
登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(13)00111 田中商事株式会社 足立区千住3－1　ふくとみビル2F (03)3888-4611

(13)00121 株式会社大倉商事 千代田区神田錦町3－13－1　矢浪ビル2階 (03)3292-8501

(13)00281 中小企業振興株式会社
大田区西蒲田５－２７－１５　東武ハイライン西蒲田１
階１０２号室

(03)3735-0527

(13)00534 株式会社友林堂
豊島区西池袋３－２６－６　サンサーラ西池袋ビル３
階３０１号室

(03)3983-2328

(13)00537 株式会社イチビル 千代田区内神田2－4－13　石垣ビル5階 (03)3258-0921

(13)00552
有限会社ローンズ学燈社（有限
会社ローンズ学灯社）

新宿区高田馬場2－19－7　タックイレブン506 (03)3208-0043

(13)00553 岡三興業株式会社 中央区日本橋小網町9－9　小網町安田ビル3階 (03)3665-3500

(13)00596 丸義商事株式会社 板橋区南常盤台１－３１－２　丸義ビル１階１０１ (03)3974-6351

(13)00606 株式会社コミヤ 豊島区上池袋１－２０－６ (03)3915-2222

(13)00811 株式会社KEC 中央区八丁堀1－9－6　吉半八重洲通りビル3階 (03)3555-2100

(13)00812 晶光商事株式会社 新宿区新宿３－３－９　伍名館ビル６階 (03)3354-1818

(13)00821 株式会社ユーコー 新宿区新宿3－35－4　ユーコービル1階 (03)3354-7001

(13)00833 塚越商事株式会社 中央区日本橋室町1－5－13　塚越ビル2F・3F (03)3241-4477

【東京都登録】貸金業者一覧

2021/2/28現在

【注意事項】
東京都に登録されている貸金業者の一覧です。
全国の財務局等に登録されている業者については所管財務局等へお問い合わせください。
最新の登録状況につきましては、東京都産業労働局金融部貸金業対策課へお問い合わせください。
＜東京都産業労働局金融部貸金業対策課：(03)5320-4775 (9:00-17:00;土日祝及び年末年始を除く)＞



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(13)01039 下川商事株式会社 大田区大森北2－3－15　第15下川ビル9階901号室 (03)3761-4123

(13)01345 株式会社カレッヂ
新宿区高田馬場2－17－1　伊勢浪ビル3階303・305・
306号室

(03)3205-1105

(13)01568 ヒロシ興産株式会社
台東区上野１－１８－１　上野ＴＳビル８階（エレベー
ターから左側）

(03)3835-0577

(13)01611 株式会社アビック 港区赤坂1－1－16　細川ビル409 (03)3588-0151

(13)01742 株式会社たからや 立川市曙町2－4－4　昭和ビル (042)528-5231

(13)01998 東京きらぼしリース株式会社 千代田区神田小川町3－3　とみん神田ビル7階 (03)3292-3021

(13)02025 東栄開発株式会社（トーエイ） 新宿区高田馬場2－14－10　上田ビル202 (03)3200-3371

(13)02212
株式会社セントラルアメニティ
サービス

千代田区麹町1－10　麹町広洋ビル2階 (03)3512-4810

(13)02465 株式会社トラスト 品川区大崎３－６－１　パラスト大崎１００１号 (03)5434-0018

(13)02695 増蔵商事株式会社 新宿区新宿3－9－4　増蔵ビル5階 (03)3341-3151

(13)02781 株式会社湊屋商事 港区南青山4－5－21　RK南青山2階 (03)3402-1244

(13)02985 株式会社ザアート 足立区綾瀬6－39－11 (03)3629-5111

(13)02986 東信商事株式会社 中央区京橋2－12－6　東信商事ビル1階 (03)3561-9801

(13)03114 忠屋商事 杉並区高井戸東1－1－12 (03)3304-3818

(13)03708 株式会社木村商事 豊島区東池袋1－47－7　木村ビル4階 (03)3982-3177

(13)03757 株式会社トミンシンパン 豊島区南大塚3－43－1　大塚HTビル5階 (03)5956-6245

(13)04283
昭和電工マテリアルズ・ビジネ
スサービス株式会社

千代田区丸の内1－9－2　グラントウキョウサウスタ
ワー11階

(03)5533-7650



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(13)04793 日宝 渋谷区神南１－２０－１５　和田ビル６階 (03)3496-3571

(13)04810 国際興業管理株式会社 中央区八重洲２－１０－３　国際興業本社ビル５階 (03)3273-1124

(12)05360 オークラヤ住宅株式会社
千代田区麹町4－5－22　オークラヤ麹町ビル1・2・3・
4階

(03)3262-2511

(12)06394
株式会社グローバル・ソーシャ
ル・レンディング

港区虎ノ門3－7－11　虎ノ門三須ビル5階 (03)3578-3490

(12)06448 第一リース株式会社 港区虎ノ門1－2－6　みずほリースビル6階 (03)3501-5711

(12)07003
LIXILグループファイナンス株式
会社

江東区大島2－1－1　LIXIL本社ビル WING風ビル7
階 WEST1

(03)3638-8299

(12)07056
野村バブコックアンドブラウン株
式会社

中央区日本橋浜町3－3－2　トルナーレ日本橋浜町5
階

(03)6757-2500

(12)07296 三井ホームリンケージ株式会社
新宿区西新宿3－2－11　新宿三井ビルディング二号
館6階

(03)6361-6730

(12)07439 株式会社プランネル 千代田区二番町12－8　ロイヤルビルディング4階 (03)3230-3200

(11)07863 商工信販株式会社 港区赤坂２－１３－１２　赤坂ＡＹビル３階 (03)3224-7222

(11)07960 SMC商事株式会社
中央区新川2－26－3　住友不動産茅場町ビル2号館
4F

(03)4582-3411

(11)08332 スバルファイナンス株式会社 渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル2階 (03)3445-2175

(11)09123 協和信用保証株式会社 品川区東五反田5－27－3　第二野村ビル8階 (03)3280-7711

(11)09258 神田ファイナンス株式会社
千代田区神田三崎町3－2－4　カンダホールディング
ス本社ビル7F

(03)6327-1802

(11)09276 東販リーシング株式会社 新宿区東五軒町6－24　トーハン本社ビル8階 (03)3268-5001

(11)09485
株式会社ディーケーファイナン
ス

品川区北品川6－5－27　御殿山ビル5階 (03)5475-5601

(11)09747
株式会社オーシー・ファイナン
ス

港区港南2－15－2　品川インターシティB棟21階 (03)5769-1067



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(11)09922 日神ファイナンス株式会社 新宿区新宿5－8－1　日神ビル7階 (03)5360-2091

(11)11071 ユーノス 渋谷区東３－１５－２　渡辺ビル５０１号 (03)3406-3303

(10)11310 アールズ 港区高輪2－19－17　高輪交陽ハイツ601 (03)3280-6000

(10)11570 エス・エイチ・サービス株式会社 豊島区駒込4－7－5－601　フェアロージュ駒込 (03)5567-0142

(10)11615 有限会社ナガオカ商会 葛飾区東金町６－２６－７ (03)3607-8073

(10)11725 東京ファイナンス株式会社
千代田区神田東松下町17　フリージアグループ本社
ビルB1

(03)6635-1819

(10)11728
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

文京区小石川1－1－1　文京ガーデンゲートタワー21
階

(03)5801-0262

(10)12125
メルセデス・ベンツ・ファイナンス
株式会社

品川区東品川4－12－4　品川シーサイドパークタ
ワー11階

(03)5656-3127

(10)12140 株式会社コーセイ 中央区日本橋3－14－5　祥ビル5階 (03)3510-7910

(10)12152
日エム商事株式会社（JAPAN
MANAGEMENT SERVICE）

中央区日本橋1－3－8　ディアマントビル6階 (03)3246-0808

(10)12224 全国保証株式会社 千代田区大手町2－1－1　大手町野村ビル24階 (03)3270-2300

(10)13520 丸晶商事 台東区上野5－15－10　エイトビル202 (03)3835-0888

(10)13604 ストレート 練馬区南大泉2－24－33 (03)3978-3964

(10)13688 大東ファイナンス株式会社 港区港南2－16－1　品川イーストワンタワー22階 (03)6718-9090

(10)14170 株式会社スタンレーパル 目黒区中目黒2－5－26　3階 (03)6866-2602

(10)14213 みずほ丸紅リース株式会社 千代田区一ツ橋2－1－1　如水会ビル4階 (03)3222-9345

(9)14619 株式会社ビルクラッチ
豊島区駒込１－３５－６　ライオンズマンション塩田駒
込７０１

(03)5978-6071



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(9)14709 株式会社首都圏キャピタル 新宿区新宿2－8－18　第一バーディートライビル9階 (03)6457-8963

(9)14806 ジェイアールエフ商事株式会社
千代田区飯田橋3－11－13　飯田橋 i-MARK
ANNEX 5階

(03)5212-6061

(9)14855 株式会社キャンパス 新宿区高田馬場4－18－15　第2中村ビル202 (03)5330-3222

(9)15091 ジェイ・エフ・シー株式会社 新宿区新宿5－11－4　姫路ビル6階 (03)3355-2003

(9)15294 有限会社フレンド田 新宿区高田馬場３－２－１　大和ビル２階 (03)5925-0919

(9)15663 株式会社GRAND INSURANCE 世田谷区若林1－23－5　第三明和ビル3階301号室 (03)3419-8600

(9)15835 日清トレーディング株式会社 千代田区神田錦町1－25　6階 (03)5282-6675

(9)15902 株式会社カワノ・クォーク 新宿区新宿3－34－12　カワノ・トラスト角筈ビル2F (03)3350-1477

(9)16310 富士電機フィアス株式会社
品川区大崎1－11－2　ゲートシティ大崎イーストタ
ワー14階

(03)5435-7330

(9)16492 株式会社マルイ
新宿区高田馬場2－19－7　タックイレブンビル6階
603・604号室

(03)3208-0151

(9)16525 株式会社ライフエステート 豊島区池袋２－２４－４　サン池袋Ⅱ３階 (03)5927-9523

(9)16648 株式会社ミツウロコリース 中央区京橋3－1－1　東京スクエアガーデン8階 (03)6202-9280

(9)17132 株式会社モスクレジット 品川区大崎2－1－1　ThinkParkTower 4階 (03)5487-7410

(9)17513
ゴールドマン・サックス・リアル
ティ・ジャパン有限会社

港区六本木6－10－1　六本木ヒルズ森タワー46階 (03)6439-0111

(8)17769 小泉商事株式会社 杉並区荻窪4－32－5　イズミビル2階 (03)3393-2700

(8)17801
株式会社セブン・フィナンシャル
サービス

千代田区二番町4－5　住友不動産二番町ファースト
ビル5階

(03)6238-3450

(8)17810
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

品川区北品川4－7－35　御殿山トラストタワー17階 (03)5792-7200



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(8)18000
株式会社ユニバーサルコーポ
レーション

台東区北上野2－6－12　プレイアデ北上野1階 (03)5246-7050

(8)18019 富士通キャピタル株式会社 港区東新橋1－5－2　汐留シティセンター31階 (03)6252-2146

(8)18166
リハウスローンサービス株式会
社

千代田区霞ヶ関3－2－5　霞ヶ関ビルディング12階
1204号室

(03)6758-4020

(8)18584
有限会社フジ企画（クレジットセ
ンター）

世田谷区赤堤４－４５－１２　藤枝ビル２階 (03)3327-1190

(8)18646
東武シェアードサービス株式会
社

墨田区押上2－18－12　東武館2階 (03)3626-6011

(8)19256 シミズ・ファイナンス株式会社 中央区京橋2－5－18　京橋創生館3F (03)3567-3211

(8)19310
株式会社マテリアルファイナン
ス

千代田区丸の内3－2－3　丸の内二重橋ビル23階 (03)5252-5234

(8)19353 新日住株式会社 中央区日本橋小網町11－10　岩尾・大和ビル8階 (03)3664-6500

(8)19480 株式会社鎌倉橋商会 千代田区内神田2－11－8　神田新洋ビル2・3階 (03)5295-1060

(8)19732 株式会社アサヒクリエイション 町田市原町田6－3－20　TK町田ビル7階 (042)722-4311

(3)19916 ニッコウフィナンシャル
新宿区下落合1－2－5　第23鈴木総合ビル5階及び1
階

(03)3367-7247

(8)21074
野村キャピタル・インベストメント
株式会社

千代田区大手町2－2－2　アーバンネット大手町ビル
13階

(03)6746-7050

(7)21822 株式会社ジョイエス
新宿区高田馬場４－１３－１３　東海オリエンタルビ
ル２階

(03)6844-2511

(7)22036
株式会社共立ファイナンシャル
サービス

千代田区外神田2－17－3　アヤベビル2階 (03)5295-7992

(7)22117 株式会社メディックス
千代田区神田淡路町１－１－１　ＫＡ１１１ビル８階・９
階

(03)5297-8123

(7)22152 株式会社ハートエージェンシー 港区西新橋1－11－4　日土地西新橋ビル3階 (03)3501-3011

(7)22165 SBIホールディングス株式会社 港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー20階 (03)6229-0100



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(7)22266
ちゃおちゃおファイナンス保証
株式会社

板橋区成増３－１１－１４　第６ナミキビル２階 (03)3975-7822

(7)22327 DBJ証券株式会社
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14階

(03)3275-5301

(7)22750
ポルシェファイナンシャルサービ
スジャパン株式会社

港区虎ノ門1－23－1　虎ノ門ヒルズタワー森ビル29
階

(03)5511-6930

(7)23012
エイチ・エス・ビー・シー・セキュ
リティーズ・ジャパン・リミテッド

中央区日本橋3－11－1　HSBCビルディング4階 (03)5203-3111

(7)23498 東洋エース
豊島区西池袋1－29－14　オリエント池袋ビル802・
902号

(03)5960-9201

(7)23525 株式会社互洋開発 豊島区西池袋1－7－8　関ビル7階 (03)5391-4151

(7)23740 株式会社リサ・パートナーズ 港区港南2－15－3　品川インターシティC棟19階 (03)5796-8500

(7)24198 株式会社オーパス 港区西新橋2－13－10　SKI虎ノ門3F (03)3501-7570

(7)24318 株式会社ファミリーファイナンス 千代田区大手町2－1－1　大手町野村ビル12階 (03)5200-2785

(7)24328
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）

千代田区丸の内1－6－2　新丸の内センタービル
ディング19階（受付及び貸金業事務所）

(03)6266-3500

(7)24409 株式会社ハウス・デポ・ジャパン 江東区新木場1－7－22　新木場タワー5階 (03)5534-3811

(7)24482 株式会社すがファイナンス
台東区上野5－18－10　アイセ上野ビル6階（須賀工
業株式会社内）

(03)5688-1400

(7)24857 有限会社フジトラスト
中央区京橋２－９－１２　日本工築１号館ビル３階Ｂ
室

(03)3567-7591

(7)24859 三菱自動車工業株式会社
港区芝浦3－1－21　msb Tamachi 田町ステーション
タワーS 29階

(03)3456-1111

(7)24874
グローバルファクタリング株式
会社

港区三田3－5－27　住友不動産三田ツインビル西館
10階

(03)3455-5680

(7)25002 株式会社イー・キャンパス 新宿区高田馬場3－4－16　MKビル4階 (03)5338-8432

(7)25131
株式会社総合マネージメント
サービス

中央区日本橋3－6－13　ABE BLDG 3F (03)5201-3821



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(7)25194
アルゴ・フィナンシャル・ソリュー
ション株式会社

港区西新橋2－8－6　住友不動産日比谷ビル9階 (03)5510-2818

(7)25600 セコムクレジット株式会社 新宿区西新宿6－5－1　新宿アイランドタワー12階 (03)5325-6881

(7)26171 ビリングシステム株式会社
千代田区内幸町1－1－1　帝国ホテルタワー13階A-
3・4、A-1、12階A-3

(03)5501-4400

(7)26293 ヤエス商事株式会社 中央区京橋2－12－9　寺沢ビル8階 (03)5250-0100

(7)26307
三菱商事フィナンシャルサービ
ス株式会社

千代田区丸の内2－3－1　三菱商事ビルディング12
階（執務室）4階（応接スペース）

(03)3210-2905

(7)26630
株式会社三菱ケミカルホール
ディングスコーポレートスタッフ

千代田区丸の内1－1－1　パレスビル19階 (03)6748-7244

(7)26768
クレディ・アグリコル・セキュリ
ティーズ・アジア・ビー・ヴイ

港区東新橋1－9－2　汐留住友ビル15階 (03)4580-5900

(7)26850
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）

千代田区麹町4－4　麹町シャインビル4F－402 (03)3237-3611

(6)27088 三田証券株式会社
中央区日本橋兜町3－11　三田証券株式会社本社ビ
ル6F

(03)3666-1001

(6)27237
株式会社コスモトレードアンド
サービス

港区芝浦1－1－1　浜松町ビルディング7階 (03)3798-9300

(6)27365 東海産業株式会社 千代田区神田神保町１－４６　和伸ビル３階 (03)5577-8470

(6)27452 株式会社リュージー・キャピタル 千代田区平河町１－３－６　ビズマークス麹町８階 (03)3264-7700

(6)27473 新生証券株式会社
中央区日本橋室町2－4－3　日本橋室町野村ビル10
階

(03)6880-6000

(6)27704 有限会社ランドエース 千代田区平河町１－３－６　ビズマークス麹町９階 (03)5276-6311

(6)27770 日本住宅ローン株式会社 渋谷区代々木2－1－1　新宿マインズタワー9階 (03)6701-7710

(6)27774 えん 世田谷区上馬２－２０－７ (03)3422-5176

(6)28067
株式会社マースコーポレーショ
ン

新宿区新宿1－10－7　6F (03)3356-7151



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(6)28206
ユニ・アジアキャピタルジャパン
株式会社

千代田区神田美土代町9－1　MD神田ビル7階 (03)3518-9255

(T6)28264 東京CPB 新宿区歌舞伎町2－19－13　ASKビル502号室 (03)3200-9270

(6)28403 株式会社JR東日本商事 渋谷区代々木2－2－2　JR東日本本社ビル11階 (03)5388-6135

(6)28444 イーグル株式会社 杉並区高円寺南４－４５－７　一番館ビル７０１号 (03)5305-6350

(6)28462
旭化成ホームズフィナンシャル
株式会社

千代田区神田神保町1－105　神保町三井ビルディン
グ5階

(03)6899-3282

(6)28771 みずほ証券株式会社
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3～6階、8・9階・イーストタワー5階

(03)5208-3210

(6)28907 有限会社ケイツー・アルファ 品川区荏原6－4－4　千代田ビル1階 (03)3785-6668

(6)28944
MS＆ADローンサービス株式会
社

千代田区神田駿河台3－9　三井住友海上駿河台ビ
ル8階

(03)3259-5226

(6)28964 ケネディクス株式会社
千代田区内幸町2－1－6　日比谷パークフロント5階・
6階

(03)5157-6100

(6)28981 株式会社ABCサニー 港区芝大門1－3－9　菅野ビル2階 (03)3431-5732

(6)28992 ライフティ株式会社 新宿区新宿6－27－56　新宿スクエア6階 (03)5291-4520

(6)29011 大和PIパートナーズ株式会社
千代田区丸の内1－9－1　グラントウキョウノースタ
ワー30階

(03)5555-6001

(6)29054 森ビル株式会社 港区六本木6－10－1　六本木ヒルズ森タワー14階 (03)6406-6610

(6)29156
株式会社キャピタル（キャピタ
ル・ソリューション）

港区赤坂３－１８－１２　アスカビル２階 (03)3584-8866

(6)29269 株式会社ツーステージ 台東区上野5－3－10　山栄第3ビル302号 (03)6695-1085

(6)29293 株式会社ファンドクリエーション 千代田区麹町1－4　半蔵門ファーストビル5階 (03)5212-5215

(6)29338
朝日新聞総合サービス株式会
社

中央区築地5－3－2　朝日新聞東京本社本館8階 (03)3541-2338



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(6)29371
株式会社イデラキャピタルマネ
ジメント

港区赤坂2－5－1　S-GATE赤坂山王4階 (03)6891-6400

(6)29428 株式会社BIGサービス 港区北青山2－7－9　日昭ビル3階 (03)5775-7698

(6)29447 株式会社ティー・アンド・エス 港区芝大門2－6－6　VORT芝大門1階・2階・3階 (03)5404-3001

(6)29520
アジリティー・アセット・アドバイ
ザーズ株式会社

中央区新川1－17－18　白鹿茅場町ビル4階 (03)3552-8878

(6)29553 サングリーム株式会社 千代田区神田神保町３－２－１　サンライトビル９０２ (03)3511-2611

(6)29616 株式会社ライフエンジェル
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16階

(03)5769-8515

(6)29648
住友不動産ファイナンス株式会
社

新宿区西新宿２－６－１　新宿住友ビル６階 (03)3346-1071

(6)29668 株式会社LIXILリアルティ 中央区日本橋大伝馬町14－15　マツモトビル5階 (03)5652-0036

(6)29674 ドイツ証券株式会社
千代田区永田町2－11－1　山王パークタワー18、
19、20階

(03)5156-6000

(6)29701
ゴールドマン・サックス証券株式
会社

港区六本木6－10－1　六本木ヒルズ森タワー2階、
45階から48階

(03)6437-1000

(6)29723 ネクスト・ショア有限会社 港区赤坂2－17－7　赤坂溜池タワー9階 (03)4560-7039

(6)29770 株式会社レガロキャピタル 渋谷区恵比寿西1－9－6　アストゥルビル2階 (03)6416-4240

(6)29805
モルガン・スタンレーMUFG証券
株式会社

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、13階

(03)6836-5000

(6)29818 株式会社日伸工業 稲城市百村1603－5 (042)378-2457

(6)29826 PK AirFinance Japan合同会社 港区虎ノ門2-10-4　オークラプレステージタワー17階 (03)3588-6155

(6)29876 株式会社ＵＣＳ（U－Finance） 台東区小島２－１４－５　毛利ビル７０１号室 (03)5829-6990

(6)29887
DVBトランスポート・ファイナン
ス・リミテッド

港区六本木1－9－10　アークヒルズ仙石山森タワー
26階（2609）

(03)5114-1880



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(6)29890 JPモルガン証券株式会社
千代田区丸の内2－7－3　東京ビルディング27・30・
31・32階

(03)6736-1111

(6)29920 クレディ・スイス証券株式会社 港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー24～26階 (03)4550-9000

(5)29925
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

千代田区麹町4－5－20　KSビル4階 401～407, 411,
414号室

(03)6867-1368

(5)29963 バークレイズ証券株式会社
港区六本木6－10－1　六本木ヒルズ森タワー31階、
32階

(03)4530-1100

(5)29966 株式会社グローリア 渋谷区代々木２－１３－５　ＫＴ新宿ビル４階 (03)5351-6271

(5)29991 株式会社エス・オー・ダブリュー
中央区日本橋本町4－4－2　東山ビルディング12Ｆ－
B

(03)6880-2041

(5)30068 タマファイナンス株式会社 港区高輪3－19－26　SOC高輪ビル3階 (03)6408-1203

(5)30208 株式会社USSサポートサービス 千代田区内神田2－5－1　大手町NSビル1階 (03)3276-7500

(5)30227 ヤマウラ企画開発株式会社 中央区日本橋３－８－２　新日本橋ビルディング３階 (03)3272-8884

(5)30234 株式会社ミカサ 世田谷区若林１－８－７　エステート若林２０１ (03)3422-7621

(5)30245 株式会社キャピタルメディカ 港区虎ノ門1－2－3　虎ノ門清和ビル9・10階 (03)5501-2271

(5)30255 アドミラルキャピタル株式会社
千代田区内幸町1－3－3　内幸町ダイビル6階601号
室

(03)6205-4411

(5)30343 エスピーシー証券株式会社 中央区明石町8－1　聖路加タワー40階 (03)6278-5580

(5)30512 リシェス・マネジメント株式会社 港区赤坂1－12－32　アーク森ビル33階 (03)6229-2121

(5)30570 令和カード株式会社
台東区台東4－6－5　御徒町グリーンプラザ2階202
号室、204号室

(03)3835-3310

(5)30620 株式会社アセット投資信託 千代田区神田司町2－2－7　パークサイド1　6階 (03)5296-7068

(5)30654
ブリヂストンファイナンス株式会
社

小平市小川東町3－1－1　ブリヂストンG-MECビル5
階

(042)303-3413



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(5)30676 JRAシステムサービス株式会社 江東区永代1－14－5　永代ダイヤビル1階 (03)5620-2322

(5)30679 のぞみ債権回収株式会社
中央区日本橋本町1－9－4　ヒューリック日本橋本町
一丁目ビル5階

(03)5299-5331

(5)30696 トナン商興株式会社 中央区銀座8－12－6　小野商ビル3階301号室 (03)3543-2191

(5)30701
株式会社フューチャープランニ
ング

渋谷区神南1－15－3　神南プラザビル4階401号室 (03)5457-7561

(5)30717 株式会社EMC 江東区新木場2－4－3　2階 (03)5569-8110

(5)30725 ストラクス株式会社
千代田区岩本町3－5－5　ユニゾ岩本町三丁目ビル
4F

(03)5835-1251

(5)30747
株式会社ゴードン・ブラザーズ・
ジャパン

千代田区内神田1－1－14　日立鎌倉橋ビル7階 (03)3518-9450

(5)30780
日本アイ・ビー・エム・クレジット
合同会社

中央区日本橋箱崎町19－21　三井倉庫箱崎ビル14F (03)3668-8601

(5)30791 ニュース証券株式会社 渋谷区東3－11－10　恵比寿ビル1階 (03)5466-1641

(5)30795 maneo株式会社 品川区西五反田7－17－7　五反田第1noteビル4階 (03)6869-5111

(5)30802
GMOペイメントゲートウェイ株式
会社

渋谷区道玄坂1－2－3　渋谷フクラス14F (03)3464-2740

(5)30875 株式会社ベルシステム 中央区日本橋室町１－１０－１１　ｂｅｌｌｅ日本橋５階 (03)3231-3288

(5)30889 スターツ証券株式会社 江戸川区西葛西6－10－6　第二中兼ビル3階 (03)6860-8074

(5)30892
株式会社トライハード・キャピタ
ル

中央区日本橋茅場町３－２－２　ＥＫＫビル２階 (03)6206-2454

(5)30901 株式会社エスクード
千代田区神田神保町3－25－11　喜助九段ビル703
号

(03)3261-0155

(5)30921 興和不動産投資顧問株式会社 港区赤坂1－4－1　赤坂KSビル5階 (03)6691-2911

(5)30931 ニチクレ株式会社 中央区銀座1－18－6　井門銀座一丁目ビル7階 (03)5524-0030



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(5)30942 株式会社エムズクエスト 北区東十条6－6－4　グリーンカパーラ1階 (03)6454-4088

(5)30955
株式会社ユニヴァ・キャピタル・
ファイナンス

港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー35階 (03)3224-2711

(5)30967 株式会社第一ファイナンス
練馬区南大泉3－8－8　第一住宅協同組合ビル1階
右側

(03)3921-0817

(5)30997
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

港区白金１－１７－３　ＮＢＦプラチナタワー１４Ｆ (03)5793-2200

(5)31021
ＳＰＣアセットマネジメント株式会
社

中央区明石町８－１　聖路加タワー３２階３２０５号、
４０階－Ａ

(03)6278-5588

(5)31056
インヴァストキャピタルマネジメ
ント株式会社

中央区東日本橋2－13－2　光陽東日本橋ビル1階 (03)6683-6001

(5)31059 いちご地所株式会社
千代田区内幸町1－1－1　帝国ホテルタワー17階（A
－3）

(03)3502-5625

(5)31062
株式会社オリエンタルパート
ナーズ

世田谷区駒沢4－19－11　ノーブルアネックス402 (03)5797-7363

(5)31083
DBJアセットマネジメント株式会
社

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14階

(03)3241-5300

(5)31096
ワイズ・ファイナンシャル・インベ
ストメント株式会社

渋谷区円山町5－18　道玄坂スクエア6F (03)6809-0312

(5)31104 株式会社ダイワネクスト 渋谷区初台1－51－5　アクス初台306号 (03)5352-7741

(5)31114
アライアンスパートナーズ株式
会社

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

(03)5381-7002

(5)31131
合同会社ピー・エイチ・エー・
ファイナンス

千代田区神田神保町2－20　暁ビル3階 (03)3239-5108

(5)31154 インテグラル株式会社
千代田区丸の内1－9－2　グラントウキョウサウスタ
ワー10階A号室

(03)6212-6100

(5)31156 株式会社タカデン 荒川区荒川4－4－2　3階 (03)3805-2531

(5)31173
株式会社ストラテジック・クレ
ジット・マネジメント

港区新橋2－13－8　新橋東和ビル5階 (03)5511-0361

(5)31184
山九クリアリングカンパニー株
式会社

中央区勝どき6－5－23　山九株式会社本社ビル8階 (03)3536-3980



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(T5)31190 未来バンク 江戸川区東小松川3－35－13　ニックハイム船堀204 (03)3654-9188

(5)31196 セコム医療システム株式会社 渋谷区神宮前1－5－1　セコム本社ビル14階 (03)5775-8150

(4)31205 株式会社ユーロスタンダーズ 港区芝大門2－2－7　7セントラルビル3階 (03)5425-4411

(4)31208 株式会社ダブルラック 品川区東品川4－13－14　グラスキューブ品川13階 (03)5783-7200

(4)31211 楽天信託株式会社 港区港南2－16－5　NBF品川タワー24階 (03)5715-3270

(4)31232 ドイチェ信託株式会社
千代田区永田町2－11－1　山王パークタワー2028区
号室

(03)5156-5200

(4)31233 TOCOM株式会社
中央区築地3－14－5　TOCOM築地プラザビル
6F601号室

(03)6278-0171

(4)31237
フィンテックグローバル株式会
社

品川区上大崎3－1－1　目黒セントラルスクエア15階 (03)6456-4600

(4)31238 株式会社エイチ・アイ・エス 港区虎ノ門4－1－1　神谷町トラストタワー5階 (03)6674-8219

(4)31246
株式会社オートバックスフィナン
シャルサービス

江東区豊洲5－6－52　NBF豊洲キャナルフロント2階 (03)6219-6001

(4)31250 株式会社Any 台東区北上野1－1－12　吉川ビルディング3F (03)5806-5959

(4)31253
Prudential Mortgage Asset
Holdings 1 Japan 投資事業有
限責任組合

千代田区永田町2－13－10　プルデンシャルタワー
16階　PGIMリアルエステート・ジャパン株式会社内
Office2

(03)3539-5836

(4)31254 大成ビジネスサポート株式会社 新宿区西新宿1－25－1　新宿センタービル23階 (03)5381-5050

(4)31261 東京ガスリース株式会社 新宿区西新宿3－7－1　新宿パークタワー12階 (03)5322-1130

(4)31270
みずほ証券プリンシパルインベ
ストメント株式会社

千代田区神田駿河台2－5－1　御茶ノ水ファーストビ
ル10階

(03)5577-7300

(4)31272 アーク年金
新宿区新宿１－１２－１０　ネバーギブアップ月城ビ
ル４階

(03)3357-9339

(4)31275
トラストホールディングス株式会
社

千代田区有楽町１－２－１５　タチバナ日比谷ビル４
Ｆ

(03)6268-8470



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(4)31277
橋本総業ホールディングス株式
会社

中央区日本橋小伝馬町9－9　橋本ビル4階 (03)3665-9181

(4)31283 中央リテール株式会社 渋谷区道玄坂2－25－7　プラザ道玄坂6階 (03)6415-1280

(4)31287 株式会社DCコーポレーション
品川区西品川3－19－6　リビングライフ大崎ビル6階
602号

(03)5436-2800

(4)31298 佐倉商事 中野区南台4－24－2 (03)3383-7463

(4)31301 ナルト株式会社 足立区綾瀬6－39－13 (03)3629-1010

(4)31302 株式会社ＪＴＥ 新宿区四谷３－７　四谷３丁目ビル３Ｆ (03)6273-1891

(4)31311
トーセイ・リバイバル・インベスト
メント株式会社

港区虎ノ門4－2－3　虎ノ門トーセイビル3階 (03)5408-8701

(4)31320 日鉄ファイナンス株式会社 千代田区丸の内2－6－1　丸の内パークビル13F (03)6867-2911

(4)31323 株式会社オークサービス 中央区晴海1－8－10　晴海トリトンスクエアX棟23階 (03)6831-9670

(4)31324
ＳＢＩインキュベーション株式会
社

港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー２０階 (03)6229-0108

(4)31325
株式会社つばさコーポレーショ
ン

渋谷区宇田川町３６－６　ワールド宇田川ビル７階 (03)6415-3356

(4)31330 株式会社ビーエム総合リース
中央区日本橋久松町12－8　ドッドウエルBMSビル4
階

(03)3249-6315

(4)31334
株式会社太平フィナンシャル
サービス

文京区本郷1－13－4　第3太平ビル3階・地下1階 (03)5689-7888

(4)31340
アットホームホールディングス株
式会社

大田区西蒲田8－2－11　A・P・M蒲田ビル3階 (03)3739-6148

(4)31341 株式会社ガイア・ビルド 中央区日本橋横山町7－18　ガイア本社7階701号室 (03)5651-1508

(4)31342 株式会社アミーゴ
新宿区高田馬場1－31－8　高田馬場ダイカンプラザ
1111号室

(03)4500-4700

(4)31346 シティグループ証券株式会社
千代田区大手町1－1－1　大手町パークビルディン
グ9、10階

(03)6776-8800



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(4)31347 Funds Marriage株式会社 港区赤坂4－7－14　赤坂進興ビル4階A号室 (03)3585-2333

(4)31353 BofA証券株式会社
中央区日本橋1－4－1　日本橋一丁目三井ビルディ
ング6階及び8～11階

(03)6225-7000

(4)31359
株式会社エスクロー・エージェン
ト・ジャパン

千代田区大手町2－2－1　新大手町ビル4階 (03)6703-0500

(4)31360
SBIソーシャルレンディング株式
会社

港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー13階 (03)6229-0093

(4)31364 株式会社経営共創基盤
千代田区丸の内1－9－2　グラントウキョウサウスタ
ワー8階

(03)4562-1111

(4)31368 株式会社アセットフォーラム 渋谷区渋谷１－２４－４　渋谷百瀬ビル６Ｆ (03)5467-8462

(4)31369 株式会社アルカ 中央区銀座２－１３－１９　銀座アルカビル地下１階 (03)6226-6231

(4)31370 株式会社フォーカス 港区虎ノ門1－12－15　虎ノ門第2東洋ビル8階 (03)5501-2993

(4)31371 不動産担保ローン株式会社 中央区日本橋3－8－14　日本橋ビル地下1階 (03)6262-3401

(4)31372 BNPパリバ証券株式会社
千代田区丸の内1－9－1　グラントウキョウノースタ
ワー41階、42階

(03)6377-2000

(4)31376 GFA株式会社 港区南青山2－2－15　ウィン青山2F (03)6432-9140

(4)31378 明和ファイナンス株式会社 渋谷区神泉町9－6　第2明和ビル4階 (03)5489-8390

(4)31386 鹿島リース株式会社 港区元赤坂1－1－5　富士陰ビル6階 (03)5474-9210

(4)31389 エヌエスリース株式会社 港区浜松町2－4－1　世界貿易センタービル17階 (03)3435-3090

(4)31393 株式会社郵船アカウンティング 千代田区神田錦町1－19－1　神田橋パークビル7階 (03)6367-8985

(4)31396
株式会社リオ・アセットマネジメ
ント

千代田区永田町2－12－4　赤坂山王センタービル8F (03)5156-8880

(4)31398
ヘルスケアマネジメントパート
ナーズ株式会社

港区海岸1－2－20　汐留ビルディング15階 (03)6860-5501



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(4)31399
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）

品川区西五反田7－13－5　DK五反田ビル6階 (03)5759-1181

(4)31403
ダイヤモンド・リアルティ・マネジ
メント株式会社

千代田区平河町2－16－1　平河町森タワー10階 (03)5212-4811

(4)31405 株式会社みなと 港区新橋5－9－6　松治ビル3F (03)6459-0178

(4)31409 アプリ株式会社
千代田区神田神保町２－２　神田神保町二丁目ビル
５０１号室

(03)3556-9210

(4)31410
グリーンズレッジ・アジア・リミ
テッド

中央区日本橋1－18－14　クローバー日本橋5階 (03)6228-7350

(4)31411 株式会社サンクリエイト 千代田区外神田3－5－5　末広町ハイム406号 (03)3251-4031

(4)31413
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

千代田区永田町2－11－1　山王パークタワー25階
2501及び2502区画

(03)3596-7090

(4)31414
ビー・エム・ダブリュー・ジャパ
ン・ファイナンス株式会社

千代田区丸の内1－9－2　グラントウキョウサウスタ
ワー21階

(03)6265-1000

(4)31415
フロンティア・マネジメント株式
会社

港区六本木3－2－1　住友不動産六本木グランドタ
ワー41階

(03)6862-5180

(4)31420 エヌエスパートナーズ株式会社 港区芝大門2－5－5　住友芝大門ビル6階 (03)5776-3011

(4)31421
株式会社マツダグループサービ
ス

中央区八丁堀1－9－8　八重洲通ハタビル8階 (03)3552-3015

(4)31427 株式会社フィスコ・キャピタル
港区南青山５－４－３０　CoSTUME NATIONAL
Aoyama Complex ２Ｆ

(03)5774-2470

(3)31432 有限会社アーバン・サポート 豊島区西池袋5－12－7　NGSビル102 (03)3985-0717

(3)31434 株式会社アライドライフ 新宿区西新宿6－5－1　新宿アイランドタワー10階 (03)6733-6612

(3)31435 UBS証券株式会社
千代田区大手町1－5－1　大手町ファーストスクエア
6階～12階

(03)5208-6000

(3)31440
株式会社ＫＫＲキャピタル・マー
ケッツ

千代田区丸の内２－１－１　明治安田生命ビル１１階
１１S０２

(03)6268-6666

(3)31442 株式会社SBI証券 港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー19階 (03)5562-7215



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(3)31443 紀尾井町ファイナンス株式会社 目黒区青葉台３－１－１２　青葉台イーストビル３階 (03)6455-3786

(3)31445 株式会社シンエイ 立川市錦町1－10－26　シンエイビル7階 (042)540-7874

(3)31446 株式会社A-pro 港区赤坂4－1－2　シントミ赤坂一ツ木ビル5階 (03)5114-1144

(3)31450 株式会社ＣＫファイナンス
千代田区神田鍛冶町３－３－４　サンクス神田駅前
ビル４階

(03)3527-1561

(3)31455 株式会社日貿信 中央区日本橋1－12－8　第二柳屋ビル5階 (03)3271-4602

(T3)31459 一般社団法人徳洲会
千代田区九段南1－3－1　東京堂千代田ビルディン
グ14階

(03)3262-3133

(3)31460 保土谷化学工業株式会社
中央区八重洲2－4－1　住友不動産八重洲ビル地下
1階、9階

(03)5299-8028

(3)31463 東新住販株式会社 中央区日本橋１－２－１９　日本橋ファーストビル６階 (03)6825-1219

(3)31464
EVOLUTION JAPAN アセットマ
ネジメント株式会社

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

(03)4550-0580

(3)31465
一般財団法人全国競輪選手共
済会

品川区上大崎3－3－1　自転車総合ビル6階 (03)6409-6770

(3)31466 株式会社だいこう証券ビジネス
江東区潮見2－9－15　DSBグループ潮見ビル2階・3
階

(03)5665-3044

(3)31467
フェニックス・キャピタル株式会
社

千代田区丸の内2－5－1　丸の内二丁目ビル6階 (03)3215-3260

(3)31468
一般財団法人BOATRACE振興
会

港区六本木5－16－7　BOATRACE六本木7階 (03)5545-4561

(3)31472 株式会社ジャルコ
中央区日本橋2－16－11　日本橋セントラルスクエア
8階

(03)3274-5236

(3)31473 株式会社とみん信用保証 北区王子2－1－16　1階 (03)6903-0056

(3)31474
株式会社トライフィナンシャル
サービス

墨田区両国3－19－5　シュタム両国ビル6階 (03)5638-1400

(3)31475 しんきん証券株式会社 中央区京橋3－8－1　信用金庫会館京橋別館8、9階 (03)5250-1717



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(3)31479 トパーズ・キャピタル株式会社
港区愛宕2－5－1　愛宕グリーンヒルズMORIタワー
39階

(03)5425-9860

(3)31481
ウェルズ・ファーゴ証券株式会
社

千代田区丸の内1－8－3　丸の内トラストタワー本館
24階2401

(03)6870-7500

(3)31482
リアルリンク国際投資顧問株式
会社

新宿区四谷1－4　四谷駅前ビル5階 (03)5919-3743

(3)31483 アムスなんでもリース株式会社 豊島区東池袋1－15－12　アムスビル2F・6F (03)5958-0088

(3)31484 株式会社Ｃ＆Ｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 渋谷区東３－２２－１４　渋谷松原ビル７階 (03)6427-5003

(3)31486 株式会社LBI 千代田区内幸町2－2－3　日比谷国際ビル7階713号 (03)5521-0321

(3)31487 SBIアートオークション株式会社
江東区有明3－6－11　東京ファッションタウンビル東
館7階

(03)3527-6692

(3)31490
一般財団法人港湾近代化促進
協議会

港区新橋6－11－10　港運会館6階 (03)3432-1080

(3)31492 株式会社アクシス 品川区西五反田2－28－10　FP五反田ビル6階 (03)3493-2080

(3)31497 汐留ファイナンス株式会社 港区東新橋1－9－1　東京汐留ビルディング24階 (03)6889-2439

(3)31502 フタバ株式会社 千代田区岩本町3－2－10　SN岩本町ビル3階 (03)5833-5511

(3)31504
株式会社ジャパンインベストメン
トアドバイザー

千代田区霞が関3－2－1　霞が関コモンゲート西館
34階

(03)6804-6805

(3)31510 株式会社アクトバンク 新宿区新宿6－12－8　アクトプラザ新宿2階 (03)6435-3881

(3)31511 アイ・アート・アセット株式会社 中央区銀座7－4－12　銀座メディカルビル5階 (03)3569-1252

(3)31512 日立キャピタル信託株式会社 港区西新橋1－3－1　西新橋スクエア11階1114号室 (03)3503-2205

(3)31515
一般財団法人首都圏不燃建築
公社

港区芝浦3－9－1　芝浦ルネサイトタワー17階 (03)6809-6168

(3)31516 セイシン株式会社 文京区音羽1－26－11　大和出版ビル3F (03)5319-8861



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(3)31517
Prudential Mortgage Asset
Holdings 2 Japan 投資事業有
限責任組合

千代田区永田町2－13－10　プルデンシャルタワー
16階　PGIMリアルエステート・ジャパン株式会社内
Office3

(03)3539-5991

(T3)31518
一般財団法人海技振興セン
ター

千代田区麹町4－5　海事センタービル5階 (03)3264-3871

(3)31519 株式会社Casa 新宿区西新宿2－6－1　新宿住友ビル30階 (03)6863-5960

(3)31521 アクト・ウィル株式会社 豊島区東池袋3－11－9　三島ビル301号室 (03)5944-9168

(3)31524 一般社団法人APバンク
渋谷区代々木1－28－9　代々木VILLAGE 2F
ROOM3

(03)5302-2103

(3)31525
一般財団法人全国市町村振興
協会

千代田区麹町4－3－3　新麹町ビル6階 (03)3237-9741

(3)31529 株式会社Paidy 港区赤坂9－7－1　ミッドタウン・タワー12階1201号 (03)5545-5975

(3)31533 サムライ・キャピタル株式会社
港区六本木6－2－31　六本木ヒルズノースタワー9
階

(03)5412-7262

(3)31534
地域ヘルスケア成長投資事業
有限責任組合

港区海岸１－２－２０　汐留ビルディング１５階 (03)6860-5511

(3)31537 みずほ東芝リース株式会社 港区虎ノ門1－2－6　みずほリースビル3、4階 (03)5253-6700

(3)31538
アクリーティブ・メディカルサービ
ス株式会社

千代田区麹町5－1－1　住友不動産麹町ガーデンタ
ワー17階

(03)6261-4925

(3)31540
投資事業有限責任組合しんき
んの翼

中央区京橋3－8－1　信金中金京橋別館10階 信金
キャピタル株式会社内 第2会議室

(03)6228-7825

(3)31546
NICG投資事業有限責任組合A
号

千代田区大手町2－1－1　大手町野村ビル23階 (03)5299-0464

(3)31547 株式会社モリモト
千代田区丸の内２－４－１　丸の内ビルディング１４
階１４０９区外

(03)6368-8111

(3)31548 ナティクシス日本証券株式会社 港区六本木1－4－5　アークヒルズサウスタワー8階 (03)4519-2100

(3)31549 株式会社オージェイ 中野区中央1－32－5　青光堂ビル3階 (03)5332-3833

(3)31551
株式会社LIXILホームファイナン
ス

千代田区神田富山町5－1　神田ビジネスキューブ6
階

(03)5539-6930



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(3)31555
ホームファーストファイナンス株
式会社

新宿区西新宿1－20－2　新宿ホウライビル12階 (03)6316-3662

(3)31557 GMOイプシロン株式会社 渋谷区道玄坂1－14－6　ヒューマックス渋谷ビル9階 (03)6415-6755

(3)31558
ＭＣｏ４号投資事業有限責任組
合

中央区京橋２－４－１２　京橋第一生命ビルディング
５階D号室

(03)6367-7993

(2)31563
いばらき創生ファンド投資事業
有限責任組合

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（株）日本政策投資銀行内29階 会
議室29E3

(03)3244-2557

(2)31564
プルスウルトラインベストメント
株式会社

港区新橋2－12－5　池伝ビル5階 (03)3519-7790

(2)31565 東建商事株式会社 千代田区神田錦町3－19　廣瀬第2ビル3階 (03)5244-5693

(2)31567
クラウドバンク・フィナンシャル
サービス株式会社

港区六本木7－15－7　新六本木ビル6階 (03)6447-0237

(2)31568
MCPメザニン3投資事業有限責
任組合

千代田区丸の内1－6－1　丸の内センタービルディン
グ2階

(03)3218-3766

(2)31569 株式会社アトム 千代田区麹町4－4－7　アトム麹町タワー11・12階 (03)5210-8855

(2)31571
フュージョン資産マネジメント株
式会社

文京区後楽1－4－14　後楽森ビル12階 (03)6858-7790

(2)31573
グッドマンジャパンファンズ株式
会社

千代田区丸の内１－9－1　グラントウキョウノースタ
ワー３６階

(03)6910-3310

(2)31574
ロードスターファンディング株式
会社

中央区銀座1－10－6　銀座ファーストビル2階 (03)6633-7169

(2)31576 UCF株式会社
千代田区紀尾井町4－1　ニューオータニガーデン
コート9階

(03)3511-4160

(2)31577 株式会社JPMCファイナンス 千代田区丸の内3－4－2　新日石ビルヂング6階 (03)5220-6095

(2)31581 ASG Japan 株式会社
千代田区内幸町1－1－1　帝国ホテルタワー6階 6A-
6・10号室

(03)5829-4474

(2)31586
ティーキャピタルパートナーズ
株式会社

千代田区大手町1－1－1　大手町パークビルディン
グ11階

(03)5223-3516

(2)31588
ソニーペイメントサービス株式
会社

港区高輪1－3－13　NBF高輪ビル6階 (03)6408-8210



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(2)31589 澤田ホールディングス株式会社
新宿区西新宿6－8－1　住友不動産オークタワー27
階

(03)4560-0398

(2)31590
アルプスファイナンスサービス
株式会社

大田区雪谷大塚町1－7　Alps Building 5階 (03)5499-8196

(2)31591
ブルーパートナーズ第一号投資
事業有限責任組合

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（株）日本政策投資銀行内29階S3
会議室

(03)3244-2551

(2)31592
ブルーパートナーズ第二号投資
事業有限責任組合

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 （株）日本政策投資銀行内29階S4
会議室

(03)3244-2765

(2)31593 株式会社CREアライアンス
港区虎ノ門2－10－1　虎ノ門ツインビルディング東棟
19階 E1901号室

(03)3505-0324

(2)31594 オリックス債権回収株式会社
港区浜松町2－3－1　日本生命浜松町クレアタワー
12階

(03)5776-3330

(2)31596 橋本総業株式会社 中央区日本橋小伝馬町9－9　橋本ビル3階 (03)3665-9011

(2)31600 東海リゾート株式会社
港区虎ノ門1－21－10　グランスイート虎ノ門1805号
室

(03)3593-2371

(2)31601
株式会社エヌ・ワイ・インターナ
ショナル

港区赤坂6－10－45　ヴィラ赤坂703 (03)3505-6451

(2)31603 株式会社COOL　SERVICES
目黒区青葉台3－6－28　住友不動産青葉台タワー9
階

(03)6809-0701

(2)31605
MULエナジーインベストメント株
式会社

千代田区神田神保町1－105　神保町三井ビルディン
グ20階

(03)6895-9272

(2)31606
みずほキャピタルパートナーズ
株式会社

千代田区丸の内1－6－1　丸の内センタービルディン
グ2階

(03)3201-1733

(2)31612 株式会社アビックグループ 港区赤坂1－3－18　ＤＧ２２ビル8階 (03)5570-1210

(2)31614 株式会社帝国インベストメント 江戸川区船堀1－7－6　KSGビル8階 (03)5667-5323

(2)31615
日本リバイバルスポンサーファ
ンド参号投資事業有限責任組
合

港区虎ノ門1－1－28　東洋不動産虎ノ門ビル8階 (03)6206-1976

(2)31619
ソシエテ・ジェネラル証券株式会
社

千代田区丸の内1－1－1　パレスビル6階、8階 (03)6777-8000

(2)31620 株式会社マテリアライズ
中央区日本橋馬喰町1－14－4　バイファルビルディ
ング日本橋7階

(03)5843-6580



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(2)31621
株式会社リクルートファイナンス
パートナーズ

中央区銀座7－2－6　銀座7丁目ANNEX 3階 (03)3575-8600

(2)31622
イオン住宅ローンサービス株式
会社

千代田区神田小川町3－9－2　BIZCORE神保町3階 (03)5217-3550

(2)31623 株式会社Triad Finance 港区南青山2－24－15　青山タワービル9F (03)6447-1801

(2)31624 株式会社コシダカプロダクツ
港区浜松町2－4－1　世界貿易センタービルディング
23階

(03)6403-5732

(2)31627 APAMAN株式会社
千代田区大手町２－６－１　朝日生命大手町ビル３
階

(03)3231-8053

(2)31628
トラスト・キャピタル・メザニン
2016投資事業組合

中央区日本橋室町4－5－1　さくら室町ビル8階
（MEZ2016室）

(03)3517-2280

(2)31630 LENDY株式会社 港区六本木7－15－7　新六本木ビル8階　823号室 (03)6417-9430

(2)31631 株式会社LENDEX 渋谷区渋谷2－1－11　郁文堂青山通りビル5階 (03)6452-6922

(2)31632 伊藤忠トレジャリー株式会社 港区北青山2－5－1　伊藤忠東京本社ビル11F N-7 (03)3497-7456

(2)31633
一般社団法人生活サポート基
金

新宿区神楽河岸1－1　セントラルプラザ6階 (03)5227-7260

(2)31634
ロックハラードレンディング株式
会社

中央区日本橋2－8－6　太陽生命ひまわり日本橋ビ
ル4階

(03)3516-2355

(2)31636 SBIマネープラザ株式会社 港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー17階 (03)6229-0872

(2)31637
トリニティヘルスケアⅡ投資事
業有限責任組合

港区海岸1－2－20　汐留ビルディング15階 (03)6860-5510

(2)31638
ジャパン・インダストリアル・ソ
リューションズ第弐号投資事業
有限責任組合

千代田区丸の内2－2－2　丸の内三井ビルディング3
階30２号室

(03)6268-0349

(2)31641
UDSコーポレート・メザニン4号
投資事業有限責任組合

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 株式会社日本政策投資銀行内29
階Ｎ1会議室

(03)3244-1951

(2)31642 株式会社LIFULL Investment 千代田区麹町1－6－2　アーバンネット麹町ビル7階 (03)6272-4280

(2)31643 株式会社アップルレンド
港区元麻布3－2－13　スタイル元麻布 地下1階101
号室

(03)6262-5440



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(2)31644 株式会社GLコネクト 渋谷区渋谷3－21－11　渋谷サウス6階 (03)5778-3641

(2)31645 フィンスパイア株式会社
千代田区霞が関3－2－1　霞が関コモンゲート西館
34階

(03)5521-6005

(2)31646 鹿島建設株式会社 港区元赤坂1－3－1　9階 (03)5544-1111

(2)31647
ルネッサンスセブン投資事業有
限責任組合

千代田区内幸町1－1－1　帝国ホテルタワー14階
C5～6号室

(03)5532-3963

(2)31648
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

千代田区丸の内2－1－1　明治安田生命ビル10階
N02

(03)6865-7460

(2)31650
TMCAP2016投資事業有限責任
組合

千代田区大手町1－1－1　大手町パークビルディン
グ11階

(03)5223-2171

(2)31652 SFビルサポート株式会社 千代田区有楽町1－2－2　東宝日比谷ビル8階 (03)5521-1350

(2)31653
新生インベストメント&ファイナン
ス株式会社

千代田区外神田3－12－8　住友不動産秋葉原ビル
10階

(03)6859-3900

(2)31654
メザニン・ソリューション3号投資
事業有限責任組合

千代田区大手町1－6－1　大手町ビル4階429区 (03)6551-2331

(2)31656 株式会社CAMPFIRE 渋谷区渋谷2－22－3　渋谷東口ビル5F (03)5468-8840

(2)31657
山王スペース＆レンタル株式会
社

中央区銀座3－10－6　マルイト銀座第3ビル6階 (03)3542-5913

(2)31658 株式会社アセットクラウド 豊島区池袋１－８－７　サン池袋Ⅰ６０７ (03)5924-6937

(2)31659 アルトア株式会社 千代田区外神田4－14－1　秋葉原UDX 8階 (03)5207-8880

(2)31660 株式会社ビットポイントジャパン
港区六本木3－2－1　住友不動産六本木グランドタ
ワー36階

(03)6303-0314

(2)31661 株式会社RISE 港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル3階 (03)6632-0711

(2)31662 SBI Ventures Two株式会社 港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー17階 (03)6229-0791

(2)31663 モデスタ株式会社
台東区池之端1－1－2　ウスダムコーヅ池之端ハイ
ツ3階301

(03)5817-8348



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(2)31665 飛鳥ビジネスセンター株式会社 新宿区新宿6－27－48　飛鳥ビル5階 (03)6778-8116

(2)31666 株式会社GCM
中央区銀座1－13－1　ヒューリック銀座一丁目ビル6
階

(03)6263-0131

(2)31667 ティック株式会社 渋谷区神宮前6－23－11　J-SIX 7階 (03)6419-3212

(2)31668 みずほファクター株式会社
千代田区丸の内1－6－2　新丸の内センタービル
ディング7、8階

(03)3286-2200

(2)31669
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

千代田区紀尾井町4－1　ニューオータニガーデン
コート20階、28階

(03)3512-7900

(2)31671
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

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31階31N1会議室

(03)3244-2544

(2)31672 WhatzMoney株式会社 目黒区中目黒1－3－3　アーバンリゾート代官山5C (03)6712-2791

(2)31674
インテグラル3号投資事業有限
責任組合

千代田区丸の内1－9－2　グラントウキョウサウスタ
ワー10階7号室

(03)6212-6063

(2)31676 大和物産株式会社 江東区白河1－5－16　2階 (03)3641-8436

(2)31677
のぞみファイナンス＆コンサル
ティング株式会社

中央区日本橋本町1－9－4　ヒューリック日本橋本町
一丁目ビル5階

(03)5299-5334

(2)31678
SBIリーシングサービス株式会
社

港区六本木1－6－1　泉ガーデンタワー14階 (03)6229-1080

(2)31679
株式会社ロッテファイナンシャ
ル

新宿区西新宿2－4－1　新宿ＮＳビル28階 (03)5381-6016

(2)31680 西京カード株式会社 江東区木場2－17－16　ビサイド木場6階 (03)6830-0500

(1)31682
SAMURAI ASSET FINANCE 株
式会社

港区虎ノ門1－7－12　虎ノ門ファーストガーデン10階 (03)5259-5312

(1)31683 株式会社エタン 港区六本木5－14－34　鳥居坂ハウス202-a (03)5571-1983

(1)31684 インスタキャッシュ株式会社
渋谷区渋谷1－3－9　ヒューリック渋谷一丁目ビル6
階624号室

(03)6778-8580

(T1)31687
特定非営利活動法人全国女性
シェルターネット

文京区本郷1－35－28　メゾンドール本郷302号 (03)3818-4113



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31689
ファーストブラザーズキャピタル
株式会社

千代田区丸の内2－4－1　丸の内ビルディング25階 (03)5219-5390

(1)31690 株式会社MFS 千代田区大手町1－6－1　大手町ビル2階 FINOLAB (03)5989-0575

(1)31691 共和証券株式会社 中央区日本橋兜町8－3　1階 (03)6667-0033

(1)31692
しずおか事業承継・事業継続支
援ファンド投資事業有限責任組
合

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　（株）日本政策投資銀行内 29階会
議室29E6

(03)3244-1230

(1)31693 A．P．リアルティ株式会社 千代田区丸の内2－3－2　郵船ビルディング3階 (03)6206-3220

(1)31696
ストラテジック・パートナーズ株
式会社

港区虎ノ門2－10－1　虎ノ門ツインビルディング東棟
14階

(03)5572-6401

(1)31697
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）

港区芝5－19－7　ハイベール三田307 (03)6812-6915

(1)31698 株式会社デイリープランニング 台東区東上野1－24－8　須崎ビル4階 (03)5846-8491

(1)31699 株式会社セイブサポート 台東区東上野1－19－14　髙橋ビル2階 (03)5846-0511

(T1)31700 一般社団法人グラミン日本 中央区日本橋本町1－3－2　山﨑ビル1階 (03)3516-2890

(1)31702 東日本信販株式会社 千代田区内幸町1－3－3　内幸町ダイビル6階 (03)6457-9301

(1)31703
株式会社長大キャピタル・マネ
ジメント

中央区日本橋蛎殻町1－20－4　6階 (03)5640-6886

(1)31704
ティーシーアイ・ビジネス・サー
ビス株式会社

渋谷区渋谷3－25－18　渋谷ガーデンフロント1階 (03)4363-0109

(1)31705 株式会社サンキョウ 台東区東上野1－17－2　第二江口ビル5階 (03)3832-3309

(1)31706
一般社団法人One World金融教
育機構

中央区日本橋室町4－4－3　喜助日本橋室町ビル7
階

(03)6262-7269

(1)31707 株式会社悠晴 立川市錦町1－7－32　オズビル4階A号室 (042)548-3610

(1)31708
RDS尼崎物流投資事業有限責
任組合

中央区銀座4－14－11　七十七銀座ビル6階601号室 (03)6264-1708



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31709 ＭＣｏ５号投資事業組合 中央区京橋2－4－12京橋第一生命ビル5階Ｂ号室 (03)6367-7984

(1)31710
首都圏インシュアランス・プロパ
ティ株式会社

千代田区神田美土代町9－1　MD神田ビル9階 (03)6695-0951

(1)31711
HJアセット・マネージメント株式
会社

港区麻布台1－11－9　BPRプレイス神谷町7階 (03)3588-8870

(1)31712
株式会社エス・エム・エスフィナ
ンシャルサービス

港区芝公園2－11－1　住友不動産芝公園タワー7階 (03)6777-1202

(1)31713 アルファノート株式会社 新宿区西新宿6－10－1　日土地西新宿ビル12階 (03)5909-1552

(1)31714 Personal Capital株式会社
港区六本木7－15－7　新六本木ビル6階 Room602
区画

(03)3404-1100

(1)31715 株式会社JECC 千代田区丸の内3－4－1　新国際ビル7階701区外 (03)3216-3718

(1)31716
株式会社玄海インベストメントア
ドバイザー

千代田区丸の内2－2－1　岸本ビルヂング10階1012
号室

(03)6206-3437

(1)31717 株式会社ハコブネ 新宿区新宿1－28－11　小杉ビル8階 (03)4405-4534

(1)31718
マネーフォワードファイン株式会
社

港区芝5－29－20　クロスオフィス三田404号室 (03)6453-9616

(1)31721 LINE Credit株式会社
品川区西品川1－1－1　住友不動産大崎ガーデンタ
ワー21階及び22階

(03)4316-2250

(1)31722
大和エナジー・インフラ株式会
社

千代田区丸の内1－9－1　グラントウキョウノースタ
ワー30階

(03)5555-6100

(1)31723 株式会社エル・クレジット
新宿区西新宿3－17－7　西新宿ＴＯＫビル　B102号
室

(03)3375-1350

(1)31724 MIP株式会社 中央区新川2－9－5　第二中村ビル3階 (03)6222-9680

(1)31725 株式会社マネーフォワード
港区芝浦3－1－21　msb Tamachi 田町ステーション
タワーS21階2101号室

(03)6453-9160

(1)31726
エンデバー・ユナイテッド2号投
資事業有限責任組合

千代田区丸の内2－5－1　丸の内二丁目ビル6階 (03)6880-3049

(1)31727
ファイブスター・メザニン1号投
資事業有限責任組合

中央区銀座6－10－1　GINZA SIX 8階 (03)6206-3936



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31728
フリーファイナンスラボ株式会
社

品川区西五反田2－8－1　五反田ファーストビル6F (03)5759-6221

(1)31729
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

港区港南2－15－3　品川インターシティC棟20階 (03)5796-8512

(1)31730
投資事業有限責任組合
Everglory Debt Partners I

千代田区丸の内2－2－1　岸本ビルヂング5階 (03)6266-5700

(1)31731 有限会社マネックス 渋谷区広尾1－11－2　AIOS広尾ビル605号 (03)5860-2420

(1)31732
キャピタル・サーヴィシング債権
回収株式会社

港区赤坂1－12－32　アーク森ビル31階 (03)6230-5100

(1)31733 ＭＣｏ６号投資事業組合 中央区京橋2－4－12　京橋第一生命ビル5階A号室 (03)6367-7981

(1)31734 株式会社東泉 千代田区神田東松下町38　鳥本鋼業ビル2階 (03)3254-7371

(1)31735
株式会社ヴァルキリーキャピタ
ル

港区南青山5－4－30　CoSTUME NATIONAL
Aoyama Complex 3階

(03)4335-7780

(1)31736 日本水産株式会社 港区西新橋1－3－1　西新橋スクエア5階501区外 (03)3592-6084

(1)31737 SL株式会社 世田谷区赤堤2－13－2　カルム赤堤102号室 (03)6379-5444

(1)31738 汐留トラスト株式会社 中央区銀座7－13－8　第二丸高ビル4階 (03)6264-2821

(1)31739 CCC DESIGN株式会社
渋谷区南平台町16－17　渋谷ガーデンタワー6階
Meeting room 6-4

(03)6800-4488

(1)31740
株式会社ティー・エム・アドバイ
ザー

千代田区内神田3－5－1　大蓄ビル4階 (03)3527-1042

(1)31742 株式会社ザイマックス 港区赤坂1－1－1　ザイマックス赤坂111ビル7階 (03)5544-6600

(1)31743 株式会社商工ビジネスバンク
新宿区西新宿3－5－12　トーカン新宿第2キャステー
ル611号

(03)6279-0600

(1)31745 GAP ACCESS株式会社
中央区日本橋堀留町1－2－13　GAP VITALITY 1
1，2階

(03)5642-7600

(1)31746
MCPメザニン4投資事業有限責
任組合

千代田区丸の内1－6－1　丸の内センタービルディン
グ2階 Meeting Room1

(03)3201-1730



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31747 霞ヶ関キャピタル株式会社
千代田区霞が関3－2－1　霞が関コモンゲート西館
20階・25階

(03)5510-7651

(1)31748
エスクローファイナンス株式会
社

中央区銀座1－13－1　ヒューリック銀座一丁目ビル4
階410号室

(03)6869-6538

(1)31749 株式会社ＴＲＵＳＴ　ＯＮＥ 町田市原町田４－２－３　秀興ビル４階 (042)785-5528

(1)31750 株式会社東京不動産トラスト 荒川区西日暮里2－40－2　ユニティ西日暮里1階 (03)6458-3744

(1)31751 アライアンス株式会社 府中市府中町1－6－9　パコビル4階 (042)368-3810

(1)31752 ジェイバリュー信託株式会社 中央区日本橋本町3－4－5　PMO日本橋三越前8階 (03)6551-2620

(1)31753 ＵＢＩ株式会社
千代田区内幸町１－１－７　日比谷Ｕ－１ビル１４階１
４０１号室

(03)5251-8822

(1)31754 スターマーク株式会社 豊島区西池袋5－26－16　CHIBAビル203号 (03)5964-5660

(1)31755 株式会社マグナ 港区芝浦2－13－8　マグナビル6階 (03)3455-5455

(1)31756 ブルー・トパーズ株式会社
港区愛宕2－5－1　愛宕グリーンヒルズMORIタワー
39階

(03)6453-0399

(1)31757
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

港区虎ノ門1－1－28　東洋不動産虎ノ門ビル8階 (03)6206-1975

(1)31758
上田八木コーポレーション株式
会社

中央区日本橋本石町1－1－9　新日本橋ビル7階701 (03)3270-2498

(1)31759 株式会社ＴＭＣコンサルティング 港区高輪２－１３－１　高輪２１３１ビル１２号室 (03)5422-7168

(1)31760 株式会社CBメディカル 港区浜松町1－18－16　住友浜松町ビル1F (03)6432-4441

(1)31761 株式会社SYD 台東区池之端1－1－1　MK池の端ビル4階 (03)5816-1520

(1)31762 丸の内ＡＭＳ株式会社 千代田区丸の内３－４－１新国際ビル８階８４２号 (03)6268-0151

(1)31763 合同会社Denali-HP 中央区八重洲2－5－12　プレリー八重洲ビル5階 (03)6910-3979



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31764
サンブルー・ヘルスケア1号投
資事業有限責任組合

千代田区一ツ橋２－１－１　如水会ビルディング４階 (03)6910-0719

(1)31765
大和ACAヘルスケア・ファイナン
ス株式会社

千代田区永田町1－11－30　サウスヒル永田町5階 (03)5510-2860

(1)31766
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

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（株）日本政策投資銀行内 29階会
議室29N2

(03)3244-1231

(1)31767 株式会社RENOSY FINANCE
港区六本木3－2－1　住友不動産六本木グランドタ
ワー40階

(03)6277-6058

(1)31768 株式会社Super Pay 港区新橋3－3－13　Tsao Hibiya 5階 (03)6205-8878

(1)31769
Ｔｈｅ　ＣＦＯ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式
会社

港区南青山２－１３－１１　マストライフ南青山４Ｆ (03)6804-3538

(1)31770 Crezit株式会社 港区六本木4－9－2　俳優座ビル719号室 (03)5843-0434

(1)31771
日本キャピタルファイナンス株
式会社

中央区日本橋兜町１６－５　Ｙ’ｓビル２階 (03)5843-6705

(1)31772 Fintertech株式会社 千代田区一番町5　アトラスビル6階 (03)3222-7333

(1)31773 株式会社ＦＬＩ 中央区銀座１－６－１６　銀座１６１６ビル　８階 (03)6228-6668

(1)31774 株式会社アイ・エス・オー 目黒区下目黒５－１５－３　１階 (03)6675-1016

(1)31775
Ｎ-ＭＥＺ投資事業有限責任組
合１号

千代田区大手町２－１－１　大手町野村ビル２３階 (03)6838-4661

(1)31776
株式会社ワイエーケーワールド
ローン

荒川区西日暮里6－48－10　大熊マンション1F　102・
103号室

(03)5901-5902

(1)31777 株式会社ブル 台東区千束1－11－9　1階 2階 (03)3874-8275

(1)31778
株式会社プレミアムレンディン
グ

港区南青山６－８－１０　南青山シミズビル３階 (03)6452-6215

(1)31779 リバイバルキャピタル株式会社 港区南麻布4－5－48　フォーサイト南麻布1階 (03)5422-7641

(1)31780
三田グローバルファイナンス株
式会社

中央区日本橋兜町３－１１　三田証券株式会社本社
ビル７階

(03)3666-0035



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31781 BSPバンク株式会社 千代田区九段南2－2－1　エース九段ビル8階 (03)3556-0177

(1)31782 岡三証券株式会社
中央区日本橋室町2－2－1　室町東三井ビルディン
グ11階、13階、14階

(03)3272-2211

(1)31783 株式会社KFソリューション
千代田区平河町２－１６－９永田町グラスゲート３階
西中・宮下法律事務所内

(03)5212-7251

(1)31784 株式会社グローバル投資顧問 新宿区西新宿２－４－１　新宿NSビル１８階 (03)6911-2640

(1)31785 ATE株式会社
中央区日本橋蛎殻町2－15－9　須磨マンション301
号室

(03)6661-6550

(1)31787
かごしまバリューアップ投資事
業有限責任組合

千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１４階
C５～６、D２～３号室

(03)5532-3988

(1)31788 株式会社IPキャピタル 調布市多摩川３－６４－２　ハイツ八光４０３ (042)485-9260

(1)31789
肥銀地域企業応援投資事業有
限責任組合

千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー１４階
C５～６、D２～３号室

(03)5532-3987

(1)31790
マーチャント・バンカーズ株式会
社

千代田区有楽町1－7－1　有楽町電気ビルヂング北
館7階707区

(03)5224-4900

(1)31791 HandyBank株式会社
港区六本木3－6－9　六本木イチベエアパートメント
3F

(03)6426-5477

(1)31792 3．0証券準備株式会社 中央区新川1－17－21　茅場町ファーストビル8階 (03)3553-8143

(1)31793 ＩＴloan株式会社 千代田区東神田1－11－4　東神田藤井ビル5階 (03)5829-5892

(1)31794
株式会社アライド・ビジネス・
ファイナンス

中央区新富1－15－4　アルファ新富ビル4階 (03)5542-7000

(1)31795 日本郵船株式会社 千代田区丸の内2－3－2　郵船ビル11階 (03)3284-6061

(1)31796 エクシア合同会社
千代田区丸の内1－8－3　丸の内トラストタワー本館
20階

(03)5288-7200

(1)31797
ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式
会社

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　２０階　ＤＥゾーン

(03)6695-8320

(1)31798
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

千代田区丸の内3－2－3　丸の内二重橋ビルディン
グ18階

(03)6213-1890



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31799 フューチャー 東久留米市本町２－１－２　須田店舗２０１号室 (042)420-7782

(1)31800
株式会社ＭＪＳ Ｆｉｎａｎｃｅ＆Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ

中央区築地4－1－17　銀座大野ビル8階 (03)5148-1313

(1)31801
丸の内インフラストラクチャー投
資事業有限責任組合

千代田区丸の内1－6－5　丸の内北口ビルディング
23階

(03)5221-7227

(1)31802
株式会社スターアジア・ファイナ
ンス

港区愛宕2－5－1　愛宕グリーンヒルズMORIタワー
18階

(03)4572-1759

(1)31803 株式会社明日の医療 中央区京橋1－1－1　八重洲ダイビル2階 (03)6262-5175

(1)31804 株式会社 Credd Finance 台東区上野3－2－2　アイオス秋葉原802号室 (03)6284-4339

(1)31805
株式会社USEN-NEXTフィナン
シャル

練馬区豊玉北2－22－4　アプラス東京研修会館6階 (03)6417-3435

(1)31806
日産証券システムソリューショ
ンズ株式会社

中央区日本橋蛎殻町１－３８－１１　ユニコムビル８
階

(03)5623-4488

(1)31807
メザニン・ソリューション４号投
資事業有限責任組合

千代田区大手町１－６－１　大手町ビル４階４３０・４
３１区　ＰｒｏｊｅｃｔＲｏｏｍ

(03)6551-2679

(1)31808 ソロモンライフ株式会社 八王子市石川町１２０８番地２　２階２０３号 (042)649-3245

(1)31809 有限会社ジェフ 中央区築地5－4－19　ジュエル浜離宮9階906号 (03)3546-2272

(1)31810 合同会社Denali-HP2 中央区八重洲2－5－12　プレリー八重洲ビル4階 (03)6262-6966

(1)31811 SBI FinTech Solutions株式会社 渋谷区渋谷2－1－1　青山ファーストビル9階 (03)3498-5011

(1)31812 ファンズ・レンディング株式会社 港区西麻布３－２－１　北辰ビル７階 (03)6434-7106

(1)31813 株式会社日本エスコン
港区虎ノ門２－１０－４　オークラプレステージタワー
２０階

(03)6230-9303

(1)31814
ジャパン・プロパティーズ株式会
社

港区六本木6－7－10　簗場ビル3F (03)5411-7500

(1)31815
投資事業有限責任組合しんき
んの礎

中央区京橋3－8－1　信金中金京橋別館10階　信金
キャピタル株式会社内　応接室

(03)6228-7520



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31816 ファンドワン株式会社 豊島区南大塚2－39－11　ヒサビル601号室 (03)5395-8888

(1)31817 ＰＫ　ＡＩＲ１ＪＰＮ合同会社
港区虎ノ門２－１０－４　オークラプレステージタワー
１７階

(03)3588-6294

(1)31818 日本マリタイムバンク株式会社 中央区八丁堀2－30－18　八丁堀ジョンソンビル8階 (03)6262-8683

(1)31819
エンデバー・ユナイテッド株式会
社

千代田区丸の内２－５－１　丸の内二丁目ビル６階 (03)6880-3348

(1)31820 アークサービス株式会社 港区新橋６－２２－６　JOYOビル６階 (03)6452-9450

(1)31821 ビットバンク株式会社 品川区西五反田７－２０－９　KDX西五反田ビル７F (03)6427-1520

(1)31822
トラスト・キャピタル・メザニン２０
２０投資事業組合

中央区日本橋室町４－５－１　さくら室町ビル８階
（MEZ２０２０室）

(03)3517-2863

(1)31823 住化ファイナンス株式会社 中央区日本橋小網町１－８　茅場町高木ビル２階 (03)6837-9085

(1)31824 株式会社ロートピア 港区芝2－5－10　芝公園ＮＤビル７階 (03)3452-2463

(1)31825 株式会社メルペイ 港区六本木6－10－1　六本木ヒルズ森タワー25F (03)4405-3023

(1)31826
キャンターフィッツジェラルド証
券株式会社

港区赤坂５－３－１　赤坂Bizタワー３８階 (03)4589-9210

(1)31827 株式会社Fivot 港区西麻布1－3－18　ハレのぐち301号室・401号室 (03)6384-5654

(1)31828 クラウドローン株式会社 新宿区西新宿８－１－２　PMO西新宿６階６１６区画 (03)4400-7747

(1)31829 株式会社リクレ
品川区西五反田７－１７－７　五反田第1noteビル４
階

(03)3501-9200

(1)31830 Dual Life Partners株式会社 港区南青山2－2－6　ラ・セーナ南青山702号室 (03)6721-0799

(1)31831 株式会社SoLabo 千代田区外神田1－18－19　新秋葉原ビル7F (03)6261-3512

(1)31832 株式会社anew
渋谷区道玄坂2－16－4　野村不動産渋谷道玄坂ビ
ル2階

(03)6861-5660



登録番号 貸金業者名 営業所所在地 電話番号

(1)31833
株式会社インフィニティエージェ
ント

千代田区神田神保町３－２－３　Daiwa神保町３丁目
ビル３F

(03)6910-0847

(1)31834 オーテック
練馬区中村北３－１５－１６　タマルビル２階２０６号
室

(03)5241-0007

(1)31835 バンク・オブ・テック株式会社
中央区日本橋本町４－１２－１１　日本橋中央ビル３
０１、６０５

(03)5847-7001

(1)31836
サザビーズ・フィナンシャル・
サービス株式会社

千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテル本館5階５０７
号室No１

(03)6457-9187

(1)31837 株式会社Ａｒｉａ
新宿区西新宿６－１２－１　パークウエスト１１階１１０
１号室

(03)6258-0061

(1)31838 Zorro　Cash株式会社 港区赤坂９－２－１３　Ninety two13 ２０１号室 (03)6721-0137

(1)31839
ちば企業価値向上投資事業有
限責任組合

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　株式会社日本政策投資銀行内会
議室２９S６

(03)6311-7753

(1)31840
RKDエンカレッジファンド投資事
業有限責任組合

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　株式会社日本政策投資銀行内　２
９階会議室２９S2

(03)6311-7747

(1)31841 株式会社FPG 千代田区丸の内２－７－２　JPタワー２９階 (03)5288-5656

(1)31842
A＆KCメザニン・ファイナンス１
号投資事業有限責任組合

港区南青山３－１０－４３　きらぼし銀行本店ビル８階 (03)6447-5778

(1)31843 株式会社SFL 新宿区新宿１－２８－１１　小杉ビル８階 (03)4405-2718

(1)31844 株式会社レーサム・キャピタル
千代田区霞が関３－２－１　霞が関コモンゲート西館
３６階

(03)5157-8402


