930 東京きらぼしリース株式会社 東京都知事 (13)01998 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－３　とみん神田ビル７Ｆ

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

932 東京ＣＰＢ 東京都知事 (T7)28264 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１３　ＡＳＫビル５０２号室

933 有限会社東京商事 岐阜県知事 (13)0605 506-0004 岐阜県高山市桐生町３丁目６１番地　

934 東京信販 岡山県知事 (14)00467 700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町１－５－１９　 第001018号

935 有限会社東京信販 広島県知事 (7)02530 720-0045 広島県福山市宝町４－１９　ロイドビル２０２ 第003232号

936 東京センチュリー株式会社 関東財務局長 (13)00345 101-0022 東京都千代田区神田練塀町３　

937 とうきょう中小企業支援２号ファンド投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31729 108-6219 東京都港区港南２－１５－３　　品川インターシティＣ棟２０Ｆ

938 東京ファイナンス株式会社 東京都知事 (11)11725 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 第003270号

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

940 道銀カード株式会社 北海道財務局長 (9)00061 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西２－１４　 第003607号

941 東銀リース株式会社 関東財務局長 (13)00393 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 第005759号

942 東建リースファンド株式会社 愛知県知事 (8)03469 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２－１－３３　 第005177号

943 有限会社東光商事 宮城県知事 (14)00167 989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－１５－２　 第001143号

944 東光商事株式会社 関東財務局長 (14)00018 951-8540 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町１１７８－１　 第000010号

945 東西自動車工業株式会社 愛媛県知事 (7)02146 792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜３－４－２８　 第005750号

946 東新住販株式会社 東京都知事 (4)31463 103-0027 東京都中央区日本橋１－２－１９　

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

948 東販リーシング株式会社 東京都知事 (12)09276 162-8710 東京都新宿区東五軒町６－２４　トーハン本社ビル３Ｆ

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

950 東武シェアードサービス株式会社 東京都知事 (9)18646 131-0045 東京都墨田区押上２－１８－１２　

951 株式会社東邦カード 東北財務局長 (13)00049 960-8041 福島県福島市大町４－４　 第002907号

952 株式会社東邦クレジットサービス 東北財務局長 (11)00084 960-8041 福島県福島市大町４－４　 第001277号

953 株式会社東北ジェーシービーカード 東北財務局長 (13)00037 020-0866 岩手県盛岡市本宮１－６－８　 第001986号

954 株式会社東北しんきんカード 東北財務局長 (14)00027 984-0816 宮城県仙台市若林区河原町１－２－８　 第001063号

955 東洋エース 東京都知事 (8)23498 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 第000121号

956 東洋商事 広島県知事 (3)01371 737-0046 広島県呉市中通２－７－１７　レンガマンション４０２号 第000240号

957 東洋ファイナンス 京都府知事 (8)02980 604-0091 京都府京都市中京区丸太町通西洞院東入梅屋町１７１　カマンザビル４Ｆ４０１号 第003567号

958 東和カード株式会社 関東財務局長 (12)00777 371-0023 群馬県前橋市本町２－１４－８　 第001757号

959 藤和産業 大阪府知事 (9)09039 552-0011 大阪府大阪市港区南市岡３丁目１１番１３号　

960 東和商事株式会社 東北財務局長 (5)00153 960-8142 福島県福島市小倉寺字鍛冶屋１５－１　 第003264号

961 株式会社ドーガン 福岡県知事 (2)08684 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２　

962 ドーガン・リージョナルバリュー投資事業有限責任組合 福岡県知事 (1)08692 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２　

963 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社 東京都知事 (1)31891 108-0023 東京都港区芝浦４－５－４　田町トーセイビル１２F

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

965 ときわ商事株式会社 埼玉県知事 (3)03863 340-0011 埼玉県草加市栄町３－６－９　ガーデンハイツB棟２０４

966 一般社団法人徳洲会 東京都知事 (T4)31459 102-0074 東京都千代田区九段南１－３－１　東京堂千代田ビルディング１４Ｆ

967 特定非営利活動法人ＮＰＯ夢バンク 長野県知事 (長T7)01112 381-0034 長野県長野市大字高田１０２９－１　

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

969 株式会社とちぎんカード・サービス 関東財務局長 (11)00898 320-0802 栃木県宇都宮市江野町１－１２　 第001436号

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

971 トパーズ･キャピタル株式会社 東京都知事 (4)31479 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 第005784号

972 トマトカード株式会社 中国財務局長 (10)00106 700-0821 岡山県岡山市北区中山下１－９－１　 第000404号

973 富田商事 秋田県知事 (14)00101 013-0062 秋田県横手市駅南１－４－３　 第002212号

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

975 株式会社とみん信用保証 東京都知事 (4)31473 171-0051 東京都豊島区長崎５－３３－９　1、２Ｆ

976 友石商事 宮崎県知事 (14)00072 883-0035 宮崎県日向市春原町２－８－１　 第005871号

977 トモニカード株式会社 四国財務局長 (10)00069 770-0942 徳島県徳島市昭和町１－３７　 第001558号

978 富山ファースト・ディーシー株式会社 北陸財務局長 (12)00025 939-8212 富山県富山市掛尾町６２６　 第002435号
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979 株式会社富山ファイナンス 富山県知事 (13)00132 930-0005 富山県富山市新桜町２－２４　トミ第１ビル８Ｆ 第001158号

980 有限会社豊田ファイナンス 愛知県知事 (8)03463 471-0025 愛知県豊田市西町５－３６－１　ウエスト５ビル３階

981 トヨタファイナンス株式会社 東海財務局長 (12)00172 451-6014 愛知県名古屋市西区牛島町６－１　 第003038号

982 株式会社トラーク 大阪府知事 (1)13021 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２－１－２５　堂島アーバンライフ５Ｆ５０１号室 第006224号

983 株式会社トライハード・キャピタル 東京都知事 (6)30892 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３－２－２　ＥＫＫビル２Ｆ

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

985 株式会社トラスト 東京都知事 (13)02465 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－３－９　

986 トラスト・キャピタル・メザニン２０１６投資事業組合 東京都知事 (3)31628 103-0022 東京都中央区日本橋室町４－５－１　　さくら室町ビル８Ｆ(ＭＥＺ２０１６室)

987 トラスト・キャピタル・メザニン２０２０投資事業組合 東京都知事 (1)31822 103-0022 東京都中央区日本橋室町４－５－１　　さくら室町ビル８Ｆ（ＭＥＺ２０２０室）

988 トラスト・キャピタル・メザニン２０２２投資事業組合 東京都知事 (1)31892 103-0022 東京都中央区日本橋室町４－５－１　さくら室町ビル８Ｆ（ＭＥＺ２０２２室）

989 トラストホールディングス株式会社 東京都知事 (5)31275 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 第005559号

990 トラストメディカルサポート株式会社 福岡県知事 (3)08677 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１５－１８　 第005914号

991 株式会社ＴＲＵＳＴ　ＯＮＥ 東京都知事 (2)31749 194-0013 東京都町田市原町田４－２－３　秀興ビル４Ｆ

992 ドリーム 宮城県知事 (6)02265 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－５２　朝日プラザ花京院５０３号 第005142号

993 ドリーム信販 栃木県知事 (8)00936 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉１－１２－８　メゾン・ド・エストⅡ－２０５ 第002434号

994 株式会社とりぎんカードサービス 中国財務局長 (11)00088 680-0846 鳥取県鳥取市扇町９－２　とりぎんプラザビル２階 第000267号

995 トリニティヘルスケアⅡ投資事業有限責任組合 東京都知事 (3)31637 105-0013 東京都港区浜松町１－２７－１６　汐留ビルディング１５Ｆ

996 ナイスコミュニティー株式会社 神奈川県知事 (3)05045 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２－１３　ニックハイム鶴見中央ビル

997 ナイスローン 静岡県知事 (12)01588 417-0051 静岡県富士市吉原２－１２－９　和田ビル２Ｆ 第001903号

998 ナイン・ステーツ・５投資事業有限責任組合 福岡県知事 (1)08695 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１２－２０　

999 ナイン・ステーツ・４投資事業有限責任組合 福岡県知事 (2)08685 812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１２－２０　

1000 有限会社ナガオカ商会 東京都知事 (11)11615 125-0041 東京都葛飾区東金町６－２６－７　 第003685号

1001 長澤商事 福岡県知事 (8)07269 816-0832 福岡県春日市紅葉ヶ丘西５－３３　 第005629号

1002 有限会社中島商事 島根県知事 (14)00035 690-0052 島根県松江市竪町１２６　 第002503号

1003 株式会社中商 岡山県知事 (14)00562 700-0824 岡山県岡山市北区内山下２－６－８　

1004 永田商事 愛知県知事 (13)00947 465-0054 愛知県名古屋市名東区高針台1-814　

1005 長野カード株式会社 関東財務局長 (11)00833 390-0874 長野県松本市大手２－２－１６　ながぎん松本センタービル 第001326号

1006 中道リース株式会社 北海道財務局長 (13)00022 060-0031 北海道札幌市中央区北１条東３－３　 第002593号

1007 株式会社名古屋エム・シーカード 東海財務局長 (12)00100 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津２－４－５　名銀上前津ビル５F 第000751号

1008 株式会社名古屋カード 東海財務局長 (13)00043 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津２－４－５　 第000420号

1009 株式会社ナショナル商事 三重県知事 (14)00164 513-0823 三重県鈴鹿市道伯３－１０－１８　 第002935号

1010 ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド（証券） 東京都知事 (8)24328 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－２　新丸の内センタービル１９Ｆ

1011 ナティクシス 東京都知事 (1)31893 106-0032 東京都港区六本木１－４－５　アークヒルズサウスタワー８Ｆ

1012 ナティクシス日本証券株式会社 東京都知事 (3)31548 106-0032 東京都港区六本木１－４－５　アークヒルズサウスタワー8F

1013 ナビファイナンス 大阪府知事 (5)12950 561-0852 大阪府豊中市服部本町１－６－２８　ＳＡＮＫＹＯ　ＢＬＤ．４０１ 第005650号

1014 ナルト株式会社 東京都知事 (5)31301 120-0005 東京都足立区綾瀬６－３９－１３　

1015 株式会社南栄商事 山梨県知事 (14)00079 400-0864 山梨県甲府市湯田１－１０－１４　 第000237号

1016 南国ファイナンス株式会社 鹿児島県知事 (6)01532 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１８－１　 第002173号

1017 南都カードサービス株式会社 近畿財務局長 (11)00513 630-0213 奈良県生駒市東生駒１－６１－７　 第003252号

1018 南都ディーシーカード株式会社 近畿財務局長 (11)00502 630-0213 奈良県生駒市東生駒１－６１－７　 第000660号

1019 西日本メディカルビルディング株式会社 福岡県知事 (6)08296 820-0011 福岡県飯塚市柏の森７７７－１　

1020 日栄倉庫株式会社 福岡県知事 (14)00003 810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－６－２　 第001560号

1021 日エム商事株式会社（ＪＡＰＡＮ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ） 東京都知事 (11)12152 103-0027 東京都中央区日本橋１－３－８　ディアマントビル６Ｆ 第000913号

1022 ニチクレ株式会社 東京都知事 (6)30931 104-0061 東京都中央区銀座１－１８－６　井門銀座一丁目ビル７Ｆ

1023 株式会社日電社 大阪府知事 (5)12923 574-0011 大阪府大東市北条１１１５　 第002388号

1024 株式会社日電社 奈良県知事 (6)01139 630-8244 奈良県奈良市三条町６０６－１９　 第002169号

1025 株式会社日貿信 東京都知事 (4)31455 135-0016 東京都江東区東陽４－１０－４　東陽町ＳＨビル２Ｆ

1026 有限会社ニチリン 埼玉県知事 (6)03803 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町１－１６－１０　ホワイトブライティー南浦和７０２号 第002698号

1027 日健クレジット株式会社 岐阜県知事 (6)1172 501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平１－３２　日健総本社ビル２階 第000299号

1028 日賢商事株式会社 愛知県知事 (11)02470 460-0021 愛知県名古屋市中区平和２－２－４　真水ビル２階

1029 株式会社日光商事 関東財務局長 (14)00113 161-0033 東京都新宿区下落合１－２－５　第２３鈴木総合ビル５Ｆ、１Ｆ 第001614号

1030 株式会社日興商事（プラス） 広島県知事 (14)00320 720-0066 広島県福山市三之丸町１２－２　 第000611号

1031 日産グループファイナンス株式会社 神奈川県知事 (5)05028 220-0011 神奈川県横浜市西区高島１－１－１　

1032 日産証券ファイナンス株式会社 東京都知事 (1)31806 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３８－１１　ユニコムビル６Ｆ

1033 株式会社日産フィナンシャルサービス 関東財務局長 (13)00321 261-7114 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１　

1034 株式会社日証 近畿財務局長 (7)00788 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－９－２４　 第000035号

1035 日商リース 北海道知事 (10)石01761 062-0903 北海道札幌市豊平区豊平３条２丁目１番４０号　豊平アシュウ７０５号室　

1036 株式会社日伸工業 東京都知事 (6)29818 206-0804 東京都稲城市百村１６０３－５　

1037 日清トレーディング株式会社 東京都知事 (10)15835 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－２５　６Ｆ 第005342号

1038 日神ファイナンス株式会社 東京都知事 (12)09922 160-8411 東京都新宿区新宿５－８－１　日神ビル７Ｆ

1039 株式会社ニッスイ 東京都知事 (2)31736 105-8676 東京都港区西新橋１－３－１　　西新橋スクエア５F５０１区外

1040 ニッセイ・リース株式会社 関東財務局長 (13)00578 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１－１　 第005982号

1041 ニッセン・クレジットサービス株式会社 近畿財務局長 (8)00732 601-8412 京都府京都市南区西九条院町２６　 第002848号

1042 株式会社日専連旭川 北海道知事 (5)上00453 070-0032 北海道旭川市２条通８－１４４－７　 第001535号

1043 株式会社ニッセンレンエスコート 北海道知事 (4)石03051 060-8508 北海道札幌市中央区南２条西２－１３　 第003088号

1044 株式会社日専連ジェミス 北海道知事 (8)十00314 080-0012 北海道帯広市西２条南８－８　 第002185号

1045 株式会社日専連静岡 静岡県知事 (4)02409 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町２－７－２６　 第003317号

1046 株式会社日専連ニックコーポレーション 北海道知事 (10)網00285 090-0042 北海道北見市北２条西１－１６－１　 第001899号

1047 株式会社日専連パートナーズ 岩手県知事 (13)00319 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１－１４－２１　 第003158号

1048 株式会社　日専連パシフィック 北海道知事 (5)胆00443 053-0022 北海道苫小牧市表町３－２－１１　 第005449号
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1049 株式会社日専連ファイナンス 九州財務局長 (11)00065 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町６－５　 第000711号

1050 株式会社日専連ベネフル 福岡県知事 (4)08671 802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５　 第002646号

1051 株式会社日専連ホールディングス 青森県知事 (4)01717 030-0861 青森県青森市長島２－１８－６　 第000652号

1052 株式会社日専連ライフサービス 東北財務局長 (2)00155 980-6109 宮城県仙台市青葉区中央１－３－１　ＡＥＲ９Ｆ 第003109号

1053 有限会社ニッチ通商 和歌山県知事 (7)01374 641-0014 和歌山県和歌山市毛見１５０８－１　（２００３号）

1054 日鉄ファイナンス株式会社 東京都知事 (5)31320 100-6913 東京都千代田区丸の内２－６－１　丸の内パークビル１３Ｆ

1055 日宝 東京都知事 (13)04793 150-0041 東京都渋谷区神南１－２０－１５　　和田ビル６Ｆ６０１号室 第000978号

1056 日本元気キャピタル株式会社 神奈川県知事 (2)05049 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１７－１９　AR新横浜ビルディング４０２号室 第006040号

1057 日本ハムビジネスアソシエ株式会社 大阪府知事 (8)11188 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２－４－９　ブリーゼタワー１４Ｆ 第005448号

1058 日本アジア商事株式会社 千葉県知事 (5)03869 271-0064 千葉県松戸市上本郷９００番地の５　

1059 株式会社日本エスコン 東京都知事 (1)31813 105-0001 東京都港区虎ノ門２－１０－４　オークラ　プレスステージタワー　２０Ｆ

1060 日本オーナーズクレジット株式会社 大阪府知事 (8)10667 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野１－２－３　高松建設株式会社本社内２Ｆ４Ｆ

1061 日本キャッシュプラザ 京都府知事 (13)00724 604-8375 京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町１６－３６　山本ビル 第002463号

1062 日本住宅ローン株式会社 関東財務局長 (1)01528 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１－１　新宿マインズタワー９Ｆ 第003413号

1063 株式会社日本直販総本社 東京都知事 (1)31864 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３４－７　ＮＸ新宿ビル８Ｆ 第006202号

1064 日本ファイナンス有限会社 山口県知事 (7)01430 755-0066 山口県宇部市小松原町２－６－５　宇部産業ビル２Ｆ 第002144号

1065 株式会社日本プラム 京都府知事 (4)03418 600-8499 京都府京都市下京区四条通堀川西入唐津屋町５３６　ＭＯＭＯビル４・５Ｆ 第005044号

1066 株式会社日本保証 関東財務局長 (14)01509 150-6007 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３　 第002268号

1067 日本マリタイムバンク株式会社 東京都知事 (1)31818 104-0033 東京都中央区新川２－９－５　第二中村ビル３Ｆ 第006147号

1068 日本モーゲージ株式会社 大阪府知事 (5)12897 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町３－２５　タマダビル 第006173号

1069 日本モーゲージサービス株式会社 関東財務局長 (5)01464 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 第005752号

1070 日本郵船株式会社 東京都知事 (1)31795 100-0005 東京都千代田区丸の内２－３－２　郵船ビル１１Ｆ

1071 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 東京都知事 (1)31921 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１　　Ｏｔｅａｃｈｉ Ｏｎｅタワー２７Ｆ 第006268号

1072 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 東京都知事 (2)31757 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１　Ｏｔｅｍａｃｈｉ Ｏｎｅタワー２７Ｆ　 第006267号

1073 ニュース証券株式会社 東京都知事 (6)30791 150-0011 東京都渋谷区東３－１１－１０　恵比寿ビル１Ｆ

1074 ネクサス 大阪府知事 (5)12901 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東３－２１－１０　

1075 Ｎｅｘｕｓ Ｃａｒｄ株式会社 九州財務局長 (13)00132 880-0006 宮崎県宮崎市千草町４－１７　 第002328号

1076 有限会社ネクサスコーポレーション 愛知県知事 (6)04151 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－３－１８　

1077 株式会社ネクサスバンク 埼玉県知事 (4)03862 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５－１　太陽生命大宮吉敷町ビル２階 第005835号

1078 ネクスト・ショア有限会社 東京都知事 (6)29723 107-0052 東京都港区赤坂２－１７－７　赤坂溜池タワー９Ｆ

1079 Ｎｅｘｔ Ｒｉｓｅソーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31882 100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－６　東京倶楽部ビルディング４F４０１号室

1080 ノヴィルファイナンス株式会社 徳島県知事 (6)00855 770-8053 徳島県徳島市沖浜東３－１５　 第005470号

1081 のぞみ債権回収株式会社 東京都知事 (6)30679 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町８－１　ヒューリック小舟町ビル８Ｆ

1082 のぞみファイナンス＆コンサルティング株式会社 東京都知事 (2)31677 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町８－１　ヒューリック小舟町ビル８Ｆ

1083 野中信用 大阪府知事 (14)02455 590-0531 大阪府泉南市岡田６－２６－１６　 第001812号

1084 野村キャピタル・インベストメント株式会社 東京都知事 (8)21074 100-8130 東京都千代田区大手町２－２－２　

1085 株式会社野村工務店 大阪府知事 (4)12971 576-0016 大阪府交野市星田４－１６－５　

1086 野村證券株式会社 関東財務局長 (7)01372 103-8011 東京都中央区日本橋１－１３－１　

1087 野村バブコックアンドブラウン株式会社 東京都知事 (12)07056 103-0007 東京都中央区日本橋浜町３－３－２　トルナーレ日本橋浜町５Ｆ

1088 パークファイナンス株式会社 東京都知事 (1)31933 160-0004 東京都新宿区四谷４－２４－１６　御苑ハイム２Ｆ　２０５号

1089 バークレイズ証券株式会社 東京都知事 (6)29963 106-6131 東京都港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワー３１Ｆ、３２Ｆ

1090 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社　 東京都知事 (2)31714 106-0032 東京都港区六本木４－１２－８　第六ＤＭＪビル６Ｆ 第006056号

1091 株式会社ハーモネートコミュニティズ 栃木県知事 (8)00979 321-0968 栃木県宇都宮市中今泉３－１－３９　 第002936号

1092 株式会社バイコム 東京都知事 (1)31899 135-0041 東京都江東区冬木１１－１７　イシマビル４Ｆ 第006229号

1093 ハウジングＦＰ 沖縄県知事 (8)03326 904-2163 沖縄県沖縄市大里１－２－７　マルトモアパート１０１ 第003580号

1094 株式会社ハウス・デポ・ジャパン 東京都知事 (8)24409 136-0082 東京都江東区新木場１－７－２２　

1095 株式会社ハウス・デポ・パートナーズ 関東財務局長 (3)01508 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 第005893号

1096 橋本総業株式会社 東京都知事 (3)31596 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町９－９　橋本ビル３F 第006243号

1097 橋本総業ホールディングス株式会社 東京都知事 (5)31277 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町９－９　橋本ビル４Ｆ

1098 株式会社八十二カード 関東財務局長 (13)00225 380-0935 長野県長野市中御所218番地11　 第000493号

1099 八十二リース株式会社 長野県知事 (長1)01144 380-0936 長野県長野市大字中御所岡田２１８番地１４　

1100 八幡産業株式会社 大阪府知事 (14)00447 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２－１３－２０　 第002277号

1101 花まるクレジット 熊本県知事 (7)02257 866-0861 熊本県八代市本町１－１０－３０　３Ｆ 第003293号

1102 浜銀ファイナンス株式会社 神奈川県知事 (13)01822 220-8613 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１　

1103 原一商事 埼玉県知事 (6)03843 356-0027 埼玉県ふじみ野市松山２－３－１５　 第003007号

1104 ＨＡＬ　ファイナンス 大阪府知事 (6)12662 581-0856 大阪府八尾市水越４－１４４　本間ビル２０５号 第001399号

1105 株式会社ハローハッピー 大阪府知事 (6)12823 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－８－２２　新川清水ビル３０２号

1106 株式会社バローフィナンシャルサービス 東海財務局長 (1)00173 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１－１６－２１　名古屋三井物産ビル３Ｆ 第006261号

1107 株式会社バンカーズ 関東財務局長 (14)00077 102-0083 東京都千代田区麹町２－１２－１　 第002411号

1108 株式会社バンカーズ・ビジネスファイナンス 東京都知事 (1)31901 102-0083 東京都千代田区麹町２－１２－１　ＶＯＲＴ半蔵門８Ｆ 第006230号

1109 株式会社バンカブル 東京都知事 (1)31908 102-0081 東京都千代田区四番町６番　東急番町ビル５Ｆ 第006237号

1110 株式会社阪急阪神フィナンシャルサポート 大阪府知事 (7)12030 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１６－１　阪急電鉄本社ビル内５階

1111 バンク・オブ・テック株式会社 東京都知事 (1)31835 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町４－５　鳳ビル６Ｆ

1112 株式会社阪神クレジット 大阪府知事 (6)12498 577-0803 大阪府東大阪市下小阪１－６－４　２Ｆ 第001582号

1113 株式会社ハンシン経営 大阪府知事 (5)12855 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－３－２２　新大阪長谷ビル７Ｆ７０４Ａ号室

1114 ビアイジ株式会社 近畿財務局長 (14)00546 615-0011 京都府京都市右京区西院東淳和院町１８　万成ビル４Ｆ 第002674号

1115 ビー・アイ・ジー・キャピタル株式会社 大分県知事 (3)01365 870-0048 大分県大分市碩田町２－２－３０　 第005921号

1116 合同会社ピー・エイチ・エー・ファイナンス 東京都知事 (5)31131 106-0047 東京都港区南麻布３－５－２０　南麻布井上ビル４Ｆ４０１号 第005395号

1117 ＢＳＰバンク株式会社 東京都知事 (2)31781 102-0074 東京都千代田区九段南１－６－１７　千代田会館２Ｆ 第006144号

1118 ＢＮＰパリバ証券株式会社 東京都知事 (5)31372 100-6740 東京都千代田区丸の内１－９－１　グラントウキョウノースタワー４１Ｆ、４２Ｆ
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商号 郵便番号 住所 協会員番号登録番号

1119 株式会社ビーエム総合リース 東京都知事 (5)31330 103-0005 東京都中央区日本橋久松町１２－８　ドッドウエルＢＭＳビル４Ｆ

1120 ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 東京都知事 (4)31414 105-7308 東京都港区東新橋１－９－１　東京汐留ビルディング８Ｆ

1121 ＢｏｆＡ証券株式会社 東京都知事 (5)31353 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 第001254号

1122 ＰＫ ＡＩＲ１ＪＰＮ合同会社 東京都知事 (1)31817 105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号　　オークラプレステージタワー

1123 ピースバンクいしかわ 石川県知事 (T5)00952 921-8815 石川県野々市市本町２－１－１　

1124 東日本銀ジェーシービーカード株式会社 関東財務局長 (9)01093 110-0016 東京都台東区台東４－２９－１２　 第001563号

1125 東日本信販株式会社 東京都知事 (2)31702 100-0011 東京都千代田区内幸町１－３－３　内幸町ダイビル７Ｆ

1126 光商会 愛知県知事 (13)01351 444-0902 愛知県岡崎市舳越町字朝倉１７－１　 第001847号

1127 光ファイナンス 滋賀県知事 (3)00870 529-0122 滋賀県長浜市酢８５４　 第005929号

1128 肥銀カード株式会社 九州財務局長 (11)00054 860-0845 熊本県熊本市中央区上通町１０－１　肥後上通ビル４階 第001991号

1129 肥銀リース株式会社 熊本県知事 (14)00397 862-0949 熊本県熊本市中央区国府１－２０－１　肥後水前寺ビル５階

1130 株式会社ビゲスト 東京都知事 (1)31885 107-0052 東京都港区赤坂３－２１－８　高和赤坂ビル４Ｆ 第006213号

1131 株式会社ビジネスアシスト 沖縄県知事 (3)04240 901-2125 沖縄県浦添市仲西３－１５－２　フェニックス２１－２Ｆ 第005976号

1132 株式会社ビジネスクルー 大阪府知事 (6)12826 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路３－１４－２２　千商ビル２・３Ｆ 第005468号

1133 有限会社ビジネスサービス 宮城県知事 (14)00074 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉３－３－４３　 第002508号

1134 株式会社ビジネスパートナー 関東財務局長 (4)01500 160-0022 東京都新宿区新宿６－２７－５６　新宿スクエア６Ｆ 第005722号

1135 株式会社ビジネス・ワンファイナンス 福岡財務支局長 (1)00176 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３－１６－２７　４階 第005360号

1136 日立建機リーシング株式会社 埼玉県知事 (3)03864 340-0004 埼玉県草加市弁天５－３３－２５　

1137 株式会社ＢＩＧサービス 東京都知事 (6)29428 107-0052 東京都港区赤坂２－１６－５　ＢＳ赤坂ビル２Ｆ 第003123号

1138 ビッグ・ワン 大阪府知事 (2)12997 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町１４－３３　ＯＭビル２Ｆ２０２号室 第006069号

1139 ビットバンク株式会社 東京都知事 (1)31821 141-0031 東京都品川区西五反田７－２０－９　　KDX西五反田ビル７F 第006169号

1140 ビットリアルティ株式会社 東京都知事 (1)31913 105-0004 東京都港区新橋２－２－９　ＫＤＸ新橋ビル４Ｆ 第006241号

1141 合同会社ひまわり 大阪府知事 (1)13019 556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東３－６－９　大阪エイトビル３Ｆ 第006236号

1142 ＮＰＯ法人ひまわり暮らしの基金 福岡県知事 (T4)08672 802-0061 福岡県北九州市小倉北区三郎丸３－１４－２２　

1143 ひめぎんリース株式会社 愛媛県知事 (13)00943 790-0874 愛媛県松山市南持田町２７－１　

1144 株式会社百五カード 東海財務局長 (13)00036 514-0004 三重県津市栄町３－１２３－１　 第002494号

1145 株式会社百十四ジェーシービーカード 四国財務局長 (12)00046 760-0053 香川県高松市田町１１－５　 第002651号

1146 株式会社百十四ディーシーカード 四国財務局長 (13)00025 760-0053 香川県高松市田町１１－５　 第000858号

1147 株式会社ビューカード 関東財務局長 (5)01472 141-8601 東京都品川区大崎１－５－１　 第005564号

1148 ビリングシステム株式会社 東京都知事 (7)26171 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１３ＦＡ-３・４　Ａ－１（一部利用）１２ＦＡ-３

1149 株式会社ビルクラッチ 東京都知事 (10)14619 170-0003 東京都豊島区駒込１－３５－６　 第005207号

1150 ひろぎんカードサービス株式会社 中国財務局長 (12)00071 730-0031 広島県広島市中区紙屋町１－３－８　ひろぎんホールディングス本社ビル８F 第002184号

1151 ひろぎん保証株式会社 中国財務局長 (1)00138 730-0031 広島県広島市中区紙屋町１－３－８　ひろぎんホールディングス本社ビル８F 第006242号

1152 ひろぎんリース株式会社 広島県知事 (5)02708 730-0031 広島県広島市中区紙屋町１－３－８　ひろぎんホールディングス本社ビル９階 第005136号

1153 ヒロシ興産株式会社 東京都知事 (14)01568 110-0005 東京都台東区上野１－１８－１　上野ＴＳビル８Ｆ（エレベーターから左側）

1154 広島地所 広島県知事 (2)02724 731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央６－１－６７－３０１　 第006092号

1155 株式会社ファースト 東京都知事 (1)31889 105-0004 東京都港区新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル３F 第006218号

1156 ファーストブラザーズキャピタル株式会社 東京都知事 (2)31689 100-6325 東京都千代田区丸の内２－４－１　丸の内ビルディング２５Ｆ

1157 ファーストプラン 沖縄県知事 (2)04246 901-2125 沖縄県浦添市仲西１－３－２５　フロンテージ仲西５０６号室 第006061号

1158 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｏｎｅ 大阪府知事 (3)12985 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－１－１７　角屋難波ビル６階 第005896号

1159 ファイブスター・メザニン１号投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31727 104-0061 東京都中央区銀座６－１０－１　GINZA　SIX　８Ｆ

1160 ファイブスター・メザニン２号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31883 104-0061 東京都中央区銀座６－１０－１　ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ８Ｆ

1161 ファインコーポレーション 沖縄県知事 (3)04219 902-0076 沖縄県那覇市字与儀２１０　メゾン城真Ⅲ１０１ 第005878号

1162 ファインライフ 沖縄県知事 (1)04257 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 第006181号

1163 株式会社ファミマデジタルワン 関東財務局長 (1)01525 108-0023 東京都港区芝浦３－1－２１　msb Tamachi 田町ステーションタワーS 第006200号

1164 株式会社ファミリーファイナンス 東京都知事 (8)24318 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 第005734号

1165 株式会社ファミリーライフサービス 関東財務局長 (5)01477 180-0022 東京都武蔵野市境２－１２－１３　飯田ビル１Ｆ 第002122号

1166 ファルス株式会社 東京都知事 (1)31857 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１－９　フィル・パーク日本橋蛎殻町２Ｆ 第006211号

1167 Ｆｕｎｄｓ　Ｍａｒｒｉａｇｅ株式会社 東京都知事 (5)31347 107-6119 東京都港区赤坂５－２－２０　赤坂パークビル１９階 第005670号

1168 ファンズ・レンディング株式会社 東京都知事 (1)31812 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 第006137号

1169 株式会社ファンドクリエーション 東京都知事 (6)29293 102-0083 東京都千代田区麹町１－４　半蔵門ファーストビル５Ｆ

1170 ファンドワン株式会社 東京都知事 (1)31816 170-0005 東京都豊島区南大塚２－３９－１１　ヒサビル６０１号室 第006140号

1171 フィデアカード株式会社 東北財務局長 (11)00094 010-0001 秋田県秋田市中通３－１－３４　 第000624号

1172 株式会社フィナンシャルドゥ 近畿財務局長 (2)00818 550-0005 大阪府大阪市西区西本町２－３－６　山岡ビル３Ｆ 第005932号

1173 株式会社Ｆｉｖｏｔ 東京都知事 (1)31827 141-0031 東京都品川区西五反田７－２２－１７　ＴＯＣビル１０Ｆ１６号室 第006152号

1174 フィンスパイア株式会社 東京都知事 (2)31645 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２１Ｆ

1175 Ｆｉｎｔｅｒｔｅｃｈ株式会社 東京都知事 (2)31772 102-0082 東京都千代田区一番町５　アトラスビル６F 第006112号

1176 フィンテック株式会社 東京都知事 (1)31943 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

1177 フィンテックグローバル株式会社 東京都知事 (5)31237 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 第003096号

1178 ＦＩＮ　ＬＡＢ株式会社 東京都知事 (3)31634 105-0001 東京都港区虎ノ門１－１３－５　ＶＯＲＴ虎ノ門Ⅱ４Ｆ 第005978号

1179 株式会社フェアー 沖縄県知事 (11)01730 900-0036 沖縄県那覇市西１－１９－７　フェア－ビル８Ｆ 第003475号

1180 株式会社フェイス 神奈川県知事 (2)05050 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４８４－１２　セントラルビルディング２０３号室 第006052号

1181 フェニックス・キャピタル株式会社 東京都知事 (4)31467 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 第005768号

1182 株式会社フォーカス 東京都知事 (5)31370 105-0001 東京都港区虎ノ門１－１２－１５　虎ノ門第２東洋ビル８Ｆ

1183 フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 東京都知事 (9)17810 140-0001 東京都品川区北品川４－７－３５　御殿山トラストタワー１７Ｆ

1184 ぶぎん総合リース株式会社 埼玉県知事 (浦13)00208 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－８　武蔵野銀行本店ビル７階

1185 株式会社福井カード 北陸財務局長 (13)00024 910-0023 福井県福井市順化１－３－３　 第002758号

1186 福一商事 石川県知事 (14)00165 921-8035 石川県金沢市泉が丘２－１１－５０　グリーンビュー泉ヶ丘６０３ 第001723号

1187 福栄商事 福岡県知事 (4)00373 807-1264 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘３－３－１　

1188 株式会社福岡キャピタルパートナーズ 福岡県知事 (6)08447 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 第001121号

＊アイウエオ順



令和5年3月31日現在

商号 郵便番号 住所 協会員番号登録番号

1189 福岡地所株式会社 福岡県知事 (6)08457 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２５　キャナルシティ博多ビジネスセンタービル１０Ｆ

1190 福岡ロードサービス株式会社 福岡県知事 (3)08674 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町１－３　

1191 株式会社ふくぎんリース＆クレジット 東北財務局長 (12)00073 960-8033 福島県福島市万世町２－５　 第003629号

1192 福邦カード株式会社 北陸財務局長 (11)00032 910-0023 福井県福井市順化１－３－３　 第001008号

1193 フクホー株式会社 大阪府知事 (6)12736 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－９－５　福宝ビル 第001391号

1194 株式会社フジ・カードサービス 愛媛県知事 (2)02203 790-0065 愛媛県松山市宮西１－２－１　 第005754号

1195 有限会社フジ企画（クレジットセンター） 東京都知事 (9)18584 156-0044 東京都世田谷区赤堤４－４５－１２　　藤枝ビル２Ｆ 第002630号

1196 富士金融 三重県知事 (10)01077 519-3617 三重県尾鷲市野地町１２－３１　 第005723号

1197 富士金融 三重県知事 (11)00915 515-0085 三重県松阪市湊町２３２－１　

1198 富士クレジット株式会社 大阪府知事 (2)13002 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－２０－９　中島ビル４Ｆ 第002392号

1199 株式会社フジケンファミリア 愛知県知事 (1)04216 444-0841 愛知県岡崎市戸崎町字藤狭１－１２０　 第006142号

1200 株式会社フジコー 北海道知事 (14)石00172 060-0041 北海道札幌市中央区大通東３－１－２７　富士ビル２階 第000562号

1201 株式会社フジサキ 広島県知事 (14)00240 730-0801 広島県広島市中区寺町６－１８　

1202 株式会社藤島建設 埼玉県知事 (浦10)00851 333-0846 埼玉県川口市南前川２－１４－１２　

1203 株式会社藤島住宅 埼玉県知事 (浦10)00850 333-0846 埼玉県川口市南前川２－１４－１２　

1204 富士商事株式会社 岐阜県知事 (5)1177 506-0009 岐阜県高山市花岡町２－８１　

1205 富士電機フィアス株式会社 東京都知事 (10)16310 141-0032 東京都品川区大崎１－１１－２　ゲートシティ大崎イーストタワー１４Ｆ

1206 有限会社フジトラスト 東京都知事 (8)24857 104-0031 東京都中央区京橋２－９－１２　　日本工築１号館ビル３Ｆ　Ｂ室

1207 フタバ株式会社 東京都知事 (4)31502 101-0032 東京都千代田区岩本町３－２－１０　 第000034号

1208 二葉ローン 静岡県知事 (13)00858 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町１－３７　立川ビル２Ｆ 第001362号

1209 不動産担保ローン株式会社 東京都知事 (5)31371 103-0027 東京都中央区日本橋３－８－１４　日本橋ビル地下１Ｆ 第005676号

1210 フュージョン資産マネジメント株式会社 東京都知事 (3)31571 112-0004 東京都文京区後楽１－４－１４　後楽森ビル１２Ｆ 第005906号

1211 フューチャー 東京都知事 (1)31799 203-0053 東京都東久留米市本町２－１－２　須田店舗２０１

1212 株式会社フューチャープランニング 東京都知事 (6)30701 150-0041 東京都渋谷区神南１－１５－３　神南プラザビル４階 第006027号

1213 芙蓉総合リース株式会社 関東財務局長 (13)00319 102-0083 東京都千代田区麹町５－１－１　 第005242号

1214 株式会社プライ 香川県知事 (3)00653 760-0052 香川県高松市瓦町２－１２－８　 第005885号

1215 プライス 宮城県知事 (6)02266 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－５２　朝日プラザ花京院８０４ 第005240号

1216 株式会社プライメックスキャピタル 近畿財務局長 (14)00035 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町３－６－１　 第000781号

1217 株式会社プラス 和歌山県知事 (5)01445 640-8033 和歌山県和歌山市本町４－１１　

1218 有限会社プラス（キャッシングローンわかば） 鹿児島県知事 (6)大支00192 894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町４－１６　小久保ビル２Ｆ２０２号室 第002739号

1219 株式会社ＰＬＵＳ・Ｃ 愛知県知事 (2)04214 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社２-２４２　高社ビル３階 第006076号

1220 プラムファイナンス 宮崎県知事 (1)01795 880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３－１０－４　ホテルプラム２階 第006252号

1221 有限会社プラン 大阪府知事 (8)11259 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 第002156号

1222 株式会社プランネル 東京都知事 (12)07439 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－４－１５　 第002797号

1223 ブリヂストンファイナンス株式会社 東京都知事 (6)30654 187-8531 東京都小平市小川東町３－１－１　ブリヂストンＧ－ＭＥＣビル３Ｆ

1224 プリモファイナンスサービス 栃木県知事 (5)01105 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷１－４－５　岸ビル４階 第005657号

1225 ブルーパートナーズ第一号投資事業有限責任組合 東京都知事 (3)31591 100-8178 東京都千代田区大手町１―９―６　大手町フィナンシャルシティサウスタワー

1226 ブルーパ－トナーズ第二号投資事業有限責任組合 東京都知事 (3)31592 100-8178 東京都千代田区大手町１―９―６　大手町フィナンシャルシティサウスタワー

1227 ふるさと産業躍進投資事業有限責任組合 宮城県知事 (2)02286 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－６－３５　

1228 Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ　Ｍｏｒｔｇａｇｅ　Ａｓｓｅｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　２　Ｊａｐａｎ投資事業有限責任 東京都知事 (4)31517 100-0014 東京都千代田区永田町２－１３－１０　プルデンシャルタワー１６Ｆ　ＰＧＩＭリアルエステート・ジャパン㈱内　Ｏｆｆｉｃｅ３

1229 Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ　Ｍｏｒｔｇａｇｅ　Ａｓｓｅｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　１　Ｊａｐａｎ投資事業有限責任 東京都知事 (5)31253 100-0014 東京都千代田区永田町２－１３－１０　プルデンシャルタワー１６Ｆ　ＰＧＩＭリアルエステート・ジャパン㈱内　Ｏｆｆｉｃｅ２

1230 株式会社ブレイン 鹿児島県知事 (3)01541 892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町５－７　ＳＩビル４０１

1231 フレックス株式会社 関東財務局長 (13)00540 107-0061 東京都港区北青山２－５－８　青山オーエムスクエア６Ｆ 第003276号

1232 有限会社フレッシュ 大分県知事 (8)01196 870-0917 大分県大分市高松１－７－１２　 第003409号

1233 フレッシュローンサービス 徳島県知事 (10)00646 771-0116 徳島県徳島市川内町宮島錦野１７４－１１　 第002091号

1234 有限会社フレンド田 東京都知事 (10)15294 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－２－１　　大和ビル２Ｆ 第001613号

1235 株式会社プログレス 大阪府知事 (6)12727 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３－５－１４　東ビル４Ｆ 第000708号

1236 株式会社フロンティアファイナンス 愛知県知事 (1)04220 453-0803 愛知県名古屋市中村区長戸井町３-４０-１　レトア黄金２０１・２０３ 第006157号

1237 フロンティア・マネジメント株式会社 東京都知事 (4)31415 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 第005717号

1238 株式会社ベイシアビジネスサポート 群馬県知事 (8)01052 379-2187 群馬県前橋市亀里町９００　 第005883号

1239 ＰａｙＰａｙカード株式会社 関東財務局長 (3)01524 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 第005865号

1240 平和興産株式会社 北海道財務局長 (12)00036 041-0806 北海道函館市美原２－８－２３　 第001083号

1241 株式会社ベース商事 兵庫県阪神北県民局長 (1)26081 666-0016 兵庫県川西市中央町１１－３　セントラルコンフォート１０２ 第006195号

1242 ベストクレジット 福岡県知事 (3)08676 839-0862 福岡県久留米市野中町９２５－１　白水ビル２Ｆ　２０１ 第005908号

1243 Ｐｅｐｐｅｒ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｊａｐａｎ株式会社 東京都知事 (5)31173 105-0004 東京都港区新橋２－１３－８　新橋東和ビル５Ｆ

1244 ペリカンライフ 沖縄県知事 (5)04153 902-0071 沖縄県那覇市繁多川２－１－６２　石田アパート３０２ 第005440号

1245 株式会社ベルシステム 東京都知事 (6)30875 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－１０－１１　ｂｅｌｌｅ日本橋５Ｆ 第000914号

1246 株式会社ヘルスケア・フィット 大阪府知事 (1)13017 541-0047 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５Ｆ 第006221号

1247 ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 東京都知事 (4)31398 105-0022 東京都港区海岸１－２－２０　汐留ビルディング１５Ｆ

1248 株式会社ペルソナ 近畿財務局長 (4)00814 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９　 第005816号

1249 株式会社ベレーナ 群馬県知事 (5)01215 370-0069 群馬県高崎市飯塚町８２－１　清水ビル３Ｆ 第005802号

1250 豊栄商事 徳島県知事 (4)00864 770-0847 徳島県徳島市幸町３－６２－３　 第005825号

1251 豊和商事株式会社 関東財務局長 (14)00161 272-0824 千葉県市川市菅野３－１９－１９　 第002413号

1252 一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会 東京都知事 (4)31468 106-0032 東京都港区六本木５－１６－７　ＢＯＡＴＲＡＣＥ六本木７F 第005767号

1253 ホームファーストファイナンス株式会社 東京都知事 (3)31555 160-0023 東京都新宿区西新宿１－２０－２　西新宿室町ビル１２Ｆ 第005880号

1254 北越カード株式会社 関東財務局長 (13)00491 940-0033 新潟県長岡市今朝白１－９－２０　 第000454号

1255 北辰商事有限会社 長崎県知事 (北10)00403 857-0040 長崎県佐世保市比良町４－８　 第003251号

1256 株式会社ほくせん 北海道知事 (6)石02942 060-8565 北海道札幌市中央区南２条西１－３　北專ビル7階 第002614号

1257 北電パートナーサービス株式会社 富山県知事 (11)00367 930-0858 富山県富山市牛島町１５－１　

1258 ホクトファイナンス 静岡県知事 (7)02332 417-0051 静岡県富士市吉原２－１－１２　株式会社吉原屋洋服店ビル３階 第001271号
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1259 ほくほく応援ファンド投資事業有限責任組合 富山県知事 (2)00682 930-0005 富山県富山市新桜町６番２４号 　

1260 株式会社北陸カード 北陸財務局長 (13)00014 930-0002 富山県富山市新富町１－２－１　北陸銀行富山駅前ビル４階 第001261号

1261 北陸商事株式会社 北陸財務局長 (14)00003 939-8085 富山県富山市中野新町１－１－１９　大間知ビル２Ｆ 第001575号

1262 ポケットカード株式会社 関東財務局長 (14)01301 105-0011 東京都港区芝公園１－１－１　 第002134号

1263 星野リゾート旅館・ホテル運営サポート２号投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31671 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　大手町フィナンシャルシティサウスタワー３１Ｆ３１Ｎ１会議室

1264 株式会社ホスピア 兵庫県阪神北県民局長 (11)27017 669-1525 兵庫県三田市対中町２－１７　 第004277号

1265 株式会社宝鷹商事 中播磨県民ｾﾝﾀｰ長 (5)51341 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構４－３－４　 第005588号

1266 北海商事 北海道知事 (5)石02894 005-0005 北海道札幌市南区澄川５条１２－３－１２　 第001517号

1267 特定非営利活動法人北海道ＮＰＯ（エヌピーオー）バンク 北海道知事 (T7)石02630 064-0808 北海道札幌市中央区南八条西２-５-７４　市民活動プラザ星園２０１号室

1268 株式会社北海道ジェイ・アール商事 北海道知事 (6)石03007 060-0906 北海道札幌市東区北６条東４丁目１番地４号　

1269 一般社団法人　北海道民間社会福祉事業職員共済会 北海道知事 (4)石03054 060-0001 北海道札幌市中央区北１条西７－１　プレスト１.７　４階 第005756号

1270 北海道リース株式会社 北海道知事 (8)石02258 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西１０丁目３番地南１条道銀ビル　

1271 株式会社北国クレジットサービス 北陸財務局長 (13)00013 920-0981 石川県金沢市片町２－２－１５　北国ビルディング７階 第001034号

1272 ポテト 大阪府知事 (7)11994 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 第000098号

1273 株式会社ポラスアルファ 埼玉県知事 (5)03860 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１２－１１　イーストサンビル２　４階

1274 堀井商事 群馬県知事 (8)00344 370-0803 群馬県高崎市大橋町３０　 第001322号

1275 ポルシェファイナンシャルサービスジャパン株式会社 東京都知事 (8)22750 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２３－１　虎ノ門ヒルズタワー森ビル２９Ｆ

1276 株式会社ボルテックス投資顧問 東京都知事 (1)31862 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 第006191号

1277 本田商事 宮城県知事 (9)01883 981-3621 宮城県黒川郡大和町吉岡字館下１３９－７　 第001282号

1278 株式会社ホンダファイナンス 関東財務局長 (8)01276 180-0006 東京都武蔵野市中町２－４－１５　

1279 株式会社マースコーポレーション 東京都知事 (7)28067 183-0051 東京都府中市栄町３－１－１　

1280 株式会社マーベルライフ 東京都知事 (1)31808 164-0011 東京都中野区中央４－５４－１　ロイヤルファン２０２号 第006201号

1281 株式会社マイナビブリッジ 東京都知事 (1)31852 107-0062 東京都港区南青山５－１４－７　アヴァン南青山１Ｆ 第006172号

1282 株式会社マイホームナビえんや 福岡県知事 (4)08667 813-0044 福岡県福岡市東区千早５－１２－９　２Ｆ　 第005763号

1283 マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社 東京都知事 (6)29925 102-0083 東京都千代田区麹町４－５－２０　ＫＳビル４Ｆ　４０１～４０７号室

1284 株式会社マエタリース 山形県知事 (12)00497 998-8611 山形県酒田市上本町６－７　 第001036号

1285 株式会社マグナ 東京都知事 (2)31755 108-0023 東京都港区芝浦２－１３－８　マグナビル６Ｆ 第006097号

1286 真心キャッシングのミツキ 福岡県知事 (6)08317 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２－５－１０　ＴＫビル１０Ｆ－Ａ

1287 忠屋商事 東京都知事 (13)03114 168-0072 東京都杉並区高井戸東１－１－１２　 第000641号

1288 増蔵商事株式会社 東京都知事 (13)02695 160-0022 東京都新宿区新宿３－９－４　増蔵ビル５Ｆ 第005050号

1289 マックス 福岡県知事 (5)08621 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２４－３０　東カン第一キャステール７１７

1290 マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド 東京都知事 (2)31669 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２０Ｆ

1291 株式会社マツダグループサービス 東京都知事 (4)31421 104-0032 東京都中央区八丁堀１－９－８　八重洲通ハタビル８Ｆ

1292 合資会社マツダ商事 熊本県知事 (14)00136 860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本３－１１－５　 第000841号

1293 株式会社松並 沖縄県知事 (3)04229 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間２－４６－１３　 第006190号

1294 株式会社マテリアライズ 東京都知事 (3)31620 101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－７－２　Ｓ－Ｇｌａｎｚ ＡＫＩＨＡＢＡＲＡ　５Ｆ 第005966号

1295 マネーショップ丸信 北海道知事 (12)宗00040 097-0022 北海道稚内市中央１－５－２７　 第003266号

1296 株式会社マネーライフ 大阪府知事 (5)12869 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町１－４　ナンリビル３Ｆ 第005377号

1297 ｍａｎｅｏ株式会社 東京都知事 (6)30795 141-0031 東京都品川区西五反田７－１７－７　五反田第１ｎｏｔｅビル４Ｆ

1298 有限会社マネックス 東京都知事 (2)31731 150-0012 東京都渋谷区広尾１－１１－２　ＡＩＯＳ広尾ビル６０５号

1299 マネックス証券株式会社 東京都知事 (1)31939 107-6025 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル２５Ｆ、２６Ｆ

1300 株式会社マルイ 東京都知事 (10)16492 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 第005999号

1301 マルイシ商事 愛知県知事 (3)04206 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄２－１７－６　マルイシビル３Ｆ 第005898号

1302 まるけい金融 滋賀県知事 (7)00807 526-0003 滋賀県長浜市泉町１４９３　 第002712号

1303 丸重商事株式会社 福岡県知事 (14)00165 805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央２－９－６　 第001048号

1304 マルショウ 千葉県知事 (6)03860 260-0044 千葉県千葉市中央区松波２－４－１６　第二大和ビル１Ｆ 第005075号

1305 マルショウＫＭ株式会社 大阪府知事 (6)12353 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 第003660号

1306 丸晶商事 東京都知事 (10)13520 110-0005 東京都台東区上野５－１５－１０　エイトビル２０２ 第005152号

1307 丸商物産株式会社 愛知県知事 (8)03525 470-0126 愛知県日進市赤池町モチロ６１番地４６１　

1308 丸専株式会社 静岡県知事 (14)00237 436-0078 静岡県掛川市肴町７－５　 第003026号

1309 丸の内ＡＭＳ株式会社 東京都知事 (2)31762 100-0005 東京都千代田区丸の内３－１－１　国際ビル２Ｆ　２５４号 第005814号

1310 丸万車輌 福岡県知事 (14)00698 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野１－１６－１０　

1311 マルユウ 福岡県知事 (5)08649 820-0062 福岡県飯塚市目尾１２５４－４４　

1312 マルユー 大阪府知事 (8)10905 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東２－１６－４　メルヘンパレス１０１ 第002380号

1313 マルユー 大阪府知事 (8)10935 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 第002859号

1314 有限会社まるよし商事 長崎県知事 (14)00002 850-0918 長崎県長崎市大浦町９－１９　 第000676号

1315 有限会社丸吉商事 岐阜県知事 (7)1135 506-1147 岐阜県飛騨市神岡町東雲１１６３－５３　 第001737号

1316 まるわクレジット株式会社 福岡県知事 (6)08537 830-0032 福岡県久留米市東町３８－４　井上ビル２Ｆ 第005326号

1317 みえ中小企業活性ファンド投資事業有限責任組合 三重県知事 (1)02008 514-0004 三重県津市栄町２－３８０　

1318 株式会社ミカサ 東京都知事 (6)30234 154-0023 東京都世田谷区若林１－８－７　エステート若林２０１号室

1319 三鈴 福岡県知事 (5)08634 804-0053 福岡県北九州市戸畑区牧山１－１－２８　

1320 株式会社　瑞翔 沖縄県知事 (4)04202 900-0025 沖縄県那覇市壺川２－１２－２　２Ｆ

1321 みずほ証券株式会社 東京都知事 (7)28771 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ファーストスクエア　ウエストタワー３、５、６Ｆ

1322 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 東京都知事 (5)31270 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－５－１　御茶ノ水ファーストビル１０Ｆ

1323 みずほ東芝リース株式会社 東京都知事 (3)31537 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－６　みずほリースビル３・４Ｆ

1324 みずほファクター株式会社 東京都知事 (2)31668 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－２　新丸の内センタービルディング７Ｆ、８Ｆ

1325 みずほ丸紅リース株式会社 東京都知事 (10)14213 102-0081 東京都千代田区四番町６　東急番町ビル１０Ｆ

1326 みずほリース株式会社 関東財務局長 (13)00397 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－６　

1327 三鷹産業株式会社 大阪府知事 (1)13014 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋１－１９－６　ミタカビル７Ｆ　　 第003138号

1328 三田証券株式会社 東京都知事 (7)27088 103-0026 東京都中央区日本橋兜町３－１１　 第005987号
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1329 三谷産業株式会社 石川県知事 (8)00879 920-8685 石川県金沢市玉川町１－５　

1330 みちのくカード株式会社 東北財務局長 (11)00088 030-0841 青森県青森市奥野１－３－１２　 第002899号

1331 みちのくリース株式会社 青森県知事 (14)00353 030-0823 青森県青森市橋本一丁目４番１０号　

1332 株式会社三井開発 埼玉県知事 (浦9)00949 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮１－３０－１５　三井ビル

1333 三井住友カード株式会社 近畿財務局長 (14)00209 541-8537 大阪府大阪市中央区今橋４－５－１５　銀泉淀屋橋ビル 第001377号

1334 三井住友トラスト・カード株式会社 関東財務局長 (13)00529 105-8574 東京都港区芝３－３３－１　 第000346号

1335 三井住友トラストクラブ株式会社 関東財務局長 (7)01376 104-6035 東京都中央区晴海１－８－１０　トリトンスクエアＸ棟 第003077号

1336 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 関東財務局長 (8)01494 105-0023 東京都港区芝浦１－２－３　 第005832号

1337 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社 関東財務局長 (9)01092 105-0004 東京都港区新橋２－２０－１　 第000338号

1338 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 関東財務局長 (11)01447 100-8287 東京都千代田区丸の内１－３－２　

1339 三井ホームリンケージ株式会社 東京都知事 (12)07296 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 第002249号

1340 株式会社ミツウロコリース 東京都知事 (9)16648 104-0031 東京都中央区京橋３－１－１　

1341 三菱ＨＣキャピタル株式会社 関東財務局長 (13)00330 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 第003419号

1342 三菱ＨＣキャピタルエナジー株式会社 東京都知事 (3)31605 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 第005948号

1343 三菱ＨＣキャピタル信託株式会社 東京都知事 (4)31512 105-0003 東京都港区西新橋１－３－１　

1344 三菱自動車工業株式会社 東京都知事 (8)24859 108-8410 東京都港区芝浦３－１－２１　ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステーションタワーＳ２８Ｆ

1345 三菱自動車ファイナンス株式会社 東京都知事 (1)31856 108-8407 東京都港区芝浦３－１－２１　msb Tamach　i田町ステーションタワーＳ２９Ｆ

1346 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 東京都知事 (7)26307 100-0005 東京都千代田区丸の内２－５－２　

1347 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 関東財務局長 (13)00348 141-8505 東京都品川区大崎１－６－３　 第001524号

1348 三菱ＵＦＪニコス株式会社 関東財務局長 (14)00115 113-0033 東京都文京区本郷３－３３－５　 第000005号

1349 三菱ＵＦＪファクター株式会社 関東財務局長 (6)01393 101-8637 東京都千代田区神田淡路町２－１０１　 第003669号

1350 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 関東財務局長 (4)01493 100-0004 東京都千代田区大手町１－９－２　

1351 株式会社ミツヤサービス 大阪府知事 (1)13020 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町４－４－１４　 第006266号

1352 株式会社みつる商事 福岡県知事 (13)01374 816-0923 福岡県大野城市雑餉隈町４－２－１６　石橋ビル２０１ 第003465号

1353 株式会社みなと 東京都知事 (4)31405 105-0004 東京都港区新橋５－９－６　松治ビル３Ｆ

1354 株式会社みなとカード 近畿財務局長 (11)00492 651-0170 兵庫県神戸市中央区西町３５　 第002192号

1355 株式会社湊屋商事 東京都知事 (13)02781 107-0062 東京都港区南青山４－５－２１　　ＲＫ南青山 第000242号

1356 みなとリース株式会社 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (13)10414 651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町３－１２－１４　

1357 有限会社ミナトリース 神奈川県知事 (5)05034 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－６－３８　岩井本社ビル３Ｆ 第005695号

1358 南総合企画有限会社 茨城県知事 (10)40060 315-0067 茨城県かすみがうら市下佐谷３０７－１　 第004068号

1359 南日本メディカルビルディング株式会社 福岡県知事 (6)08535 820-0011 福岡県飯塚市柏の森７７７－１　

1360 株式会社ミニミニＦｏｒ　Ｙｏｕ 東京都知事 (1)31930 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 第006270号

1361 ミヤオキ 沖縄県知事 (5)04148 901-2104 沖縄県浦添市当山２丁目９番１２号　座波アパート１Ｆ

1362 みやぎ地域価値協創投資事業有限責任組合 宮城県知事 (2)02288 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－６－３５　

1363 宮銀カード株式会社 九州財務局長 (7)00124 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東一丁目７番４号　第一宮銀ビル７階 第001001号

1364 宮銀リース株式会社 宮崎県知事 (13)00442 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東１丁目７番４号　第一宮銀ビル４階

1365 株式会社宮崎信販 宮崎県知事 (13)00347 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通１－３－３０　 第000672号

1366 未来バンク 東京都知事 (T5)31190 132-0033 東京都江戸川区東小松川３－３５－１３　ニックハイム船堀２０４

1367 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） 東京都知事 (7)26850 102-0083 東京都千代田区麹町４－４　麹町シャインビル４Ｆ－４０２号 第006078号

1368 むさしのカード株式会社 関東財務局長 (13)00542 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－８　 第001722号

1369 一般社団法人ムトス飯田市民ファンド 長野県知事 (南信T5)01141 395-0053 長野県飯田市大久保町２５３４番地　

1370 有限会社メイショー 愛知県知事 (7)03845 470-1132 愛知県豊明市間米町敷田１２７１－３２　 第001114号

1371 株式会社明正不動産 広島県知事 (14)00156 720-0054 広島県福山市城見町２－１－１　 第002002号

1372 株式会社名鉄マネジメントサービス 愛知県知事 (7)03981 450-8501 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－４　名鉄バスターミナルビル8階

1373 明和地所ファイナンス株式会社 東京都知事 (5)31378 150-0045 東京都渋谷区神泉町９－６　　第２明和ビル４Ｆ 第003404号

1374 明和商事株式会社 大阪府知事 (5)12957 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－４－９　末広ビル２Ｆ

1375 メザニン・ソリューション４号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31807 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１　大手町ビル４F４３０、４３１区ＰｒｏｊｅｃｔＲｏｏｍ

1376 ＭＥＴＡ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 東京都知事 (1)31907 107-0052 東京都港区赤坂９－７－２　

1377 株式会社メディカル・プリンシプル社 東京都知事 (1)31890 105-0004 東京都港区新橋４－１－１　新虎通りＣＯＲＥ７Ｆ 第006219号

1378 株式会社メディックス 東京都知事 (8)22117 101-0063 東京都千代田区神田淡路町１－１－１　 第005343号

1379 株式会社メナードトータルサービス 愛知県知事 (11)02698 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１８番１５号　

1380 株式会社メニコンビジネスアシスト 愛知県知事 (4)04201 461-0004 愛知県名古屋市東区葵３－２３－１０　千種ファーストビルかとう３階３０２ 第005803号

1381 株式会社めぶきカード 関東財務局長 (13)00506 310-0021 茨城県水戸市南町３－４－１２　　常陽海上ビル４Ｆ 第001792号

1382 株式会社めぶきリース 茨城県知事 (6)10286 310-0021 茨城県水戸市南町３－４－１２　 第003422号

1383 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 東京都知事 (11)12125 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－４　品川シーサイドパークタワー１１Ｆ

1384 株式会社メルペイ 東京都知事 (1)31825 106-6125 東京都港区六本木６－１０－１　　六本木ヒルズ森タワー２５Ｆ 第006151号

1385 株式会社モスクレジット 東京都知事 (9)17132 141-6004 東京都品川区大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ４Ｆ

1386 モデスタ株式会社 東京都知事 (2)31663 110-0008 東京都台東区池之端１－１－２　ウスダムコーヅ池之端ハイツ３Ｆ３０１

1387 モデルクレジット株式会社 福岡県知事 (2)08688 830-0017 福岡県久留米市日吉町２４－２　 第001692号

1388 株式会社モデル百貨 福岡財務支局長 (13)00045 857-0876 長崎県佐世保市塩浜町１－１８　 第000851号

1389 株式会社ＭＯＦＦ 東京都知事 (5)31250 110-0014 東京都台東区北上野１－１－１２　吉川ビルディング３Ｆ 第005533号

1390 もみじカード株式会社 中国財務局長 (14)00037 730-0022 広島県広島市中区銀山町４－１０　 第001894号

1391 もみじ商事株式会社（もみじファイナンス） 広島県知事 (5)02698 720-0065 広島県福山市東桜町２－７　アインビル２Ｆ 第005225号

1392 森ビル株式会社 東京都知事 (7)29054 106-6114 東京都港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワー１４Ｆ

1393 株式会社モリモト 東京都知事 (3)31547 100-6314 東京都千代田区丸の内２－４－１　

1394 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 東京都知事 (6)29805 100-8104 東京都千代田区大手町１－９－７　大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー７、８、１１、１２、１３Ｆ

1395 ヤエス商事株式会社 東京都知事 (7)26293 104-0031 東京都中央区京橋２－１２－９　寺沢ビル８階 第006021号

1396 八坂信販 京都府知事 (12)01474 604-0022 京都府京都市中京区御池通室町上る御池之町３２４－１　御池幸登ビル９Ｆ９０１号室 第000627号

1397 株式会社泰弘 愛知県知事 (1)04221 489-0801 愛知県瀬戸市汗干町１３-１　

1398 やはた商事株式会社 山梨県知事 (10)00553 400-0064 山梨県甲府市下飯田１－１１－８　 第001057号
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1399 八幡商事株式会社 神奈川県知事 (7)04642 221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川２－４３－１　 第005931号

1400 株式会社山一興商 福岡県知事 (5)08626 816-0863 福岡県春日市須玖南２－８７　

1401 ヤマウラ企画開発株式会社 東京都知事 (6)30227 103-0027 東京都中央区日本橋３－８－２　

1402 山栄商事 滋賀県知事 (6)00866 526-0103 滋賀県長浜市曽根町１３５０－４　 第004438号

1403 株式会社やまぎんカード 中国財務局長 (13)00050 750-0016 山口県下関市細江町２－２－１　 第001065号

1404 やまぎんカードサービス株式会社 東北財務局長 (11)00099 990-0031 山形県山形市十日町２－４－１　 第001117号

1405 株式会社山崎ホールディングス 愛知県知事 (3)04211 475-0852 愛知県半田市北末広町１０　

1406 ヤマザキマザックキャピタル株式会社 愛知県知事 (9)03386 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１‐１９‐３０　マザックアートプラザオフィス棟２１Ｆ　

1407 山治商事株式会社 静岡県知事 (14)00002 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町１－２９　 第002904号

1408 有限会社山善 福岡県知事 (9)06294 834-0064 福岡県八女市蒲原１１７５－１　

1409 有限会社山善事業 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (1)12421 652-0805 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通２－１－２３　

1410 山田　千賀子 大阪府知事 (9)09604 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 第001518号

1411 株式会社山田エスクロー信託 神奈川県知事 (6)04980 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１５Ｆ

1412 株式会社ヤマダファイナンスサービス 関東財務局長 (2)01513 370-0841 群馬県高崎市栄町１－１　 第005967号

1413 株式会社やまと 神奈川県知事 (5)05032 231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町３－６３　羽衣ビル５Ａ 第005647号

1414 ヤマト 大阪府知事 (2)00725 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東４－２－３　ＦＲＯＮＴＦＩＥＬＤ長居東２F 第006066号

1415 ヤマトクレジットファイナンス株式会社 関東財務局長 (14)00011 171-0033 東京都豊島区高田３－１５－１０　 第002633号

1416 ヤマトファイナンス 岡山県知事 (6)02116 700-0904 岡山県岡山市北区柳町２－１１－２０　ダイトクビル７Ｆ 第002013号

1417 山梨中銀ディーシーカード株式会社 関東財務局長 (11)00911 400-0016 山梨県甲府市武田２－９－４　 第002165号

1418 有限会社山本商事 熊本県知事 (12)01196 868-0007 熊本県人吉市下青井町１０９－４　 第003462号

1419 株式会社ヤマヨコーポレーション 大阪府知事 (9)09642 577-0818 大阪府東大阪市小若江３－１５－１４　ヤマヨ運輸２Ｆ 第001338号

1420 株式会社ヤングアート 兵庫県東播磨県民局長 (11)30289 676-0807 兵庫県高砂市米田町島２　 第003087号

1421 ヤンマークレジットサービス株式会社 大阪府知事 (5)12945 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町１－９　梅田ゲートタワー５Ｆ

1422 株式会社ＵＳＳサポートサービス 東京都知事 (6)30208 101-0047 東京都千代田区内神田２－５－１　大手町ＮＳビル１Ｆ 第000409号

1423 株式会社ユウキ 京都府知事 (5)03410 615-0027 京都府京都市右京区西院西三蔵町１１－６　２Ｆ 第005608号

1424 株式会社優コーポレーション 福岡県知事 (2)08689 806-0047 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１８－９－２０１　

1425 株式会社ＵＣＳ 東海財務局長 (11)00108 492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町１　 第002839号

1426 株式会社ＵＣＳ（Ｕ－Ｆｉｎａｎｃｅ） 東京都知事 (6)29876 111-0056 東京都台東区小島２－１４－５　毛利ビル７０１号室

1427 ＵＣＦ株式会社 東京都知事 (3)31576 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 第005912号

1428 ユーシーカード株式会社 関東財務局長 (6)01404 135-0091 東京都港区台場２－３－２　 第003324号

1429 ユーシーシーキャピタル株式会社 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (8)12034 650-8577 兵庫県神戸市中央区港島中町７－７－７　

1430 有限会社ユウショウ 沖縄県知事 (12)01393 902-0076 沖縄県那覇市与儀２－１２－１　山城アパ－ト１０２ 第000512号

1431 株式会社郵船アカウンティング 東京都知事 (4)31393 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１９－１　神田パークビル７Ｆ７０４

1432 株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴフィナンシャル 東京都知事 (1)31805 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10F

1433 ＵＤＳコーポレート・メザニン４号投資事業有限責任組合 東京都知事 (3)31641 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　大手町フィナンシャルシティサウスタワー㈱日本政策投資銀行内２９Ｆ Ｎ1会議室

1434 ＵＤＳコーポレート・メザニン5号投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31855 100-8178 東京都千代田区大手町１－９－６　大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー㈱日本政策投資銀行内２９Ｆ会議室２９S１

1435 ユーノス 東京都知事 (11)11071 150-0011 東京都渋谷区東３－１５－２　渡辺ビル５０１号

1436 株式会社悠晴 東京都知事 (2)31707 190-0022 東京都立川市錦町２－３－２８　アルブ立川ビル２Ｆ２０１号室 第006050号

1437 ＵＢＳ証券株式会社 東京都知事 (4)31435 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１　Ｏｔｅｍａｃｈｉ Ｏｎｅタワー２３、２４Ｆ

1438 悠悠フィナンシャル株式会社 福岡県知事 (3)08675 816-0801 福岡県春日市春日原東町１－１６－２　 第005870号

1439 株式会社優良住宅ローン 関東財務局長 (6)01443 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 第003153号

1440 株式会社友林堂 東京都知事 (14)00534 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２６－６　　サンサ－ラ西池袋ビル３Ｆ 第000116号

1441 株式会社ユーロスタンダーズ 東京都知事 (5)31205 105-0012 東京都港区芝大門２－２－７　７セントラルビル３Ｆ 第005481号

1442 株式会社ユカリア 東京都知事 (6)30245 100-6019 東京都千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビルディング１９Ｆ

1443 豊証券株式会社 愛知県知事 (1)04222 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-7-1　

1444 ＮＰＯ法人ユナイト 兵庫県丹波県民局長 (T3)70053 669-2102 兵庫県丹波篠山市南矢代６０２　 第005989号

1445 ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社 東京都知事 (7)28206 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－２１－１　ヒューリック神田橋ビル５Ｆ

1446 株式会社ユニーファイナンス 関東財務局長 (13)01527 100-0011 東京都千代田区内幸町１－３－３　内幸町ダイビル７Ｆ 第003412号

1447 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス 東京都知事 (6)30955 106-6035 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー３５Ｆ 第005025号

1448 株式会社ユニバーサルコーポレーション 東京都知事 (9)18000 110-0014 東京都台東区北上野２－６－１２　プレイアデ北上野１F 第001708号

1449 株式会社ゆめカード 中国財務局長 (9)00112 732-8570 広島県広島市東区二葉の里３－３－１　 第001568号

1450 八日市場リース 千葉県知事 (8)03134 289-2146 千葉県匝瑳市八日市場ホ３２２３－１　 第000064号

1451 株式会社善木 大阪府知事 (13)04357 545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町１－１－９　ヨドノビル２Ｆ 第001470号

1452 吉野株式会社 大阪府知事 (7)11678 557-0001 大阪府大阪市西成区山王２－６－１９　

1453 株式会社よしもとファイナンス 大阪府知事 (9)09980 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１１－６　吉本興業㈱吉本会館４Ｆ

1454 有限会社淀商 宮崎県知事 (13)00478 880-0954 宮崎県宮崎市小松台西３－１２－７　 第005115号

1455 株式会社ヨンコービジネス 香川県知事 (4)00652 761-8032 香川県高松市鶴市町１４１７－２　 第005780号

1456 ライオンズリース株式会社 愛知県知事 (14)00595 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅５－２３－３　 第002672号

1457 ライク 沖縄県知事 (2)04245 907-0022 沖縄県石垣市字大川２４５　丸ビルＪＯＹワールドＢ号 第006041号

1458 株式会社ＲＩＳＥ 東京都知事 (2)31661 105-0003 東京都港区西新橋３－１６－１１　愛宕イーストビル３Ｆ

1459 ライズイン株式会社 岡山県知事 (7)02084 710-0805 岡山県倉敷市片島町１０１４－１　

1460 株式会社ライトウエスト 大阪府知事 (1)13013 599-8241 大阪府堺市中区福田４９５－１　 第006184号

1461 ライト商事気仙沼 宮城県知事 (7)02199 988-0143 宮城県気仙沼市松崎地生９３　地生佳原東棟２階 第001404号

1462 ライフ 宮城県知事 (3)02283 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－１－５２　朝日プラザ花京院７０１号 第005983号

1463 株式会社ライフエステート 東京都知事 (9)16525 171-0014 東京都豊島区池袋２－２４－４　サン池袋Ⅱ３Ｆ 第002979号

1464 株式会社ライフエンジェル 東京都知事 (6)29616 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 第005266号

1465 ライフカード株式会社 関東財務局長 (5)01481 225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－３－２０　 第005681号

1466 ライフ北京都店 京都府知事 (11)01724 626-0034 京都府宮津市字滝馬８８　サンパレス１Ｆ１０３号 第002888号

1467 ライフクレジット 愛知県知事 (9)03320 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－１７－１８　茗荷ビル３Ｆ 第002032号

1468 株式会社ライフサポート・ピース 広島県知事 (1)02725 720-0063 広島県福山市元町１２－１　福福ビル４F 第006150号
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1469 ライフティ株式会社 東京都知事 (7)28992 160-0022 東京都新宿区新宿６－２７－５６　新宿スクエア６F 第005552号

1470 有限会社ライフバンク 福岡県知事 (9)06929 815-0036 福岡県福岡市南区筑紫丘１－２３－９　ハウスユマニテ大橋α館６０２

1471 株式会社ライフフィナンシャルサービス 関東財務局長 (3)01507 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 第005926号

1472 株式会社ライフランド 千葉県知事 (3)03881 260-8588 千葉県千葉市中央区祐光４－１８－３　 第003372号

1473 株式会社ＬＩＦＵＬＬ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 東京都知事 (2)31642 102-0083 東京都千代田区麹町１－４－４　ZENITAKA　ＡＮＮＥＸ　５Ｆ 第005992号

1474 ライン 沖縄県知事 (3)04228 900-0002 沖縄県那覇市曙２－８－３３　嘉数ビル１０１号室 第005922号

1475 ＬＩＮＥ　Ｃｒｅｄｉｔ株式会社 東京都知事 (2)31721 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 第006067号

1476 ラウンド・プラス投資事業有限責任組合 京都府知事 (3)03421 604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町６２３　第１１長谷ビル９Ｆ 第005913号

1477 楽天カード株式会社 関東財務局長 (4)01486 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 第005692号

1478 楽天信託株式会社 東京都知事 (5)31211 108-0075 東京都港区港南２－１６－５　ＮＢＦ品川タワー２４Ｆ

1479 株式会社ラベス 大阪府知事 (1)13010 581-0072 大阪府八尾市久宝寺４－１－３１　

1480 有限会社ランドエース 東京都知事 (7)27704 102-0093 東京都千代田区平河町１－３－６　　ビズマークス麹町９Ｆ 第001697号

1481 リアルリンク国際投資顧問株式会社 東京都知事 (4)31482 112-0004 東京都文京区後楽１－４－１４　後楽森ビル１８Ｆ

1482 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション 大阪府知事 (9)09816 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６　アクア堂島西館５Ｆ 第000792号

1483 有限会社リース二十一 静岡県知事 (10)01831 410-0873 静岡県沼津市大諏訪５９３－１　

1484 株式会社リオ・コンサルティング 東京都知事 (1)31871 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 第006204号

1485 株式会社ＬＩＸＩＬホームファイナンス 関東財務局長 (1)01522 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 第005869号

1486 株式会社リクレ 東京都知事 (1)31829 141-0031 東京都品川区西五反田７－１７－７　西五反田第１ｎｏｔｅビル４Ｆ 

1487 リコーリース株式会社 関東財務局長 (13)00286 102-8563 東京都千代田区紀尾井町４－１　 第006084号

1488 株式会社リサ・パートナーズ 東京都知事 (8)23740 108-6219 東京都港区港南２－１５－３　品川インターシティＣ棟１９Ｆ

1489 リシェス・マネジメント株式会社 東京都知事 (6)30512 107-6033 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル３３Ｆ

1490 りそなカード株式会社 関東財務局長 (13)00484 135-0042 東京都江東区木場１－５－２５　 第000452号

1491 りそな決済サービス株式会社 関東財務局長 (4)01489 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 第005585号

1492 株式会社ＲＥＮＯＳＹ　ＦＩＮＡＮＣＥ 東京都知事 (2)31767 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 第006110号

1493 リバイバルキャピタル株式会社 東京都知事 (2)31779 106-0047 東京都港区南麻布４－５－４８　フォーサイト南麻布1Ｆ 第006113号

1494 リハウスローンサービス株式会社 東京都知事 (9)18166 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 第003421号

1495 リピート 沖縄県知事 (2)04242 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田４－１２－９　仲村アパート２０１ 第006015号

1496 リビング・サポート株式会社 愛知県知事 (1)04217 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１－２３－２２　トヨタホーム栄ビル３F 第000057号

1497 リビングファイナンス株式会社 東京都知事 (1)31916 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 第006246号

1498 リプライおきなわ 沖縄県知事 (2)04252 900-0016 沖縄県那覇市前島１－５－１５　桑江ビル１Ｆ 第006128号

1499 株式会社リプル 福岡県知事 (6)08486 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野１－１３－９　 第002123号

1500 リベラ株式会社 広島県知事 (9)02276 737-0051 広島県呉市中央１－４－２４　リベラビル

1501 リューウェイ 秋田県知事 (N8)00689 010-0951 秋田県秋田市山王４－６－２６　山王９Ｋビル９０２ 第002920号

1502 有限会社琉球総研 沖縄県知事 (6)03913 900-0034 沖縄県那覇市東町１１－１２　302 第002861号

1503 琉球総信 沖縄県知事 (7)03859 902-0067 沖縄県那覇市安里３６５　渡名喜ビル３Ｆ 第004402号

1504 株式会社りゅうぎんディーシー 沖縄総合事務局長 (13)00002 900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－７－１　琉球リース総合ビル６Ｆ 第002736号

1505 株式会社リュージー・キャピタル 東京都知事 (7)27452 102-0093 東京都千代田区平河町１－３－６　　ビズマークス麹町８Ｆ 第001695号

1506 株式会社リュウプランニング 神戸県民ｾﾝﾀｰ長 (8)12083 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１２－２６　兵庫県庁前ビル８F 第003435号

1507 菱信ディーシーカード株式会社 関東財務局長 (13)00212 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 第000919号

1508 株式会社Ｒｅｌｉｅｆ 奈良県知事 (1)01147 630-8001 奈良県奈良市法華寺町１８７　フロリティオ川崎１０５号 第006199号

1509 リンク 沖縄県知事 (2)04251 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 第006108号

1510 株式会社リンクス 関東財務局長 (4)01488 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町８－２２　 第005316号

1511 株式会社Ｌｉｎｋｓ 京都府知事 (2)03424 604-8475 京都府京都市中京区西ノ京中御門西町７５　ナカミカドビル１Ｆ 第006104号

1512 ルネッサンスエイト投資事業有限責任組合 東京都知事 (1)31848 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１４Ｆ Ｃ５-６　D2-3号室

1513 ルネッサンスセブン投資事業有限責任組合 東京都知事 (2)31647 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１４Ｆ Ｃ５-６号室

1514 株式会社レイズ 東京都知事 (2)31716 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 第006057号

1515 株式会社令和 東京都知事 (1)31847 196-0022 東京都昭島市中神町１１６０番地１　エコス本館２F

1516 令和カード株式会社 東京都知事 (6)30570 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 第002055号

1517 株式会社レーサム・キャピタル 東京都知事 (1)31844 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 第006166号

1518 株式会社レガロキャピタル 東京都知事 (6)29770 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１－９－６　アストゥルビル２Ｆ

1519 株式会社レジストアート 東京都知事 (1)31846 107-0062 東京都港区南青山５－１１－９　レキシントン青山４F

1520 株式会社レンツ（シティクレジットレンツ） 九州財務局長 (10)00088 870-0021 大分県大分市府内町１－２－２　大分トレンドビル５階 第002114号

1521 ＬＥＮＤＹ株式会社 東京都知事 (3)31630 106-0032 東京都港区六本木７－１５－７　新六本木ビル８Ｆ８２３号室 第005973号

1522 株式会社ＬＥＮＤＥＸ　ＬＯＡＮ 東京都知事 (1)31859 150-0002 東京都渋谷区渋谷２－１－１１　郁文堂青山通りビル５F 第006183号

1523 株式会社労金カードサービス 関東財務局長 (13)00488 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町２－１－１４　Ａ＆Ｘビル 第001348号

1524 株式会社ローカルプラス 東京都知事 (1)31909 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 第006238号

1525 ロードスターファンディング株式会社 東京都知事 (3)31574 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 第005911号

1526 株式会社ロートピア 東京都知事 (1)31824 105-0014 東京都港区芝２－３－３　芝二丁目大門ビルディング５Ｆ

1527 ローンズイク 和歌山県知事 (5)01446 646-0036 和歌山県田辺市上屋敷１－５－２２　 第005563号

1528 ローンズ昭和 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (14)20032 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町６－４－１４　

1529 ローンズ・タケヤ 宮城県知事 (2)00507 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町３－８－２０　松平ビル２階

1530 ローンズトップ 阪神南県民ｾﾝﾀｰ長 (12)20383 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町３－２２－３０　 第000138号

1531 ローンズ日光 愛知県知事 (14)00401 440-0896 愛知県豊橋市萱町２１　佐藤ビル３階 第000073号

1532 ローンズパール 京都府知事 (6)03344 604-0932 京都府京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町４４６　若林ビル４Ｆ 第000266号

1533 ローンズフェニックス 愛媛県知事 (1)02206 790-0003 愛媛県松山市三番町２－４－１３　

1534 ローンズマルキ 和歌山県知事 (2)00243 640-8392 和歌山県和歌山市中之島２０５７　 第006032号

1535 ローンズみつのぶ 京都府知事 (4)02372 601-8463 京都府京都市南区唐橋赤金町８－１　 第002613号

1536 ローン大学 石川県知事 (13)00266 921-8812 石川県野々市市扇が丘８ー３８　塩田ビル２Ｆ 

1537 ローンプラザミエ 愛知県知事 (8)03629 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１１－１０　金山ハイホーム２０５号 第005597号

1538 株式会社ロッテファイナンシャル 東京都知事 (2)31679 163-0827 東京都新宿区西新宿２－４－１　新宿ＮＳビル２７Ｆ

＊アイウエオ順
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商号 郵便番号 住所 協会員番号登録番号

1539 六本木ファイナンス株式会社 東京都知事 (1)31925 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 第006256号

1540 株式会社ワイエーケーワールドローン 東京都知事 (2)31776 116-0013 東京都荒川区西日暮里６－４８－１０　大熊マンション１０２・１０３ 第006115号

1541 株式会社ワイシーエル 群馬県知事 (1)01218 370-0802 群馬県高崎市並榎町３６６－２　 第006162号

1542 ワイズ・ファイナンシャル・インベストメント株式会社 東京都知事 (5)31096 150-0044 東京都渋谷区円山町５－１８　道玄坂スクエア６０３号 第005351号

1543 和光開発株式会社 静岡県知事 (14)00351 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町３５１－５　 第002458号

1544 ワコール 大阪府知事 (8)10741 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 第001189号

1545 和旋株式会社 東京都知事 (1)31869 106-0041 東京都港区麻布台１－１１－１０　日総第２２ビル７階　 第006203号

1546 一般社団法人Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ金融教育機構 東京都知事 (2)31706 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 第006049号

＊アイウエオ順


