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※「範囲」：対象紛争の範囲。金融商品・サービスに関する紛争に限定するか否かを表します。

契約
番号

会社名 住所 ビル名 範囲

金Ａ－１ 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 限定

金Ａ－２ 日本住宅無尽株式会社 東京都台東区蔵前２－６－３ 非限定

金Ａ－３
一般社団法人日本資金決済業
協会

東京都千代田区九段南３－８－１１ 飛栄九段ビル７階（７０１号室） 限定

金Ａ－５ 宏陽ホーム株式会社 岩手県盛岡市大通１－３－４ 宝来ビル 非限定

金Ａ－６ リンジーアドバイス株式会社 東京都大田区田園調布２－１１－３ 限定

金Ａ－１０ 鹿島不動産投資顧問 東京都港区赤坂６－５－１１ 限定

金Ａ－１２ 追分インベストメンツ株式会社 長野県北佐久郡軽井沢町追分６１２ 非限定

金Ａ－１３
丸紅アセットマネジメント株式会
社

東京都千代田区大手町１－４－２ ５階 非限定

金Ａ－１４ 株式会社ＧＰＭパートナーズ 東京都千代田区永田町２－１７－１０－６０２ 限定

金Ａ－１５ 株式会社ピュアジャパン 東京都中央区銀座２－４－１ 銀楽ビル７階 非限定

金Ａ－１６
日本アセットアドバンス株式会
社

東京都千代田区飯田橋４－５－１１ パール飯田橋ビル５階 限定

金Ａ－１７ 株式会社パシフィカ・モールズ 東京都港区赤坂４－１－３１ 限定

金Ａ－１８ 暁翔キャピタル株式会社 東京都千代田区大手町２－２－１ 新大手町ビル６階 限定

金Ａ－１９ 浜銀TT証券 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ 限定

金Ａ－２０ 株式会社アリスタゴラ 東京都港区西麻布３－２－２６－１０２ 限定

金Ａ－２１ 株式会社エス・オー・ダブリュー 東京都千代田区神田神保町３－５ 住友不動産九段下ビル７階 限定

金Ａ－２２ 東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅４－７－１

限定

金Ａ－２３ ESR株式会社 東京都千代田区紀尾井町４－３ 限定

金Ａ－２４
東海東京ＳＷＰコンサルティン
グ株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅４－７－１ 非限定

金Ａ－２５
アジアン・センチュリー・クエス
ト・キャピタル有限会社

東京都渋谷区渋谷２－１５－１ 渋谷クロスタワー 非限定

金Ａ－２６ 株式会社生活設計塾クルー 東京都中野区中央４－１－２ 非限定

金Ａ－２７
ＣＬＳＡキャピタルパートナーズ
ジャパン株式会社

東京都港区東新橋１－９－２ 汐留住友ビル１４階 限定

金Ａ－２８
株式会社キャプラ・インベストメ
ント・ジャパン

東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー３１階 非限定

金Ａ－２９
OPTIMAL FUND
MANAGEMENT JAPAN株式会
社

東京都港区南青山６－２－９ ＫＳビルディング 限定
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金Ａ－３１ ＳＰＣ　Ｊapan，ＬＬＣ 東京都港区元麻布３－１０－２０ ＪＳＤ麻布ビル２階 非限定

金Ａ－３２ ロイヤルパインズ株式会社 大阪府大阪市中央区城見１－３－７ 限定

金Ａ－３３
ブラックストーン・グループ・ジャ
パン株式会社

東京都千代田区丸の内１－１－３ ＡＩＧビル１１階 限定

金Ａ－３４
エートス・ジャパン・エルエル
シー

東京都港区愛宕２－５－１
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２４
階

限定

金Ａ－３６ 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２－３－１７ 限定

金Ａ－３７ 株式会社環境エネルギー投資 東京都品川区東五反田５－２０－７ 非限定

金Ａ－３８
ファラロン・キャピタル・ジャパン
合同会社

東京都港区愛宕２－５－１
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー３５
階

限定

金Ａ－３９ AP Advisers Limited 東京都港区新橋５－２６－８ 新橋加藤ビル８階 限定

金Ａ－４０ ハドソン・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビルディング１９階 非限定

金Ａ－４２ アーカス・リサーチ・リミテッド 東京都渋谷区渋谷２－７－３ 青山アイビスビル５階 非限定

金Ａ－４６ 株式会社リヴァンプ 東京都港区青山２－２６－３７ ＮＸＢ青山３階 非限定

金Ａ－４７ ファイザック株式会社 東京都港区新橋２－８－１６ 非限定

金Ａ－４８ 株式会社銀座なみきＦＰ事務所 東京都中央区銀座６－２－１ ダヴィンチ銀座ビル２階 限定

金Ａ－４９
ゴールドマン・サックス・リアル
ティ・ジャパン有限会社

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー４２階 限定

金Ａ－５１
株式会社インターナショナル・
キャピタル・アドバイザーズ

東京都台東区上野１－１６－１６ 限定

金Ａ－５２
株式会社ニューシティコンサル
ツ

東京都元赤坂１－５－７ 限定

金Ａ－５３ 株式会社ＱＢＲ 東京都千代田区大手町２－６－２ 非限定

金Ａ－５４ トラスト・アドバイザーズ 東京都港区虎ノ門３－１８－１２ ステューディオ虎ノ門６０８ 限定

金Ａ－５５
ダーウィン・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

東京都中央区築地１－２－１－１３０４ 非限定

金Ａ－５６ 株式会社パワーマネジメント 東京都港区赤坂２－１７－２２ 非限定

金Ａ－５７
株式会社ワイ・エム・アール投
信

東京都中央区八重洲１－５－１５ 田中八重洲ビル 限定

金Ａ－５９ 株式会社プレステージ 東京都目黒区中町１－２３－１７ 非限定

金Ａ－６０ 株式会社プラス・アルファ 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１７－２ 限定

金Ａ－６１ 株式会社グローバルリアルティ 東京都港区赤坂９－７－２ 非限定
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金Ａ－６２ オリックス債権回株式会社 東京都港区浜松町２－４－１ 限定

金Ａ－６３
株式会社スプリング・インベスト
メント

東京都千代田区紀尾井町４－３ 泉館紀尾井町６階 限定

金Ａ－６４ ＭＧＰＡ　Ｊapan　ＬＬＣ 東京都港区六本木７－１８－１８ 住友不動産六本木通ビル１１階 非限定

金Ａ－６５
株式会社パノラマ・ホスピタリ
ティ

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー 限定

金Ａ－６６
株式会社パーソナル・ホームト
レード・システム

東京都杉並区荻久保５－１６－１２ ＮＫビル６階 非限定

金Ａ－６７
エスアンドケイ投資顧問株式会
社

東京都中央区日本橋茅場町１－５－２ 日原ビル３階 非限定

金Ａ－６８
アナリティック・インベスターズ・
エルエルシー

アメリカ合衆国９００１３カリフォルニア州、ロ
サンゼルス、ウェスト・フィフス・ストリート５５
５、５０階

非限定

金Ａ－６９
マーチャント・キャピタル株式会
社

東京都千代田区内幸町１－１－７ ＮＢＦ日比谷ビル７階 非限定

金Ａ－７０ 王子不動産株式会社 東京都中央区銀座５－１２－８ 非限定

金Ａ－７１ Hamilton Lane Japan合同会社 東京都千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー１７階 限定

金Ａ－７３ ポラリス投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋１－２１－４ 中公ビル５０３ 非限定

金Ａ－７４
ユナイテッド投信投資顧問株式
会社

東京都中央区新川１－１７－２５ 東茅場町有楽ビル 非限定

金Ａ－７５
株式会社エス・アイ・ジー・ジャ
パン

東京都中央区日本橋茅場町１－２－１２ 共同ビル(中央)３階 非限定

金Ａ－７６
ＰＢＧ　Ｊapan　Research 有限
会社

東京都渋谷区広尾５－８－１１ バルビゾン２２ 非限定

金Ａ－７７
リム・グローバル・アドバイザー
ズ・リミテッド

東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル南館１６階 非限定

金Ａ－７８ 大一投資情報株式会社 東京都中央区日本橋堀留町２－１－３ ハインツ日本橋ビル７階 非限定

金Ａ－７９
フィンテックグローバルキャピタ
ル合同会社

東京都港区虎ノ門４－１－２８ 虎ノ門タワーズオフィス１９階 非限定

金Ａ－８０
モルガン・スタンレー・キャピタ
ル株式会社

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー 限定

金Ａ－８１ 株式会社ユーズ 東京都千代田区神田須田町１－４－８ 非限定

金Ａ－８２
アセットプランニング株式会社
（旧：ＳＩＶＥＸアセットマネジメン
ト株式会社）

東京都台東区雷門２－１９－１７ 限定

金Ａ－８３
ティーティーゼット・デベンハム・
タイ・レオン株式会社

東京都千代田区内幸町１－３－３ 内幸町ダイビル９階 非限定

金Ａ－８４
ルネストーリア・アセット・マネジ
メント株式会社

東京都港区芝公園２－４－１ 限定

金Ａ－８５ さくらパートナーズ株式会社 東京都台東区小島２－１４－５ 毛利ビル 非限定

金Ａ－８６ 株式会社興南 東京都千代田区内神田２－７－８ 第１５岡崎ビル 非限定
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金Ａ－８７
株式会社ザイマックス不動産投
資顧問

東京都港区赤坂１－１－１ 限定

金Ａ－８８ 株式会社フューチャジメント 東京都港区虎ノ門３－２０ 神谷町ＭＴビル１４階 非限定

金Ａ－８９
エフィシェンシー・キャピタル・ア
ドバイザース株式会社

東京都港区虎ノ門５－１３－１ 非限定

金Ａ－９０
ハンプシャーキャピタル株式会
社

東京都中央区築地１－３－４ 限定

金Ａ－９１ 株式会社JPHF 東京都中央区銀座4-13-8 ソフィイア・スクエア銀座705号 非限定

金Ａ－９２
エフ・エックス・コミュニケーショ
ンズ株式会社

千葉市中央区蘇我２－３－３１ 非限定

金Ａ－９４
ブライトラストＰＥジャパン株式
会社

東京都千代田区西神田３－５－３ ラ・トゥール千代田２６階 非限定

金Ａ－９５
青山リアルティー・アドバイザー
ズ株式会社

東京都港区赤坂５－４－１５ 限定

金Ａ－９６ 株式会社ビーアイク 東京都港区虎ノ門２－９－１１ 信和ビル３階 限定

金Ａ－９７
株式会社青山財産ネットワーク
ス

東京都港区赤坂８－４－１４ 青山タワープレイス３階 非限定

金Ａ－９８ 有限会社相澤不動産 東京都江東区亀戸６－５７－１６－４０２ 限定

金Ａ－９９
朝日エヌベスト投資顧問株式
会社

東京都杉並区和泉１－２２－１９ 限定

金Ａ－１００ 株式会社フジマキ・ジャパン 東京都港区西麻布１－１５－１６ 非限定

金Ａ－１０１ Lord,Abbett Asia LLC 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町3階 限定

金Ａ－１０３
株式会社アルテディア・アセッ
ト・マネジメント

東京都港区東麻布１－２８－１３ 日通商事麻布ビル３階 非限定

金Ａ－１０４ 信金中央金庫 東京都中央区八重洲１－３－７ 非限定

金Ａ－１０５
株式会社パテント・ファイナン
ス・コンサルティング

東京都港区北青山２－７－２６ フジビル２８　２階 非限定

金Ａ－１０６
大和リアル・エステート・アセッ
ト・マネージメント株式会社

東京都中央区銀座６－２－１ 限定

金Ａ－１０８
東西アセット・マネジメント株式
会社

東京都港区虎ノ門４－１－２０ 田中山ビルディング６階 限定

金Ａ－１０９
オークツリー・ジャパン株式会
社

東京都港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 限定

金Ａ－１１１ イデアインベストメント株式会社 東京都新宿区信濃町２２－１ 限定

金Ａ－１１２
合同会社パシフィック・ハー
バー・アドバイザーズ・ジャパン

東京都千代田区丸の内２－２－２ 丸の内三井ビル１０階 非限定

金Ａ－１１４ アミタ株式会社 東京都千代田区三番町２８ 限定

金Ａ－１１５ パッカード・フランク 東京都千代田区麹町１－５－４－９０４ 非限定
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金Ａ－１１７ 株式会社ビズキャスト 東京都渋谷区恵比寿４－３－１ 限定

金Ａ－１１９ パーマルジャパン株式会社 東京都千代田区内幸町１－１－７ 限定

金Ａ－１２０ 株式会社ザイマックス 東京都港区赤坂１－１－１ 限定

金Ａ－１２１
クローバー・アドバイザーズ株
式会社

東京都港区北青山２－９－５ スタジアムプレイス青山 非限定

金Ａ－１２３
株式会社ザイマックスプロパ
ティズ

東京都中央区築地１－１３－１０ 限定

金Ａ－１２５ アテナインベストメント株式会社 東京都江東区有明３－７－２６ 限定

金Ａ－１２６ 株式会社ジェイ・プロパティー 東京都中央区日本橋室町１－１２－１５ テラサキ第２ビル７階 限定

金Ａ－１２８ 東岳証券株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－５ 限定

金Ａ－１３０ 株式会社トータルエステート 神奈川県横浜市相生町６－１１３ 桜木町ＡＮビル９階 非限定

金Ａ－１３１ 株式会社グローバルレポート 東京都渋谷区代々木２－３３－１ フラット熊沢２０１号室 非限定

金Ａ－１３２ 株式会社大和地所 神奈川県横浜市中区山下町７４－１ 大和地所ビル 非限定

金Ａ－１３３
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

東京都港区虎ノ門１－１９－５ 虎ノ門１丁目森ビル４階 非限定

金Ａ－１３４ 株式会社ヴァンネット 東京都品川区大崎４－１－２ 限定

金Ａ－１３５
株式会社コンサルティング・ア
ルファ

東京都品川区大崎４－１－２ ウィン第２五反田ビル７階 限定

金Ａ－１３６ 株式会社日本シーエムシー 東京都新宿区西新宿１－２２－２ 新宿サンエービル８階 非限定

金Ａ－１３７
株式会社バーナーアセットマネ
ジメント

東京都渋谷区恵比寿南３－２－１９ 非限定

金Ａ－１３８ 株式会社コシガ 埼玉県さいたま市中央区下落合１０７１－１ ＭＩビル４．スピカ３階 限定

金Ａ－１３９
株式会社ＢＳプロパティマネジ
メント

東京都港区虎ノ門１－１－２３ 虎ノ門東宝ビル５階 非限定

金Ａ－１４０ 株式会社チャートマスター 東京都練馬区石神井台２－４－２１ 非限定

金Ａ－１４１
株式会社アロークロスペクトリ
アリティー（株式会社アクトリア
リティー）

東京都新宿区若葉２－３－４ ＳＴ四谷ビル２階 限定

金Ａ－１４２
株式会社ハウスメイトパート
ナーズ

東京都豊島区東池袋３－１－１ 限定

金Ａ－１４３ 日本抵当証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８－１ 非限定

金Ａ－１４４
ジパングアセットマネージメント
株式会社

東京都千代田区２－１－２ 非限定

金Ａ－１４５
ブラウン・インターナショナル・イ
ンベストメント株式会社

神奈川県横浜市青葉区奈良町２７４３ 非限定
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金Ａ－１４６ ＩＮＧ不動産投資顧問株式会社 東京都港区虎ノ門４－３－１ 非限定

金Ａ－１４７ ゴッドビッグ投資顧問 東京都中央区日本橋兜町２２－３ 日本橋兜町シティビル４階 非限定

金Ａ－１４８ Mariner Japan,Inc. 東京都港区元麻布３－６－２９ カサブランカ１階 非限定

金Ａ－１４９
みやびアセットコンサルティング
株式会社

東京都中央区銀座１－１３－１ 限定

金Ａ－１５０ 株式会社ＳＹＤ 東京都中央区銀座１－１５－１３ 非限定

金Ａ－１５１
サンフラワー・インベンストメント
株式会社

東京都渋谷区本町３－３５－１７ イマス・エスイー・ビル２階 非限定

金Ａ－１５２ 株式会社ＡＴＯＭＩＣ’Ｓ 東京都港区南青山２－２７－２１ 限定

金Ａ－１５３
ＴFT不動産コンサルティング株
式会社

東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエスト１２階 非限定

金Ａ－１５４
ルークス・パートナーズ株式会
社

東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー１５階 限定

金Ａ－１５５
ストレックトレーディング株式会
社

東京都墨田区東向島６－４５－８ HSTビル２階 非限定

金Ａ－１５６
株式会社ラピュータファィナン
シャルアドバイザーズ

東京都多摩市鶴牧１－２－７ フォンテン２４－７０５ 非限定

金Ａ－１５７ 株式会社トップストリームＡＭ 東京都港区赤坂３－２１－４ 非限定

金Ａ－１５８
株式会社コマツ・ポートファリ
オ・アドバイザーズ

東京都中央区新川２－２７－４－２７１４ 非限定

金Ａ－１５９
プロパティー・パートナーズ株
式会社

東京都港区芝２－２３－１ 村中ビル４階 限定

金Ａ－１６０
社団法人全国信用組合中央協
会

東京都中央区京橋１－９－１ 非限定

金Ａ－１６１ ＡＡＡ投資顧問株式会社 東京都中央区湊１－１２－１１ 非限定

金Ａ－１６２ 株式会社商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲２－１０－１７ 非限定

金Ａ－１６３ ジーク投資顧問株式会社 東京都港区港南２－１５－１ 品川インターシティＡ棟２８階 非限定

金Ａ－１６５
キング・ストリート・ジャパン有
限会社

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー３４階 非限定

金Ａ－１６６
アクアインターナショナル・イン
コーポレイテッド

東京都江戸川区西葛西５－１－１１－５０３ 非限定

金Ａ－１６７
株式会社トランスメディカル･
パートナーズ

東京都中央区八重洲２－５－８ 日宝八重洲ビル３階 非限定

金Ａ－１６８ リアルデザイン株式会社 東京都港区三田２－１０－６ レオマビル７階 非限定

金Ａ－１６９ アクアリンクス株式会社 東京都江戸川区西葛西５－１－１１－５０３ 非限定

金Ａ－１７０
株式会社マットキャピタルマ
ネージメント

東京都港区西新橋３－２４－８ 非限定
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金Ａ－１７１ Ｋ・Ｂ・Ｃ株式会社 埼玉県さいたま市大宮区上小町１１８６－１０ 非限定

金Ａ－１７２ 株式会社タリアセンハウス 東京都渋谷区恵比寿西２－２－６ 限定

金Ａ－１７３
株式会社エスアダチアンドカン
パニー

東京都江東区豊洲２－５－２ 非限定

金Ａ－１７４
ジェニュイン・インベストメンツ株
式会社

東京都江戸川区北小岩２－２７－８ 限定

金Ａ－１７７
プロメーテ国際投資顧問株式
会社

東京都中央区京橋１－１－５ 限定

金Ａ－１７８ 全日空商事株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 非限定

金Ａ－１７９ 全国信用金庫協会 東京都中央区八重洲１－３－７ 非限定

金Ａ－１８０ SDベストトレード 東京都町田市つくし野４－２９－３０ 非限定

金Ａ－１８１ 株式会社ディーソリューション 東京都千代田区岩本町３－１１－１１ 限定

金Ａ－１８２
株式会社自然エネルギー市民
ファンド

東京都新宿区四谷三栄町16-16 非限定

金Ａ－１８３
びとうファイナンシャルサービス
株式会社

東京都港区海岸１－２－２０ 汐留ビルディング３階 限定

金Ａ－１８４
アルファ・インベストメント・パー
トナーズ・ジャパン株式会社

東京都千代田区内幸町２－２－２ 富国生命ビル２１階 非限定

金Ａ－１８５ 株式会社ディワン 東京都目黒区青葉台２－１９－１０ 非限定

金Ａ－１８６ バブソン・キャピタル株式会社 東京都港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー 非限定

金Ａ－１８７ 東名都市開発株式会社 東京都千代田区内神田１－１２－１２ 美土代ビル３階 非限定

金Ａ－１８８
Japan Capital Investors株式会
社

東京都千代田区丸の内１－３－１ 東京銀行協会ビル１５階 非限定

金Ａ－１８９ 株式会社フレアスタイル
神奈川県横浜市港北区新横浜１－４－４－７
０２

非限定

金Ａ－１９０ 株式会社リッシ 東京都中央区日本橋１－３－５ 非限定

金Ａ－１９１
ジェネレーション・グループ株式
会社

東京都港区赤坂１－９－２９ フレス赤坂ビル３階 非限定

金Ａ－１９２ 株式会社ダブルイン 東京都品川区東品川４－１０－１８－１３０５ 非限定

金Ａ－１９４ 株式会社レントラックス 東京都江戸川区西葛西５－２－３ 非限定

金Ａ－１９５ 株式会社ランド 神奈川県横浜市西区北幸１－１１－５ 相鉄ＫＳビル６階 非限定

金Ａ－１９６
株式会社グロースアドバイザー
ズ

東京都中央区日本橋茅場町3-13-6 第二日高ビル4階 非限定

金Ａ－１９７
株式会社乃村リテールアセット
マネジメント

東京都江東区新木場２－２－１ 限定
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金Ａ－１９９
マゲラン・ファイナンシャル・プラ
ンニング株式会社

東京都港区麻布十番２－１０－３ マイスクエア７階 非限定

金Ａ－２００ 菊地敬輔 茨城県日立市小木津町１－４０－２０ 非限定

金Ａ－２０１
ジャパンマネーエクスプレス株
式会社

東京都港区白金台５－２２－１１－３０３ 非限定

金Ａ－２０２ 株式会社グレイル 東京都江戸川区松島３－１５－１４ グレイルビルＯＮＥ　２階 非限定

金Ａ－２０３
ジー･インベストメント･コンサル
ティング株式会社

東京都港区虎ノ門１－１６－４ 非限定

金Ａ－２０４ アセッツマネジメント株式会社 東京都新宿区四谷４－２８－４ ＹＫＢエンサインビル４階 非限定

金Ａ－２０５
アジア投資アドバイザー株式会
社

東京都日本橋兜町５－１ ＡＩＧ兜町ビル 非限定

金Ａ－２０６
株式会社ＩＧＭフィナンシャルグ
ループ

東京都新宿区高田馬場１－１７－１０ 限定

金Ａ－２０７
マツヤ・アセットマネジメント株
式会社

東京都千代田区外神田４－６－７ 非限定

金Ａ－２０８ Ａ＆Ｇ　ｌａｎｄｓｃａｐｅ　株式会社 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２４６３ 非限定

金Ａ－２０９ 日東ドリーム開発株式会社 東京都豊島区東池袋２－６３－１ 非限定

金Ａ－２１０ ぐんま共済協同組合 群馬県前橋市石倉町４－９－１０ 限定

金Ａ－２１２ 株式会社ゴールデンクロス 東京都調布市西つつじケ丘４－２３ 神代団地２４－４０４ 限定

金Ａ－２１３
CB Richard Ellis Investors
Japan株式会社

東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー３３階 非限定

金Ａ－２１４ マーケットウォッチ株式会社 東京都新宿区若葉１－３ サンドエル若葉Ｅ 非限定

金Ａ－２１５ 株式会社グローリア 東京都渋谷区代々木２－１３－５ 限定

金Ａ－２１６
ミュージックセキュリティーズ株
式会社

東京都千代田区丸の内１－１－３ 限定

金Ａ－２１７ 長野県福祉共済協同組合 長野県長野市中御所岡田１３１－１０ 限定

金Ａ－２１８
エリオトレーダーズジャパン株
式会社

東京都港区東新橋１－１０－１ 非限定

金Ａ－２１９ 全国労働金庫協会 東京都千代田区神田駿河台２－５－１５ 非限定

金Ａ－２２０
有限会社カーライル・ジャパン・
アセット・マネジメント

東京都千代田区丸の内１－５－１ 新丸の内ビル３５階 非限定

金Ａ－２２２

インベスコグローバルリアルエ
ステートアジアパシフィックイン
ク（旧：ＡＩＧグローバル・リアル
エステート・アジアパシフィック・

東京都六本木六－１０番１号 六本木ヒルズ森タワー１４階 非限定

金Ａ－２２５ いちご地所株式会社 東京都千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー 非限定

金Ａ－２２６ 株式会社ユキインベストメント 東京都新宿区西落合３－２３－１０ サンドエル３０１ 非限定
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金Ａ－２２７ 損保ジャパンＤＣ証券株式会社 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 限定

金Ａ－２２８
いちご不動産投資顧問株式会
社

東京都千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー 非限定

金Ａ－２２９ 鍵山健一 千葉県習志野市東習志野１－１０－５－２０２ 非限定

金Ａ－２３０
全国米穀販売事業共済協同組
合

東京都中央区日本橋小伝馬町１５－１５ 非限定

金Ａ－２３１ 株式会社ダイナセル 東京都港区新橋１－１７－２ 非限定

金Ａ－２３２
サンフロンティア不動産株式会
社

東京都千代田区有楽町１－２－２ 非限定

金Ａ－２３４
ＱＥＤインベストメント・パート
ナーズ株式会社

東京都世田谷区駒沢２－７－１－８０４ 非限定

金Ａ－２３５
サンフロンティア不動産投資顧
問株式会社

東京都千代田区有楽町１－２－２ 非限定

金Ａ－２３６ メジャーインベスト株式会社 東京都中央区勝どき４－１１－１０－１２０１ 限定

金Ａ－２３７
プラチナ・アドバイザーズ株式
会社

東京都新宿区市谷台町７－１ ＨＡＬ２１ビル２階 限定

金Ａ－２３９
株式会社S.H.O Trade
Company

東京都千代田区平河町２－８－１０ 非限定

金Ａ－２４０
株式会社ライトハウス・パート
ナーズ

東京都中央区日本橋浜町２－１８－４ 日本橋白嶺ビル６階 非限定

金Ａ－２４１ 大信不動産株式会社 東京都千代田区内神田２－７－１２ 第一電気ビル 非限定

金Ａ－２４２ デイ・トレード株式研究会 東京都墨田区京島１－４５－１－９０９ 非限定

金Ａ－２４３ クロスリテイリング株式会社 東京都千代田区岩本町１－３－１ 神田ビジネスセンター２階 非限定

金Ａ－２４４ 株式会社トラフィック 東京都中央区日本橋人形町１－１６－７ 非限定

金Ａ－２４５ さくら総合リサーチ株式会社 東京都台東区北上野２－２５－５ サンライズ４階 非限定

金Ａ－２４７ 株式会社アスリンク 東京都新宿区新宿７-２６－３７ グランドメゾン戸山１階D 非限定

金Ａ－２４８
株式会社ＤＺＨフィナンシャルリ
サーチ

東京都港区芝浦１－１２－３ 非限定

金Ａ－２４９
株式会社シナジー・キャピタル・
マネジメント

神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町１４９０
－２

パークハウス新丸子ブリージア７０４ 非限定

金Ａ－２５０
株式会社ビッグトレードジャパ
ン

長野県長野市大字風間５２５－１ 非限定

金Ａ－２５２
UIGアセットマネジメント株式会
社（旧：コラゾン・アセットマネジ
メント株式会社）

東京都港区赤坂２－１１－１ 限定

金Ａ－２５３ 全国農業協同組合中央会 東京都千代田区大手町１－３－１ 限定

金Ａ－２５４ 株式会社キャピタルメディカ 東京都港区虎ノ門１－２－３ 非限定
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金Ａ－２５５ 社団法人不動産証券化協会 東京都港区赤坂１－９－２０ 第16興和ビル北館１階 非限定

金Ａ－２５６
イノベーション・エンジン株式会
社

東京都港区芝浦３－１１－１３ 非限定

金Ａ－２５７
レジデンス・ビルディングマネジ
メント株式会社

東京都中央区新川１－２７－７ 非限定

金Ａ－２５８
有限会社コアネット資産管理研
究所

長野県長野市稲里町中央１－４－８ 限定

金Ａ－２５９ 伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂２－９－１１ 非限定

金Ａ－２６１ ナテアドバイザーズ 千葉県佐倉市南ユーカリが丘２８－１９ 限定

金Ａ－２６２
エボリューション・ジャパン・アド
バイザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門４－３－２０ 神谷町ＭＴビル１０階 非限定

金Ａ－２６３ 株式会社新生ジャパン投資 東京都中央区入船２－２－２ 志村ビル２０１ 限定

金Ａ－２６４ 建造キャピタル株式会社 東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー１６階 限定

金Ａ－２６５
フェデラル・インベストメント有
限会社

東京都中央区銀座８－１４－１４ 非限定

金Ａ－２６６ グレタランド株式会社 東京都新宿区西新宿５－５－２ 非限定

金Ａ－２６７
株式会社コーポレートバリュー
リサーチ

東京都千代田区平河町２－１６－２ 平河町森タワーレジデンス２２１０ 限定

金Ａ－２６８ 伊藤忠ハウジング株式会社 東京都港区赤坂２－９－１１ 非限定

金Ａ－２７０
バリューサーチ投資顧問株式
会社

東京都千代田区外神田５－５－５ 非限定

金Ａ－２７１ 株式会社環境投資機構 東京都港区愛宕１－３－４ 愛宕東洋ビル５階 非限定

金Ａ－２７２ 株式会社吉村総合計画鑑定 東京都千代田区内幸町１－１－１ 非限定

金Ａ－２７４
ライジングサン　アセットマネジ
メント株式会社

東京都千代田区二番町１－９－３０３ 非限定

金Ａ－２７５ 日綜コミュニティ株式会社 東京都港区新橋１－８－３ 限定

金Ａ－２７６
株式会社インダストリアル・エィ
シジョンズ

東京品川区東五反田５－１１－１ 限定

金Ａ－２７７ 山の手不動産株式会社 東京都港区六本木４－２－２０－１０３ 非限定

金Ａ－２７８
ティーシーダブリュー・アセット・
マネージメント・カンパニー

米国カリフォルニア州ロサンゼルス市サウ
ス・フィギュエロア・ストリート８６５番地スィー
ト１８００

非限定

金Ａ－２７９
株式会社フォーカスキャピタル
マネジメント

東京都港区虎ノ門１－２－３ 限定

金Ａ－２８０ 公共投資顧問株式会社 東京都中央区京橋２－５－１ 非限定

金Ａ－２８１
株式会社プロパティーマネージ
メント

東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ ＹＯＵビル 非限定
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金Ａ－２８２
株式会社レストレイションアセッ
ト

東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル１７階 限定

金Ａ－２８３ 全国漁業協同組合連合会 東京都千代田区内神田１－１－１２ 限定

金Ａ－２８４ 株式会社タカラレーベン 東京都新宿区西新宿２－６－１ 非限定

金Ａ－２８５ 株式会社リサ・パートナーズ 東京都港区赤坂１－１１－４４ 限定

金Ａ－２８６ 基金運営研究所株式会社 東京都千代田区神田駿河台３－３ 非限定

金Ａ－２８７
株式会社ワールド・リンク・ジャ
パン

東京都千代田区隼町２－１２ 限定

金Ａ－２８８ 株式会社リオ 東京都千代田区永田町２－１２－４ 赤坂山王センタービル 限定

金Ａ－２８９ 共同施設株式会社 東京都中央区日本橋室町１－９－１２ 限定

金Ａ－２９１ イニシア・スター証券株式会社 東京都渋谷区神宮前６－１９－２０ 第１５荒井ビル５階 限定

金Ａ－２９２ クロサス・ジャパン株式会社 東京都千代田区霞が関３－２－６ 東京倶楽部ビル９階 非限定

金Ａ－２９４
ﾌｫｰﾄﾚｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ合同会社

東京都港区六本木６－１０番１号 六本木ヒルズ森タワー２９階 限定

金Ａ－２９５
コクア・インベストメンツ株式会
社

東京都新宿区新宿１－３０－１６ 非限定

金Ａ－２９７ PAG Japan Limited 東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー２７階 非限定

金Ａ－２９８ ランドスカイ株式会社 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－４－１４ 三興ビル７階 非限定

金Ａ－２９９
ＤＢＪ投資アドバイザー株式会
社

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

非限定

金Ａ－３００
オリンパスキャピタルホール
ディングスアジアホンコンリミ
テッド

東京千代田区丸の内１－３－１ 東京銀行協会ビル１７階 非限定

金Ａー３０１ 株式会社アーバンレック 香川県高松市磨屋町６－６ 限定

金Ａ－３０３
プロビタス・ファンズ・グループ・
エルエルシー

東京都千代田区丸の内１－８－３ 丸の内トラストタワー２６階 非限定

金Ａ－３０５ 竹内投資研究会 東京都杉並区桃井４－１３－３ グランメール２０１ 非限定

金Ａ－３０７ ＣＡＩＪ株式会社 東京都港区虎ノ門２－９－１１ 限定

金Ａ－３０８
ディスカバリー・インベストメン
ト・マネジメント株式会社

東京都港区東麻布２－２３－１４－４０３ 非限定

金Ａー３０９ ウェンデル・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内２－４－１ 丸の内ビルディング２４階 限定

金Ａ－３１０ 株式会社アセットリード 東京都新宿区１－２６－２ 非限定

金Ａ－３１１ 株式会社デベロップデザイン 東京都千代田区内神田１－１５－１６ 非限定
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金Ａ－３１２ 株式会社プレスト 東京都千代田区神田駿河台３－１－２ 昭栄駿河台ビル６階 限定

金Ａ－３１３ 穴吹興産株式会社 香川県高松市鍛治屋町７－１２ 非限定

金Ａ－３１４ KAISER ASSET株式会社 東京都中央区日本橋１－１５－１ 限定

金Ａ－３１５ 株式会社RISE 東京都千代田区神田駿河台３－１-２ 昭栄駿河台ビル６階 限定

金Ａ－３１６
株式会社あなぶきリアルエス
テート

香川県高松市鍛冶屋町7-9 非限定

金Ａ－３１８
ウインドマーク投資顧問株式会
社

東京都港区赤坂２－１２－３０ パークアクシス溜池山王４０５ 限定

金Ａ－３１９ 株式会社サタスインテグレイト 東京都港区西新橋１－１－３ 東京桜田ビル８階 非限定

金Ａ－３２０
株式会社Asia Private Equity
Capital

東京都渋谷区桜丘町２７－２ 非限定

金Ａ－３２１ TOTAL OPERATION Co.,Ltd 東京都中央区日本橋本町４－１１－６ 限定

金Ａ－３２２
エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会
社

長野県松本市梓川倭２２７３番地３ 非限定

金Ａ－３２３
株式会社グローバルフロンティ
ア

東京都渋谷区本町４－４１－１２ エフマンション６０２号室 非限定

金Ａ－３２４ 株式会社テラス 東京都江東区東雲9-12-211 限定

金Ａ－３２５ エフ・ティ・ティ株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央５－７－２ 非限定

金Ａ－３２６ 日本食品衛生共済協同組合 東京都渋谷区神宮前２－６－１ 非限定

金Ａ－３２７
RESION ASSET
MANAGEMENT株式会社

東京都杉並区上井草４－１４－９ 限定

金Ａ－３２８ 株式会社Allance Advisors 東京都中央区湊３－８－１ リエトコートアルクスタワー１９０１ 非限定

金Ａ－３２９
株式会社虎ノ門アセットマネジ
メント

東京都港区虎ノ門１－１１－４ 非限定

金Ａ－３３０ 株式会社総和地所 東京都新宿区西新宿７－２－６ 西新宿Ｋ－１ビル 非限定

金Ａ－３３３
ジャパン・アドバイザリー合同
会社

東京都日本橋本町２－１－６ ヤマト科学本社ビル３階 非限定

金Ａ－３３４ 株式会社ディア・ライフ 東京都千代田区飯田橋２－４－５ 共立ビル１０階 非限定

金Ａ－３３５
株式会社インフォストックスドッ
トコム

東京都港区高輪１－４－２６ 非限定

金Ａ－３３６ エス・ケー・インベストメント 東京都板橋区大山町１－１
ダイアパレスエスタヴォール大山３０
３

非限定

金Ａ－３３７ Queen Bee Capital株式会社 東京都港区西新橋３－２３－５ 御成門郵船ビル13階 非限定

金Ａ－３３９ 松原佳世子 東京都千代田区丸の内１－１－３ ＡＩＧビルＢ１階 非限定
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金Ａ－３４０ シマダハウス株式会社 東京都調布市仙川町２－１７－２６ 非限定

金Ａ－３４１
スプリング・マウンテン・キャピタ
ル・エル・ピー

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク、
イースト５５ストリート６５、３３階

非限定

金Ａ－３４２
有限会社Schelz Berger
JAPAN

東京都中央区銀座２－１２－３ 非限定

金Ａ－３４３ 株式会社アドリード 東京都渋谷区渋谷１－５－５ 非限定

金Ａ－３４４ 株式会社モール・エスシー開発 東京都千代田区二番町８－８ 限定

金Ａ－３４６ ＬＩＴパートナーズ株式会社 東京都千代田区丸の内２－２－１ 非限定

金Ａ－３４８
ヴィエナキャピタル・ジャパン株
式会社

東京都千代田区永田町２－１１－１ 山王パークタワー３階 非限定

金Ａ－３４９ 株式会社ゲイターズ 青森県青森市中央３－８－１５ 非限定

金Ａ－３５０
株式会社フィナンシャルエクセ
レンス

東京都世田谷区代田３－１４－１３ 非限定

金Ａ－３５１
有限会社クレセント・パートナー
ズ

東京都千代田区４－９－２－５０２ 　 非限定

金Ａ－３５３ 鹿島事業協同組合連合会 東京都港区赤坂６－５－１１ 鹿島建設㈱内 非限定

金Ａ－３５４
ジェイピーエスインターナショナ
ル株式会社

東京都渋谷区笹塚３－５２－３ 非限定

金Ａ－３５５
株式会社金融データソリュー
ションズ

神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－２ 新横浜２１４ 非限定

金Ａ－３５６ エクスポージャー投資顧問 埼玉県越谷市大成町５－１４６ 非限定

金Ａ－３５７
ハヤテインベストメント株式会
社

東京都中央区新川１－２２－１７ 近藤ビル２階 非限定

金Ａ－３５９
株式会社Global Arena Capital
（旧：株式会社ウィズダムキャピ
タル）

東京都中央区日本橋茅場町３－８－８ 非限定

金Ａ－３６０ 証券スクール・オブ・ビジネス 東京都世田谷区三宿１－２８－４ 限定

金Ａ－３６１
ロックハンプトンマネジメント株
式会社

東京都港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル２２階 非限定

金Ａ－３６２ 樹商事株式会社 千葉県柏市柏６－７－７ 非限定

金Ａ－３６３ SBIトランスサイエンス株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 泉ガーデンタワー１９階 限定

金Ａ－３６４ KUアンドアソシエイツ株式会社 東京都中央区日本橋浜町２－４－５ 限定

金Ａ－３６５
株式会社シンプレクス・リアル
ティ

東京都港区赤坂３－３－３ 非限定

金Ａ－３６７ エム・ケー株式会社 東京都日野市大阪上１－３０－２８ MKビル 非限定

金Ａ－３６８ 株式会社ＪＣブレイン投資顧問 東京都杉並区高円寺北３－１－９ 青田ビル４０３ 非限定
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金Ａ－３７０ 株式会社ジェイレスク 東京都中央区新川２－１２－４ 細渕ビル３階 非限定

金Ａ－３７１
シックス・インベストメント株式
会社

東京都新宿区西新宿３－８－５ 新栄ビル１０階 非限定

金Ａ－３７２
Y&Jアセットマネジメント佐藤善
信

東京都品川区戸越４－１１－２２ 非限定

金Ａ－３７３ 有限会社エム・プロジェクト 東京都江東区東雲１－９－１７ キャナルコート４０９ 非限定

金Ａ－３７４ 株式会社マーケット総研 東京都中央区勝どき６－３－２－７０７ THE TOKYO TOWERS MIDTOEWR 非限定

金Ａ－３７５
Adamas asset management
Japan株式会社

東京都渋谷区鉢山町７－２３ 非限定

金Ａ－３７６ 有限会社増田経済研究所 神奈川県横浜市鶴見区寺谷１－１－１５ 非限定

金Ａ－３７７
メロン・キャピタル・マネジメン
ト・コーポレーション

アメリカ合衆国９４１０５カリフォルニア州サン
フランシスコ市フレモント・ストリート５０番地ス
ウィート３９００

非限定

金Ａ－３７８
PBAアセットマネジメント株式会
社

東京都港区赤坂７－５－４８ 赤坂スカイハイツ５０２号 非限定

金Ａ－３７９
アセットベストパートナーズ株式
会社

東京都中央区日本橋１－３－１１ 非限定

金Ａ－３８０
株式会社ジェイ・ケイ・ウィルト
ン・アセット・マネジメント

東京都渋谷区渋谷３－１３－５ イプセ渋谷３０５ 非限定

金Ａ－３８１
オカトーインベストメントマネジ
メント株式会社

東京都中央区八丁堀４－３－３ ダヴィンチ京橋８階 非限定

金Ａ－３８２ K's advisors株式会社 東京都中央区入船２－５－１０ 平成ビル６階 非限定

金Ａ－３８３
ガーネッシュ・パートナーズ株
式会社

東京都港区六本木４－１１－４ 非限定

金Ａ－３８４ Select AM Consulting株式会社 東京都港区東麻布１－３－８ 八束ビル２０１号 非限定

金Ａ－３８５ 株式会社不動研 東京都千代田区内神田１－１８－１１ 東京ロイヤルプラザ５０６号 非限定

金Ａ－３８６
有限会社ケイ・アンド・パート
ナーズ・ルネッサンスコンサル
ティング

埼玉県久喜市久喜北１－２－２ 非限定

金Ａ－３８７
フィリップキャピタル　アセットマ
ネジメント株式会社

東京都千代田区永田町２－４－３ 永田町ビル８階 限定

金Ａ－３９０ ＳＰＣ共済事業協同組合 東京都渋谷区広尾１－１－３３ ＳＰＣ ＪＡＰＡＮビル ５階 限定

金Ａ－３９１ 日本デルタキャピタル株式会社 東京都杉並区和泉３－５９－１７ 限定

金Ａ－３９２
ソナー・アドバイザーズ株式会
社

東京都千代田区紀尾井町３－３２ 限定

金Ａ－３９３ 株式会社ニーズ 東京都中央区勝どき６－３－２－７０９  The Tokyo Towers Mid Towers 非限定

金Ａ－３９４ 株式会社ワールドトライ 千葉県千葉市中央区富士見２－２１－８ 非限定

金Ａ－３９５ ジャパン株式会社 東京都港区南青山２－２－１５ 非限定
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金Ａ－３９６
ブリッジ　アセットマネジメント株
式会社

東京都港区白金台３－１４－４ ＬＢビル６階 非限定

金Ａ－３９７ ライツマネジメント株式会社 東京都中央区銀座１－３－３ 非限定

金Ａ－３９８ アプト株式会社 東京都台東区台東１－１－６ 非限定

金Ａ－３９９ 東京リアルエステート株式会社 東京都港区新橋１－１６－６ 新橋柳屋ビル８階 非限定

金Ａ－４００ 株式会社イー・エヌ・イー 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３８－１３ ＴＹビル５階 非限定

金Ａ－４０１ 実用ライフサポート有限会社 東京都文京区大塚１－１－１５ 東谷ビル 非限定

金Ａ－４０２ ながら・アセット・マネジメント㈱ 東京都千代田区神田小川町３－６－９ 限定

金A-４０３
株式会社エスアイ・アセットサー
ビス

東京都港区虎ノ門１－１－３ 非限定

金A-４０４ プリミエール投資顧問株式会社 千葉県我孫子市高野山５８４－２１ 非限定

金A-４０５
シーズンズ・コンサルティング株
式会社

東京都品川区東五反田３－６－９－１０２ 非限定

金A－４０７
株式会社ファーストコンサル
ティング

東京都新宿区新宿１－５－６ 非限定

金A-４０８
株式会社プラトーアセットマ
ネージメント

東京都港区赤坂７－１１－８ パームヒル赤坂ビル４階 非限定

金A-４０９
マーケット＆テクノロジーズ株
式会社

東京都中央区日本橋本町１－６－１４ シャンブリーズ三越前５０３ 非限定

金A-４１０
株式会社アルプスインベストメ
ント

福岡県福岡市博多区博多駅前４－４－２１ グリーンビル３階 非限定

金A-４１１
Bridge Capital Asset
Management 証券株式会社

東京都千代田区九段南２－５－１ TobunshaBLDG2階 非限定

金A-４１３
BNPパリバ証券準備株式会社
（BNPパリバ証券株式会社）

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 限定

金A-４１４ 株式会社ディーティーシー 福岡県福岡市中央区今泉２－５－１１ カンファービル３階 非限定

金A-４１５
KICアセット・マネジメント株式会
社（旧エー・エム・マネジメント株
式会社）

東京都千代田区鍛冶町２－１０－１０ 限定

金A-４１６ 株式会社フラグシップＡＭ 東京都港区赤坂２－１７－２２ 非限定

金A-４１７ 大正投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋久松町１３－３ 木下ビル２階 限定

金A-４１８ ｅワラント証券株式会社 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 限定

金A-４１９
ダイヤモンド・コンサルティング
株式会社

東京都港区南麻布５－１６－４ 非限定

金A-４２１
株式会社ひとえアセットマネジ
メント

東京都港区新橋１－１８－１１ 非限定

金A-４２２
株式会社セントラル総合研究
所

東京都千代田区鍛冶町１－５－７ 非限定
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金A-４２４
株式会社ブラウン・フィールド・
アドバイザーズ

東京都港区六本木１－１－３ 非限定

金A-４２５
J-フロンティア・インベストメンツ
株式会社

東京都千代田区九段南２－５－１ 非限定

金A-４２６ エヌエーアセット株式会社 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘元町１５－１４ 星ヶ丘パークビル４階 限定

金A-４２７
株式会社フィナンシャルハー
バー東京

東京都中野区本町３－３０－４ ＫＤＸ中野坂上ビル５階 非限定

金A-４２９
株式会社ユニマットホールディ
ング

東京都港区南青山２－１２－１４ 限定

金A-４３３

きずなキャピタルパートナーズ
株式会社（旧社名：ミレニア・ベ
ンチャー・パートバーズ株式会
社）

東京都千代田区丸の内１－９－１ 丸の内中央ﾋﾞﾙ１０階 非限定

金Ａ-４３５ ヒルトップ・キャピタル株式会社 東京都港区虎ノ門２－７－１６ 限定

金Ａ-４３６ 株式会社ＣＵＲＢ 東京都品川区西品川３－１－５ 非限定

金A-４３７ RFS Management株式会社 東京都中央区日本橋茅場町２－１７－５ CANALL日本橋２１７５　１F 非限定

金Ａ-４３９ 株式会社ＫＩＣ 東京都新宿区新宿１－４－１３ 溝呂木第２ビル６０Ｃ 非限定

金A-４４０
ゼニス･キャピタル・パートナー
ズ株式会社

東京都千代田区有楽町１－９－４ 蚕糸会館７階 非限定

金Ａ-４４１
フェアラインパートナーズ株式
会社

東京都千代田区神田須田町１－８－３ 非限定

金Ａ-４４２ 株式会社リンクマックス 東京都港区西新橋１－１０－２ 非限定

金Ａ-４４３ TMインベストメント株式会社 東京都新宿区西新宿８－５－３ アクセス西新宿５階 非限定

金Ａ-４４４
JPリースプロダクツ＆サービシ
イズ株式会社

東京都港区虎ノ門２－９－１１ 非限定

金Ａ-４４６ 株式会社ＪＶ 山口県宇部市新天町１－２－２８ 非限定

金Ａ-４４８
ポートフォリオ･アドバイザーズ・
エルエルシー

アメリカ合衆国コネティカット州ダリエン、オー
ルド・キングス・ハイウェイ・サウス９

限定

金Ａ-４４９
公共シィー・アール・イー株式会
社

東京都中央区銀座１－１３－１ 限定

金Ａ-４５２
飛鳥リアルエステートアドバイ
ザリー株式会社

東京都文京区本駒込６－１５－１６ 限定

金Ａ-４５３ ＮＫリレーションズ株式会社 東京都港区麻布十番１－２－３ プラスアストビル５階 限定

金Ａ-４５４ 株式会社アセットブック 東京都新宿区榎町７５番地 非限定

金Ａ-４５５ 株式会社アチーゴ 東京都港区虎ノ門５－１３－1 非限定

金Ａ-４５６
ニュー・エース投資顧問株式会
社

東京都豊島区池袋３－６７－１４ 非限定

金Ａ-４５７ ＣＡＴパートナーズ株式会社 東京都港区西新橋１－２－９ 限定
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金Ａ-４５８ 株式会社エーエムアイ 東京都千代田区神田小川町１－１１ ローレルアイ千代田淡路町１６０３号 非限定

金Ａ-４５９ 株式会社池田不動産研究所 千葉県船橋市三咲１－７－７ 非限定

金Ａ-４６０ インテグラル株式会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 明治安田生命ビル１９階 非限定

金Ａ-４６２
株式会社ディコミュニケーション
ズ

福井県坂井市三国町三国東６－５－５ 非限定

金Ａ-４６３
株式会社センターポイント・ディ
ベロップメント

東京都港区赤坂７－３－３７ プラース・カナダ１階 限定

金Ａ-４６４ 株式会社トラストネクサス 東京都新宿区新宿４－３－３１ トーサイビル３階 限定

金Ａ-４６５
Point72 Asia(North
Asia)Limited

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２４階 非限定

金Ａ-４６６
マニュライフ・インベストメンツ・
ジャパン株式会社

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 非限定

金Ａ-４６7 ジェイウェック共済協同組合 東京都江東区新大橋１－８－１１ 非限定

金Ａ-４６８ SGリアルティ株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８ 非限定

金Ａ-４６９
エム・ピー・アイ・ジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋茅場町１－６－１７ 十字屋ビル８階 非限定

金Ａ-４７０
Aozora Asia Pacific　Finance
Limited

中華人民共和国 香港特別行政区中央・スー
ツ１５０１－０３

非限定

金Ａ-４７１ S&S　investments 東京都港区芝浦４－２２－１－３１１１ 非限定

金Ａ-４７２
トリプル・エー・パートナーズ・
ジャパン株式会社

東京都港区赤坂１－１４－５－６１２ 非限定

金Ａ-４７３
ファルコン・マネージメント・ジャ
パン株式会社

東京都千代田区霞が関３－７－１ 霞ヶ関東急ビル３階 非限定

金Ａ-４７６
株式会社　ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰｽﾞ

東京都港区虎ノ門４－１－２８ 虎ノ門タワーズオフィス１７階 限定

金Ａ-４７７ コミュニファイ株式会社 東京都世田谷区新橋４－３５－１ 限定

金Ａ-４７８
株式会社グリッド・インベストメ
ンツ

東京都世田谷区上用賀３－５－７ 限定

金Ａ-４７９
株式会社ブルーオーシャン・ア
ソシエイト

東京都千代田区三番町１－８３－６０１ 非限定

金Ａ-４８０ Reimei Global Advisors Pte.Ltd 東京都港区西麻布４－１６－１３ 西麻布２８森ビル１０階 非限定

金Ａ-４８１ 新生企業投資株式会社 東京都中央区日本橋室町２－４－３ 非限定

金Ａ-４８２ 株式会社ヒューマントラスト 東京都千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビルディング３階 限定

金Ａ-４８３
アイノ・インベストメント株式会
社

東京都港区六本木６－８－１０ ステップ六本木Ｗｅｓｔ１階 非限定

金Ａ-４８４
ブルー・トラスト・パートナーズ
株式会社

東京都千代田区丸の内１－１１－１ 非限定
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金Ａ-４８６ ＰＰＩＭ　Ｊａｐａｎ株式会社 東京都千代田区丸の内２－６－１ 丸の内パークビルディング 限定

金Ａ-４８７
ファーストスタンダード投資顧問
株式会社

東京都千代田区丸の内２－４－１ 非限定

金Ａ-４８８
マクベスフィナンシャルステー
ション株式会社

東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー２７階 非限定

金Ａ-４８９ フィディリア株式会社 山口県岩国市周東町祖生７６４６－１ 非限定

金Ａ-４９０
BalyasnyAssetManagement(Jap
an)Limited

（日本支店）東京都渋谷区松濤１－１９－３Ｂ 非限定

金Ａ-４９２
Savills Investment Management
Asia Limited

東京都港区麻布台１－１１－９ ＢＰＲプレイス神谷町3階 非限定

金Ａ-４９３ ヘッジファンドバンク株式会社 東京都品川区上大崎３－１４－３４－６０１ 非限定

金Ａ-４９４ 株式会社グローバル投資顧問 東京都新宿区西新宿新宿２－４－１ 非限定

金Ａ-４９５
リコークリエイティブサービス株
式会社

東京都港区芝１－９－３ 非限定

金Ａ-４９７ トレイデンシー・インク 神奈川県川崎市中原区市ノ坪２７４番地 グランディール４０３ 限定

金Ａ-４９９
ＡＩＦＡＭアセットマネジメント株
式会社

東京都千代田区内幸町１－１－７ ＮＢＦ日比谷ビル９階 非限定

金Ａ-５００
アヴァトレード・ジャパン株式会
社

東京都港区赤坂２－１８－１ 赤坂ヒルズサイドビル４階 限定

金Ａ-５０１
合同会社クレスキル・キャピタ
ル

東京都千代田区九段北１－４－４ 伊藤ﾋﾞﾙ３階 非限定

金Ａ－５０２
株式会社ダイヤモンド・フィナン
シャル・リサーチ

東京都渋谷神宮前６－１２－１７ 非限定

金Ａ－５０３
株式会社S.O.Wアセットマネジメ
ント

東京都千代田区神田神保町３－５ 限定

金Ａ－５０４
ノースイースト・キャピタルマネ
ジメント株式会社

東京都港区虎ノ門５－１－５ 非限定

金Ａ－５０５ 株式会社ユニマットゼネラル 東京都港区南青山２－１２－１４ 限定

金Ａ－５０７
ステップストーン・グループ・エ
ルピー

アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ
ラ・ホヤ・ヴィレッジ・ドライブ4350スイート800

限定

金Ａ-５０８ 株式会社アリーナ・エフエックス 東京都港区虎ノ門２－２－５ 非限定

金Ａ-５０９ 株式会社Ｔ＆Ｃ　XTFJapan 東京都港区芝浦１－１４－５ 非限定

金Ａ-５１０
株式会社ファイトレードコーポ
レーション

東京都渋谷区松濤２－２０－１０－４０１ 限定

金Ａ-５１１ 株式会社ＣＥＬＬ　矢嶋辰雄 東京都渋谷区渋谷３－１５－３ 非限定

金Ａ-５１２
株式会社和光総合研究所
代表取締役　成田功

東京都大田区蒲田４－２３－１２ 非限定

金Ａ-５１３
コーポレートリサーチセンター
代表　伊達　愛

東京都港区赤坂８－５－２８－８０４ 非限定
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金Ａ-５１４ 株式会社新日本情報システム 東京都新宿区新宿６－２８－７ 東京イーストコート４階 非限定

金Ａ－５１５
EVOLUTION JAPANアセットマ
ネジメント株式会社

東京都渋谷区渋谷３－２９－２４ 限定

金Ａ－５１７
株式会社グローバルアセット
パートナーズ

埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－９－３６ 限定

金Ａ－５１８
ジャパンエクイティリサーチ株
式会社

東京都中央区日本橋小網町１３－２ 限定

金Ａ－５１９
グッゲンハイムパートナーズ株
式会社

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１３階

限定

金Ａ－５２０ 株式会社ウィン 東京都港区西新橋２－８－１１ 東洋海事ビル５B 限定

金Ａ－５２１
株式会社ヒダカ、ブリーダー
ズ、ユニオン

北海道日高郡新ひだか町静内本町１－２－
１

非限定

金Ａ－５２２ 有限会社ターフ・スポート 北海道浦河郡浦河町荻伏町４９４－１ 非限定

金Ａ－５２３ 有限会社サンデーレーシング 東京都港区六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル 非限定

金Ａ－５２４ 有限会社社台レースホース 東京都港区六本木５－１７－９ 社台ビル 非限定

金Ａ－５２５ 株式会社Ｇ１レーシング 東京都港区六本木５－１８－２０ 六本木ファイブ４０２ 非限定

金Ａ－５２６
株式会社ノルマンディーサラブ
レッドレーシング

東京都千代田区岩本町２－３－８ 神田Nビル３０１ 限定

金Ａ－５２７
株式会社サラブレッドクラブラ
フィアン

東京都中央区京橋２－１１－６ 京橋彌生ビル４階 限定

金Ａ－５２８ 株式会社ローレルレーシング 東京都中央区人形町１－１－２１ 非限定

金Ａ－５２９ 有限会社シルクレーシング 東京都港区赤坂３－１１－３ 赤坂中川ビルディング５０１ 非限定

金Ａ－５３０ 株式会社ロードホースクラブ 東京都新宿区西新宿８－８－３ 星野第一ビル２階 限定

金Ａ－５３１ 広尾レース株式会社 東京都渋谷区東１－１０－９ 限定

金Ａ－５３２ 株式会社グリーンファーム 東京都港区麻布台２－２－１ 麻布台ビル 非限定

金Ａ－５３３
株式会社東京ホースレーシン
グ

東京都渋谷区南平台町１６－１１ 非限定

金Ａ－５３４
トリオアセットマネジメント株式
会社

東京都千代田区神田駿河台２－１－１９ 非限定

金Ａ－５３５
日本在来工法住宅共済協同組
合

東京都港区高輪３－２２－９ 非限定

金Ａ－５３６ 日神不動産投資顧問株式会社 東京都新宿区新宿５－８－１ 非限定

金Ａ－５３７ 株式会社ブルーマネジメント 東京都千代田区岩本町２－１６－５ 限定

金Ａ－５３８ 有限会社キャロットファーム 東京都中央区銀座４－１４－６ 非限定



金融ADR協定締結状況一覧 2018.9.25現在

金Ａ－５３９ セゾンレースホース株式会社 東京都千代田区神田小川町３－６－２ 非限定

金Ａ－５４０
株式会社ブルー・スカイ・アソシ
エイツ

東京都港区赤坂２－１１－１３ ＣＯＭＭＯＮ Ａｋａｓａｋａ８階 限定

金Ａ－５４１ 株式会社スリーディ 東京都中央区銀座１－１３－５ 非限定

金Ａ－５４２ 株式会社友駿ホースクラブ 東京都千代田区外神田5-1-15 ＫＳＫビル６階 非限定

金Ａ－５４３ サキア・ホスピタリティ株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町１－３ AskaＶ日本橋7階 限定

金Ａ－５４４
グローバル･リーチ･アドバイ
ザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門５－３－１４ 日産研会館３０１ 限定

金Ａ－５４６
中小企業福祉共済協同組合連
合会

東京都中央区日本橋２－２－５ 日本橋アルガビル４階 限定

金Ａ－５４７
ヘッジファンドダイレクト株式会
社

東京都港区虎ノ門５－１２－１ 非限定

金Ａ－５４８
株式会社ジェイ･ウィル・アセッ
トマネジメント

東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町ビルヂング南館１５階 非限定

金Ａ－５４９
ロックパートナーズ･ジャパン株
式会社

東京都千代田区平河町１－５－１５ ビュレックス平河町 限定

金Ａ－５５０
日本アセットマーケティング株
式会社

東京都江戸川区北葛西４－１４－１ 限定

金Ａ－５５１
株式会社リンクマネーコンサル
ティング

東京都小平市花小金井４－１３－１０ 非限定

金Ａ－５５２
ヴァーデ・パートナーズ・ジャパ
ン合同会社

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸
の内２７階

限定

金Ａ－５５３
株式会社東証コンピュータシス
テム

東京都千代田区丸の内３－８－１ 住友不動産丸の内ビル 限定

金Ａ－５５４ フューチャーストック株式会社 大阪府大阪市西区京町堀２－１－１６ 限定

金Ａ－５５５
ダイナスティ・ホールディング・
インターナショナル・リミテッド

東京都千代田区丸の内１－１－１ 非限定

金Ａ－５５６
ＡＲＫアセットマネジメント株式
会社

東京都千代田区丸の内２－４－１ 丸の内ビルディング１２階 限定

金Ａ－５５７
ノア・グローバルマネジメント株
式会社

東京都中央区日本橋箱崎町１６-１ 東益ビル５階 非限定

金Ａ－５５８
サラインベストメントサービス株
式会社

東京都品川区北品川５－１２－５ 御殿山101ビル２階 限定

金Ａ－559 株式会社サンライズ投資顧問 東京都豊島区西池袋5-13-13 東都自動車ビル12階 限定

金Ａ－560
株式会社たまるアセットマネジ
メント

東京都中央区日本橋3-5-13 三義ビル8階 非限定

金Ａ－561 ボストン・コム株式会社 東京都豊島区南池袋2-35-7 限定

金Ａ－562
ランドマークインベストメント株
式会社

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２７階 限定

金Ａ－563 株式会社トレーディングスター 東京都中央区日本橋茅場町2-15-4 第２大倉ビル 非限定



金融ADR協定締結状況一覧 2018.9.25現在

金Ａ－564 株式会社フロンティア 東京都港区港南4-6-7
ワールドシティーワターズキャピタル
タワー3608号

限定

金Ａ－565 株式会社ＡＫアドバイザーズ 東京都新宿区西新宿6-20-7
コンコンシュリアタワーズウエスト
1012

限定しない

金Ａ－566 ペイオニア・ジャパン株式会社 東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル6F 限定しない

金Ａ－568 株式会社フラム 東京都中央区日本橋本町4-3-14-201 限定しない

金Ａ－569 みらい投資顧問株式会社 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー２７階 限定しない

金Ａ－571 株式会社ＵＥＳパートナーズ 鳥取県米子市加茂町2-180 国際ファミリープラザ710号 限定する

金Ａ－572
マーチャントブレインズ投資顧
問株式会社

東京都千代田区三番町30-8 限定しない

金Ａ－573
Nine　Masts　Global　Capital
Manegement

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階 限定しない

金Ａ－574
インディペンデント・フィデュシャ
リー株式会社

千葉県佐倉市王子台2-19-10 限定しない

金Ａ－575 株式会社ゴールドレーシング 東京都港区南青山6-6-22 限定する

金Ａ－576
グローブアドバイザーズ株式会
社

東京都千代田区神田美倉町9 限定する

金Ａ－577
Ａ．Ｐ．アセットマネジメント株式
会社

東京都港区西新橋1-5-8 限定しない

金Ａ－578 GMO-Z.com　コイン株式会社 東京都渋谷区桜丘町20番１号 限定しない

金Ａ－579 コインチェック株式会社 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル３階 限定しない

金Ａ－580 ビットトレード株式会社 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル４階 限定しない

金Ａ－581 株式会社ビットポイントジャパン 東京都目黒区東山1-5-4 ＫＤＸ中目黒ビル 限定しない

金Ａ－582 ビットバンク株式会社 東京都渋谷区渋谷2-10-15 NV_１BLDG7F 限定する

金Ａ－583 QUOINE 株式会社 東京都千代田区平河町2-7-3 限定しない

金Ａ－584 シティグループ証券株式会社 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 限定する

金Ａ－585 テックビューロ株式会社 大阪府大阪市西区靱本町1-5-18 限定する

金Ａ－586
株式会社フィスコ仮想通貨取引
所

大阪府岸和田市荒木町2-18-15 限定する

金Ａ－587
ストリクス・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

東京都渋谷区恵比寿1-12-1 CRDEbisu 1st 3F 限定しない

金Ａ－588 株式会社bitFlyer 東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル 限定しない

金Ａ－589 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 限定する

金Ａ－590 BTCボックス株式会社 東京都中央区京橋1-6-6 ハラダビル４階 限定しない

金Ａ－591
ベアリング投信投資顧問株式
会社

東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー12階 限定しない



金融ADR協定締結状況一覧 2018.9.25現在

金Ａ－592
ＳＢＩバーチャル・カレンシーズ
株式会社

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー19階 限定しない

金Ａ－593 株式会社ＪＢＩＣ　ＩＧ　Ｐartners 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ｲｰｽﾄﾀﾜｰ11階 限定する

金Ａ－594 みんなのビットコイン株式会社 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル３号館７階 限定する

金Ａ-595 バイクリメンツ株式会社 東京都港区西麻布3-1-25 金谷ホテルマンション601 限定しない

金Ａ-596 株式会社リサーチメイツ 東京都港区南青山3-17-14 中山ビル5階 限定しない

金Ａ-597
株式会社ソーシャルビジネス
パートナーズ

東京都港区新橋5-30-4 限定しない

金Ａ-598 Two Sigma Japan,Ltd 東京都千代田区丸の内1-8-2 限定する

金Ａ-599 Payword Ｊａｐａｎ　株式会社 東京都千代田区麹町3-5-2-811 限定しない

金Ａ-600 株式会社未夢 三重県鈴鹿市住吉町5769-9 限定する

金Ａ-601 株式会社CAMPFIRE 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル５階 限定する

金Ａ-602 株式会社BITOCEAN 東京都墨田区両国2-20-12-507 LSP両国 限定しない

金Ａ-603 株式会社DMM Bitcoin 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階 限定しない

金Ａ-607

ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ｼﾞｪﾈﾗﾙｱｶｳﾝﾄｲﾝﾍﾞｽﾄ
ﾒﾝﾂ・ﾎﾝｺﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ(Manulife
General Account Investments
HK Limited)

16　Floor,Lee Garden One,33Hysan
Avenue,Causeway Bay,Hong Kong(ﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾝ
ﾜﾝ16階、ﾊｲｻﾝｱﾍﾞﾆｭｰ　33、ｺｰｽﾞｳｪｲﾍﾞｲ、ﾎﾝ
ｺﾝ)

限定する

金Ａ-610 ＦＩＧＳ　Ｉｎｃ　Ｊａｐａｎ合同会社 東京都港区赤坂7-3-37 プラース・カナダ１階 限定しない

金Ａ-611
株式会社ビットアルゴ取引所東
京

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-3-2 限定しない

金Ａ-613 株式会社GesCalgo 東京都千代田区平河町1番地 第３東ビル５階 限定しない

金Ａ-614 株式会社マネーパートナーズ 東京都港区六本木3-2-1 限定しない

金Ａ-615 Wealth Management株式会社 東京都港区南麻布5-2-32 限定しない

金Ａ-616
CLSA Capital Partners Japan
株式会社

東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル16階 限定する

金Ａ-619 ＳＩＧ　Ｊａｐａｎ，ＬＬＣ 東京都渋谷区渋谷1-11-1 ＣＯＩ西青山ビル3階 限定しない

金Ａ-620 (株)株式格闘倶楽部 東京都杉並区松ノ木1-11-10-201 限定する

金Ａ-621
SMART BRIDGE HOLDINGS株
式会社

東京都港区六本木5-10-33 麻布鳥居坂マンション503 限定する

金Ａ-622 やまびこ投資顧問株式会社 東京都中央区新川2-3-4 新川田所ビル5階 限定しない

金Ａ-623 HiJoJo Partners株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング5階
31VENTURES霞が関A・B号

限定しない

金Ａ-624 株式会社Xtheta 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉ビル204 限定しない

金Ａ-625 Blue Swell Japan株式会社 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3階 限定しない

金Ａ-626 CURFEX JAPAN株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング4階 限定しない


