
資料 14－１－１ 平成 16 年 11 月 26 日 

金 融 庁 

 

 

１．証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、銀行等の登録金融機関による証券仲

介業務を解禁するに際し、必要な弊害防止措置を講じるため、登録金融機関に対する規制

を整備する等の内閣府令の改正を行うこととした。この府令の改正に併せ、事務ガイドラ

イン（「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等に

あたっての留意事項について」）について、当該府令の規定に係る規定の追加、その他所要

の改正を実施。併せて各財務局に通知した。 

 

２．改正箇所は以下のとおり。（詳細については別紙を参照） 

○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっ

ての留意事項について」 

第１部 証券会社等の監督関係 

１．事務の取扱いに関する一般事項 

１－１ 証券会社の監督事務の取扱い 

１－１－３ 金融庁長官への報告 

５．登録金融機関の監督事務 

５－１ 登録金融機関の監督事務の取扱い 

５－２ 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関（以下「金融機関」という。）か

らの登録申請に係る留意事項 

５－３ 登録金融機関の監督事務 

５－３－１ 登録証券業務に係る留意事項 

５－３－５ 法第 65 条の２第５項に規定する業務の規制に係る留意事項 

５－３－８ 内部管理体制の充実・強化 

５－３－９ 社内規則の整備 

５－４ 法定帳簿の作成等に関する留意事項 

 ５－４－１ 金融機関の証券業務に関する内閣府令第46条の規定に基づく帳簿の省

略等に係る留意事項 

 ５－４－２ 帳簿のマイクロフィルムによる作成・保存 

 ５－４－３ 注文伝票のコンピューターへの直接入力による作成 

５－４－４ 帳簿の電子媒体による保存 

５－４－５ 証券仲介業務にかかる帳簿の作成について 

９．証券仲介業者の監督事務 

９－１ 証券仲介業者の監督事務の取扱い 

事務ガイドライン（「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資

顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」）の一部改正について 



【問い合わせ先】 

金融庁 ℡ 03-3506-6000（代表）

監督局証券課（内線 3722） 

９－２ 証券仲介業者からの登録申請に係る留意事項 

９－２－４ その他 

９－３ 証券仲介業者に関する内閣府に係る留意事項 

９－３－１ 証券仲介業者に関する内閣府令第 15 条第４号について 

９－３－２ 証券仲介業者に関する内閣府令第 15 条第６号について 

９－３－３ 証券仲介業者に関する内閣府令第 15 条第７号について 

９－３－４ 証券仲介業者に関する内閣府令第 15 条第８号について 

９－７ 法定帳簿の保存等に係る留意事項 

９－９ 営業報告書 

 

３．実施時期 

(1) 発出・ホームページ掲載  １１月２６日（金） 

(2) 適用開始         １２月 １日（水） 

 



 証 券 会 社 向 けの総 合 的 な監 督 指 針  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本的考え方 

○証券会社の監督目的は、証券業を行う者の健全かつ適切な業務運営を確保し、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめることにより、

国民経済の適切な運営及び投資者の保護を図ること。 

○本監督指針は、証券会社の監督行政につき、各種規制の基本的考え方、監督上の着眼点と留意事項、具体的な監督手法を、従来の事務ガイドライン

の内容も踏まえて体系的に整備したもの。 

Ⅱ．証券会社の監督に当たっての評価項目 

【 経営管理 】 

証券会社の経営管理の有効性を検証 

○代表取締役、取締役及び取締役会 

○監査役及び監査役会 

○内部監査部門 

○外部監査の活用 

【 財務の健全性 】 

証券会社の財務の健全性確保のための管理態

勢を検証 

○自己資本規制比率の正確性 

○自己資本規制比率が法定水準を下回った場

合の対応 

○各種リスクに対する管理態勢 

⇒市場リスク、取引先リスク 

○国際的に活動する証券会社ｸﾞﾙｰﾌﾟへの対応 
 

【 業務の適切性 】 

証券会社のコンプライアンス態勢等を検証 

○コンプライアンス態勢の整備 

○内部管理体制 

⇒顧客管理、営業員管理、売買管理 

○苦情処理体制 

○行為規制等に係る留意事項 

○顧客情報管理 

○事務リスク、システムリスク管理態勢 

○危機管理体制 
 

Ⅲ．証券会社の監督に係る事務処理上の留意点 

○監督部局間における連携確保                ○証券取引法等に係る諸手続 

○検査部局との連携確保                      ○行政指導等を行う際の留意点等 

○自主規制機関との連携確保                  ○意見交換制度 
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 金 融 先 物 取 引 業 者 向 けの総 合 的 な監 督 指 針  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本的考え方 

○金融先物取引業者監督の目的は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保す

ることにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることにある。 

○本監督指針は、本年７月からの改正金融先物取引法の施行にあたり、金融先物取引業者の監督行政につき、各種規制の基本的考え方、監督上の着

眼点と留意事項、具体的な監督手法を、許可制から登録制への移行、新たな財務規制、行為規制等の導入などを踏まえて体系的に整備したもの。 

Ⅱ．金融先物取引業者の監督に当たっての評価項目 

【 経営管理 】 

金融先物取引業者の経営管理の有効性を検証 

○代表取締役、取締役及び取締役会 

○監査役及び監査役会 

○内部監査部門 

【 財務の健全性 】 

金融先物取引業者の財務の健全性確保のため

の管理態勢を検証 

○自己資本規制比率の正確性 

○自己資本規制比率が法定水準を下回った場

合の対応 

○各種リスクに対する管理態勢 

⇒市場リスク、取引先リスク 
 

【 業務の適切性 】 

金融先物取引業者のコンプライアンス態勢等を検証 

○コンプライアンス態勢の整備 

○営業員管理体制 

○苦情処理体制 

○行為規制等に係る留意事項 

⇒ 適合性原則、不招請勧誘、広告規制、 

契約締結前書面、説明責任の履行 等 

○顧客情報管理 

○事務リスク、システムリスク管理態勢 

Ⅲ．金融先物取引業者の監督に係る事務処理上の留意点 

○監督部局間における連携確保                ○金融先物取引法等に係る諸手続 

○検査部局との連携確保                      ○行政指導等を行う際の留意点等 

○自主規制機関との連携確保                  ○意見交換制度 



 証券会社数の推移 

 

 社  数  社  数 

10 年３月末 
２９４ 

（２３５） 
16 年 12 月末 

２６７ 

（２２９） 

11 年３月末 

２８８ 

（２３１） 
17 年１月末 

２６８ 

（２２９） 

12 年３月末 

２９７ 

（２３８） 
17 年２月末 

２６８ 

（２２９） 

13 年３月末 

２９６ 

（２４４） 
17 年３月末 

２６９ 

（２３１） 

14 年３月末 

２９０ 

（２４１） 
17 年４月末 

２７１ 

（２３２） 

15 年３月末 

２８１ 

（２３４） 
17 年５月末 

２７１ 

（２３１） 

16 年３月末 

２６６ 

（２２６） 
17 年６月末 

２７２ 

（２３２） 

 
（注） （ ）は国内証券会社数で内書。 
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資料14－１－５　　　　　　　　　　　　免　許　・　登　録　業　者　一　覧
平成17年6月30日 現在

証券会社名称 郵便番号 本店所在地

【国内証券会社】 藍澤証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－２０－３

計232社 赤木屋証券㈱ 103-0027 中央区日本橋２－７－１

オリックス証券㈱ 103-0013 中央区日本橋人形町１－３－８

イー・トレード証券㈱ 106-6019 港区六本木１－６－１

ライブドア証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１３－２

金十証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－１５

日本アジア証券㈱ 103-0014 中央区日本橋蛎殻町１－７－９

金山証券㈱ 103-0016 中央区日本橋小網町１１－８

堂島関東証券㈱ 101-0052 千代田区神田小川町１－８－１

黒川木徳証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－１６－３

エイチ・エス証券㈱ 163-6027 新宿区西新宿６－８－１

共和証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町８－３

極東証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－４－７

センチュリー証券㈱ 103-0013 中央区日本橋人形町２－２６－５

中央証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町1－5－3

三栄証券㈱ 104-0031 中央区京橋３－１２－７

十字屋証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１７

城南証券㈱ 144-0052 大田区蒲田５－９－１２

新光証券㈱ 104-8481 中央区八重洲２－４－１

大成証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－１０

立花証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－１３－１４

多摩証券㈱ 198-8681 東京都青梅市住江町５１

そしあす証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町３－２－15

ワールド日栄フロンティア証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－６

ユーエフジェイつばさ証券㈱ 100-8138 千代田区大手町１－１－３

中原証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町４－４－１

成瀬証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町４－２

三晃証券㈱ 151-0053 渋谷区代々木２－１３－４

日産証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－６

みずほインベスターズ証券㈱ 103-8658 中央区日本橋茅場町１－１３－１６

日本協栄証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－２－１８

東洋証券㈱ 103-8678 中央区日本橋１－２０－５

のぞみ証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀２－２４－２

松井証券㈱ 102-8516 千代田区麹町１－４

丸國証券㈱ 103-0016 中央区日本橋小網町１０－２

丸三証券㈱ 103-0027 中央区日本橋２－５－２

丸和証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀１－５－１

三木証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－２０－９

リテラ・クレア証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１１

三田証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１７

水戸証券㈱ 103-0027 中央区日本橋３－１３－５

室清証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－１０

明和証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－１５

三菱証券㈱ 100-6317 千代田区丸の内２丁目４番１号

山二証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１７

山丸証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町３－１１

山和証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－３

東海東京証券㈱ 104-8371 中央区京橋１－７－１

ＰＢＡ証券㈱ 105-6224 港区愛宕２－５－１

東武証券㈱ 344-0061 埼玉県春日部市粕壁１－１－１

武甲証券㈱ 368-0031 埼玉県秩父市上野町１１－１２

武蔵証券㈱ 360-0042 埼玉県熊谷市本町２－８６

ジーク証券㈱ 104-0033 中央区新川１－８－８

臼木証券㈱ 317-0071 茨城県日立市鹿島町１－５－１０

宇都宮証券㈱ 320-0801 栃木県宇都宮市池上町４－４

富岡証券㈱ 370-2343 群馬県富岡市七日市８８９－２

丸大証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－８

飯田証券㈱ 395-0043 長野県飯田市通り町３－３４

長野証券㈱ 380-0845 長野県長野市西後町６０６－８

登録番号

関東財務局長(証)第1号

関東財務局長(証)第2号

関東財務局長(証)第3号

関東財務局長(証)第6号

関東財務局長(証)第8号

関東財務局長(証)第11号

関東財務局長(証)第12号

関東財務局長(証)第14号

関東財務局長(証)第15号

関東財務局長(証)第16号

関東財務局長(証)第18号

関東財務局長(証)第19号

関東財務局長(証)第20号

関東財務局長(証)第21号

関東財務局長(証)第24号

関東財務局長(証)第26号

関東財務局長(証)第27号

関東財務局長(証)第28号

関東財務局長(証)第29号

関東財務局長(証)第32号

関東財務局長(証)第37号

関東財務局長(証)第39号

関東財務局長(証)第40号

関東財務局長(証)第41号

関東財務局長(証)第44号

関東財務局長(証)第46号

関東財務局長(証)第47号

関東財務局長(証)第49号

関東財務局長(証)第51号

関東財務局長(証)第53号

関東財務局長(証)第54号

関東財務局長(証)第56号

関東財務局長(証)第57号

関東財務局長(証)第58号

関東財務局長(証)第61号

関東財務局長(証)第63号

関東財務局長(証)第65号

関東財務局長(証)第66号

関東財務局長(証)第67号

関東財務局長(証)第68号

関東財務局長(証)第69号

関東財務局長(証)第70号

関東財務局長(証)第71号

関東財務局長(証)第72号

関東財務局長(証)第75号

関東財務局長(証)第77号

関東財務局長(証)第78号

関東財務局長(証)第79号

関東財務局長(証)第81号

関東財務局長(証)第85号

関東財務局長(証)第86号

関東財務局長(証)第87号

関東財務局長(証)第88号

関東財務局長(証)第89号

関東財務局長(証)第90号

関東財務局長(証)第91号

関東財務局長(証)第92号

関東財務局長(証)第94号

関東財務局長(証)第95号



証券会社名称 郵便番号 本店所在地 登録番号

アルプス証券㈱ 386-0018 長野県上田市常田２－３－３

国府証券㈱ 952-1325 新潟県佐渡市窪田１９－７

新潟証券㈱ 940-0061 新潟県長岡市城内町３－８－２６

新和証券㈱ 951-8068 新潟県新潟市上大川前通八番町１２５１－

丸福証券㈱ 940-0062 新潟県長岡市大手通１－５－５

日本相互証券㈱ 104-8309 中央区京橋１－１－１

みずほ証券㈱ 100-0004 千代田区大手町１－５－１

しんきん証券㈱ 104-0031 中央区京橋１－１－１

ＩＣＡＰ東短証券㈱ 105-0001 港区虎ノ門４－３－９

セントラル短資証券㈱ 103-0021 中央区日本橋本石町３－３－１４

ディー・ブレイン証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－９－２

アクシーズ・ジャパン証券㈱ 103-0021 中央区日本橋本石町１－２－１

メリルリンチ日本証券㈱ 103-8230 中央区日本橋１－４－１

フィデス証券㈱ 106-0032 港区六本木１－４－３３

スパークス証券㈱ 141-0032 品川区大崎１－１１－２

日本インベスターズ証券㈱ 106-0041 港区麻布台１－１１－１０

アイティーエム証券㈱ 103-0016 中央区日本橋２－２－６

アルバース証券㈱ 150-0002 渋谷区渋谷３－２９－２４

未来証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－９－４

伊藤忠キャピタル証券㈱ 103-0023 中央区日本橋本町４－８－１６

日立キャピタル証券㈱ 105-0003 港区西新橋２－１５－１２

大和証券㈱ 100-8101 千代田区大手町２－６－４

大和証券エスエムビーシー㈱ 100-8289 千代田区丸の内１丁目８番８号

三菱商事証券㈱ 100-0005 千代田区丸の内２－２－１

ＳＭＢＣフレンド証券㈱ 103-8221 中央区日本橋兜町７－１２

ゲット証券㈱ 103-0014 中央区日本橋蠣殻町１－４－１

楽天証券㈱ 106-6121 港区六本木６－１０－１

ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ・ﾄﾚｰﾄﾞﾌﾞｯｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ証券
㈱

100-0005 千代田区丸の内２－３－２

マネックス・ビーンズ証券㈱ 100-6219 千代田区丸の内１－１１－１

損保ジャパンＤＣ証券㈱ 163-0650 新宿区西新宿１－２５－１

エル・ピー・エル日本証券㈱ 102-0075 千代田区三番町２

セブンキャピタル証券㈱ 105-0012 港区芝大門１－１２－１６

カブドットコム証券㈱ 104-0033 中央区新川１－２８－２５

ジェット証券㈱ 101-0054 千代田区神田錦町２－９

スターツ証券㈱ 134-0088 江戸川区西葛西６-１０-６

キャピタル・パートナーズ証券㈱ 103-0027 中央区日本橋３－１２－２

トレイダーズ証券㈱ 106-6029 港区六本木１－６－１

Ｍｅネット証券㈱ 106-0032 港区六本木１－７－２７

いちよし証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀２－１４－１

入や萬成証券㈱ 104-0033 中央区新川１－２１－２

オリエント証券㈱ 103-0023 中央区日本橋本町３－３－６

ジェービｨック証券㈱ 107-0052 港区赤坂１-７-１９

日本ファースト証券㈱ 103-0007 中央区日本橋浜町２－１３－６

ブライト証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町３－１２－２

ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ証券㈱ 150-0031 渋谷区桜丘町２２－１４

ファーストメイク証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀２－３０－１５

新生証券㈱ 100-8501 千代田区内幸町２－１－８

ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ･ﾊﾘﾏﾝ証券投資顧問
㈱

105-0014 港区芝２－３１－１９

日興シティグループ証券㈱ 107-6122 港区赤坂５丁目２－２０

ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹｯﾂ証券
㈱

105-6014 港区虎ノ門４－３－１

エンサイドットコム証券㈱ 101-0054 千代田区神田錦町１－１６－１

エスピーシー証券㈱ 104-0052 中央区月島１－８－３

日興コーディアル証券㈱ 100-8325 千代田区丸の内３－３－１

野村證券㈱ 103-8011 中央区日本橋１－９－１

ワンアジア証券㈱ 160-0022 新宿区新宿３－１７－５

ニュース証券㈱ 150-0011 渋谷区東３－１１－１０

エクセランド証券㈱ 105-6226 港区愛宕２－５－１

ジャパンオルタナティブ証券㈱ 101-0051 千代田区神田神保町２－７－３

ひまわり証券㈱ 105-0022 港区海岸１－１１－１

パトナム・インベストメンツ証券㈱ 105-0001 港区虎ノ門４丁目３番２０号

AIP証券㈱ 107-0052 港区赤坂２丁目１７番２２号

エアーズシー証券㈱ 100-0013 千代田区霞ヶ関３－３－２

関東財務局長(証)第97号

関東財務局長(証)第99号

関東財務局長(証)第101号

関東財務局長(証)第102号

関東財務局長(証)第104号

関東財務局長(証)第107号

関東財務局長(証)第108号

関東財務局長(証)第121号

関東財務局長(証)第123号

関東財務局長(証)第124号

関東財務局長(証)第125号

関東財務局長(証)第127号

関東財務局長(証)第129号

関東財務局長(証)第130号

関東財務局長(証)第131号

関東財務局長(証)第132号

関東財務局長(証)第133号

関東財務局長(証)第134号

関東財務局長(証)第136号

関東財務局長(証)第139号

関東財務局長(証)第140号

関東財務局長(証)第142号

関東財務局長(証)第143号

関東財務局長(証)第145号

関東財務局長(証)第146号

関東財務局長(証)第147号

関東財務局長(証)第148号

関東財務局長(証)第149号

関東財務局長(証)第153号

関東財務局長(証)第157号

関東財務局長(証)第158号

関東財務局長(証)第160号

関東財務局長(証)第161号

関東財務局長(証)第162号

関東財務局長(証)第163号

関東財務局長(証)第166号

関東財務局長(証)第168号

関東財務局長(証)第171号

関東財務局長(証)第172号

関東財務局長(証)第173号

関東財務局長(証)第175号

関東財務局長(証)第183号

関東財務局長(証)第184号

関東財務局長(証)第185号

関東財務局長(証)第186号

関東財務局長(証)第187号

関東財務局長(証)第188号

関東財務局長(証)第189号

関東財務局長(証)第191号

関東財務局長(証)第192号

関東財務局長(証)第193号

関東財務局長(証)第194号

関東財務局長(証)第196号

関東財務局長(証)第197号

関東財務局長(証)第198号

関東財務局長(証)第200号

関東財務局長(証)第202号

関東財務局長(証)第203号

関東財務局長(証)第204号

関東財務局長(証)第205号

関東財務局長(証)第206号

関東財務局長(証)第207号



証券会社名称 郵便番号 本店所在地 登録番号

三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱ 100-0011 千代田区内幸町１丁目１番１号

プリヴェ・チューリッヒ証券㈱ 100-6036 千代田区霞が関３－２－５

ジェイ・ボンド証券株式会社 101-0051 港区虎ノ門５－１３－１

シーエー・エーエム証券㈱ 100-0011 千代田区内幸町１丁目２番２号

ナショナル・オーストラリア証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町２丁目１番１号

日本証券代行㈱ 103-8202 中央区日本橋茅場町１－２－４

インタースイストラスト証券㈱ 100-0004 千代田区大手町１－１－３

岡三証券㈱ 103-8278 中央区日本橋１－１７－６

㈱ＵＳＳ証券 102-8578 千代田区紀尾井町４－１

インテグレイティド・ファイナンス証券㈱ 105-6017 港区虎ノ門４丁目３番１号

アーツ証券㈱ 102-0094 千代田区紀尾井町３番３号南部ビル１階

ＩＰＯ証券㈱ 103-0013 中央区日本橋人形町２－２５－１５

ラッセル・インベストメント証券㈱ 107-0052 港区赤坂７丁目３番３７号

アルストラ・キャピタル・マネジメント・
ジ パ 証券㈱

100-0011 千代田区内幸町２－２－２

アイ・キャピタル証券㈱ 104-0061 中央区銀座３丁目７番３号

フィデリティ証券㈱ 105-6019 港区虎ノ門４丁目３番１

マン・インベストメンツ証券㈱ 100-0011 中央区内幸町1-1-1

ミスター証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町２丁目７番１０号

ファンドネット証券㈱ 103-0016 中央区日本橋小網町11番10号

ＩＢＳ証券㈱ 100-0011 中央区内幸町２丁目２番２号

ユナイテッドワールド証券㈱ 107-6030 港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル

ガートモア証券投資顧問㈱ 100-0006 千代田区有楽町一丁目５番１号

エース証券㈱ 541-0053 大阪市中央区本町２丁目６番１１号

岩井証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜１丁目５番５号

永和証券㈱ 541-0042 大阪市中央区今橋１丁目７番２２号

コスモ証券㈱ 541-8521 大阪市中央区今橋１丁目８番１２号

大塚証券㈱ 542-0082 大阪市中央区島之内１丁目２０番１９号

三京証券㈱ 541-0051 大阪市中央区備後町１丁目７番１０号

金吉証券㈱ 530-0047 大阪市北区西天満３丁目１３番２０号

光世証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜２－１－１０

髙木証券㈱ 530-0001 大阪市北区梅田１丁目３番１－４００号

塚本證券㈱ 541-0042 大阪市中央区今橋１丁目８番１４号

内藤証券㈱ 541-0043 大阪市中央区高麗橋１丁目５番９号

ひびき証券㈱ 541-0042 大阪市中央区今橋１－６－１９

日の出証券㈱ 541-0043 大阪市中央区高麗橋２丁目３番９号

広田証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜１丁目１番２４号

こうべ証券㈱ 530-0047 大阪市北区曽根崎２丁目５番１０号

ＮＩＳ証券㈱ 163-0610 東京都新宿区西新宿１丁目２５番１号

西村証券㈱ 600-8007 京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町
番地丸近證券㈱ 600-8033 京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之

町都証券㈱ 604-8143 京都市中京区東洞院綿小路下坂東屋町６

六和証券㈱ 604-0837 京都市中京区東洞院通二条下ル瓦之町３

相生証券㈱ 678-0005 兵庫県相生市大石町４番２５号

篠山証券㈱ 669-2324 兵庫県篠山市東新町２２０番

西脇証券㈱ 677-0043 兵庫県西脇市下戸田９２番３号

播陽証券㈱ 670-0925 兵庫県姫路市亀井町53番地

光証券㈱ 650-0001 神戸市中央区加納町３丁目４番２号

奈良証券㈱ 639-1007 奈良県大和郡山市南郡山町２１２番地の７

環証券㈱ 647-0081 和歌山県新宮市新宮７６９０番地の５

神崎証券㈱ 527-0012 滋賀県東近江市八日市本町２番18号

エンゼル証券㈱ 530-0001 大阪市北区梅田１－１－３－１０００

日本電子証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜１丁目５番５号

㈱パンタ・レイ証券 541-0041 大阪市中央区北浜２丁目５番１３号

タイコム証券㈱ 541-0053 大阪市中央区本町２－２－７

ポートサテライト証券㈱ 651-0084 神戸市中央区磯部通３丁目２番１７号

㈱だいこう証券ビジネス 541-8583 大阪市中央区北浜２丁目４番６号

ＭＭＧ証券㈱ 540-0036 大阪市中央区船越町二丁目3番7号

安藤証券㈱ 460-0003 名古屋市中区錦３丁目２３－２１

岡地証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－２９

アーク証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄２丁目５－１１

木村証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目３－１７

寿証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－２

関東財務局長(証)第208号

関東財務局長(証)第209号

関東財務局長(証)第210号

関東財務局長(証)第211号

関東財務局長(証)第212号

関東財務局長(証)第213号

関東財務局長(証)第214号

関東財務局長(証)第215号

関東財務局長(証)第216号

関東財務局長(証)第217号

関東財務局長(証)第218号

関東財務局長(証)第219号

関東財務局長(証)第224号

関東財務局長(証)第225号

関東財務局長(証)第220号

関東財務局長(証)第221号

関東財務局長(証)第222号

関東財務局長(証)第223号

関東財務局長(証)第226号

関東財務局長(証)第227号

関東財務局長(証)第228号

関東財務局長(証)第229号

近畿財務局長(証)第3号

近畿財務局長(証)第6号

近畿財務局長(証)第7号

近畿財務局長(証)第8号

近畿財務局長(証)第10号

近畿財務局長(証)第11号

近畿財務局長(証)第12号

近畿財務局長(証)第14号

近畿財務局長(証)第16号

近畿財務局長(証)第17号

近畿財務局長(証)第18号

近畿財務局長(証)第20号

近畿財務局長(証)第21号

近畿財務局長(証)第23号

近畿財務局長(証)第24号

近畿財務局長(証)第26号

近畿財務局長(証)第29号

近畿財務局長(証)第31号

近畿財務局長(証)第32号

近畿財務局長(証)第33号

近畿財務局長(証)第34号

近畿財務局長(証)第36号

近畿財務局長(証)第38号

近畿財務局長(証)第39号

近畿財務局長(証)第40号

近畿財務局長(証)第41号

近畿財務局長(証)第43号

近畿財務局長(証)第45号

近畿財務局長(証)第46号

近畿財務局長(証)第47号

近畿財務局長(証)第48号

近畿財務局長(証)第49号

近畿財務局長(証)第50号

近畿財務局長(証)第51号

近畿財務局長(証)第52号

東海財務局長(証)第1号

東海財務局長(証)第2号

東海財務局長(証)第3号

東海財務局長(証)第5号

東海財務局長(証)第7号



証券会社名称 郵便番号 本店所在地 登録番号

大徳証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－３０

大万証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄２丁目８－５

田原証券㈱ 441-3421 愛知県田原市田原町本町４１番地

野畑証券㈱ 444-0059 愛知県岡崎市康生通西３丁目１８－２

丸八証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目４－２８

豊証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－１

静岡東海証券㈱ 420-0064 静岡県静岡市本通１丁目２－１３

伊勢証券㈱ 516-0072 三重県伊勢市宮後２丁目２５－１１

松阪証券㈱ 515-0082 三重県松阪市魚町１７１７

六ニ証券㈱ 511-0068 三重県桑名市中央町１丁目２９

大石証券㈱ 503-0902 岐阜県大垣市栗屋町１

新大垣証券㈱ 503-0864 岐阜県大垣市南頬町４丁目５０－３

中泉証券㈱ 438-0078 静岡県磐田市中泉９６８

トヨタファイナンシャルサービス証券㈱ 460-0003 名古屋市中区錦２－１７－２１

静銀ティーエム証券㈱ 420-0853 静岡県静岡市追手町１－１３

上光証券㈱ 060-0001 札幌市中央区北１条西３丁目３番地

大北証券㈱ 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目２－１４

荘内証券㈱ 998-0044 山形県酒田市中町１丁目１３－８

山形証券㈱ 990-0042 山形県山形市七日町２丁目１－４３

今村証券㈱ 920-0906 石川県金沢市十間町２５番地

坂本北陸証券㈱ 920-0917 石川県金沢市下堤町２５番地

竹松証券㈱ 920-0902 石川県金沢市尾張町１丁目１番２２号

益茂証券㈱ 910-0006 福井県福井市中央３丁目５番１号

三津井証券㈱ 910-0023 福井県福井市順化１丁目２１番１号

荒町証券㈱ 930-0028 富山県富山市荒町５番７号

石動証券㈱ 932-0057 富山県小矢部市本町２番１号

島大証券㈱ 930-0044 富山県富山市中央道り２丁目４番９号

新林証券㈱ 930-0058 富山県富山市古鍛冶町６番５号

頭川証券㈱ 933-0928 富山県高岡市守山町５番地の１

富証券㈱ 930-0046 富山県富山市堤町通り１丁目３番３号

ウツミ屋証券㈱ 730-0031 広島市中区紙屋町２－２－２

八幡証券㈱ 730-0051 広島市中区大手町３－１－９

北田証券㈱ 710-0046 岡山県倉敷市中央１－４－１

津山証券㈱ 708-0023 岡山県津山市大手町６－８

カドヤ証券㈱ 680-0033 鳥取県鳥取市二階町１－１１３

大山日ノ丸証券㈱ 680-0841 鳥取県鳥取市吉方温泉３丁目１０１番地

香川証券㈱ 760-8607 香川県高松市磨屋町４番地の８

三豊証券㈱ 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲１１５８番地の

愛媛証券㈱ 796-0035 愛媛県八幡浜市字須崎５番地の２

二浪証券㈱ 790-0004 愛媛県松山市大街道２丁目６番地１

阿波証券㈱ 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地

徳島合同証券㈱ 770-0844 徳島県徳島市中通町３丁目５－１

大熊本証券㈱ 860-0807 熊本県熊本市下通１丁目７番１９号

飯塚中川証券㈱ 820-0042 福岡県飯塚市本町２１番６号

前田証券㈱ 810-0001 福岡市中央区天神２丁目１４番２号

佐世保証券㈱ 857-0864 長崎県佐世保市戸尾町３番６号

スターフューチャーズ証券㈱ 812-0011 福岡市博多区博多駅前１丁目２番５号

沖縄証券㈱ 900-0033 沖縄県那覇市久米２丁目４番１６号

㈱海洋証券 905-2172 沖縄県名護市字豊原２２４番地の３ 沖縄総合事務局長(証)第5号

福岡財務局支長(証)第5号

東海財務局長(証)第8号

東海財務局長(証)第10号

東海財務局長(証)第11号

東海財務局長(証)第12号

東海財務局長(証)第14号

東海財務局長(証)第16号

東海財務局長(証)第18号

東海財務局長(証)第19号

東海財務局長(証)第20号

東海財務局長(証)第21号

東海財務局長(証)第22号

東海財務局長(証)第24号

東海財務局長(証)第26号

東海財務局長(証)第27号

東海財務局長(証)第28号

北海道財務局長(証)第1号

東北財務局長(証)第1号

東北財務局長(証)第2号

東北財務局長(証)第3号

北陸財務局長(証)第1号

北陸財務局長(証)第2号

北陸財務局長(証)第3号

北陸財務局長(証)第5号

北陸財務局長(証)第6号

北陸財務局長(証)第7号

北陸財務局長(証)第8号

北陸財務局長(証)第10号

北陸財務局長(証)第11号

北陸財務局長(証)第12号

北陸財務局長(証)第14号

中国財務局長(証)第1号

中国財務局長(証)第2号

福岡財務局支長(証)第1号

中国財務局長(証)第3号

中国財務局長(証)第5号

中国財務局長(証)第6号

中国財務局長(証)第7号

沖縄総合事務局長(証)第1号

福岡財務局支長(証)第3号

四国財務局長(証)第6号

四国財務局長(証)第1号

四国財務局長(証)第2号

四国財務局長(証)第3号

四国財務局長(証)第5号

福岡財務局支長(証)第2号

四国財務局長(証)第7号

九州財務局長(証)第1号
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外国証券会社一覧

平成1７年６月３０日 現在

外国証券会社 郵便番号 本店所在地又は在日支店(在日代表店)所在地 登録番号

【外国証券会社】 プルデンシャル証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－７ 大和生命ビル 関東財務局長(外)第 3 号

計40社 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 106-6147 東京都港区六本木六丁目１０－１　六本木ヒルズ　森タワー 関東財務局長(外)第 7 号

クレディ アグリコル インドスエズ証券会社 東京支店 101-0051 東京都千代田区神田神保町３－５　九段下ビルディング 関東財務局長(外)第 10号

クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店 106-6024 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー 関東財務局長(外)第 11号

ドイツ証券会社 東京支店 100-6171 東京都千代田区永田町２－１１－１　山王パークタワー 関東財務局長(外)第 16号

リーマン・ブラザーズ証券会社 東京支店 106ｰ6147 東京都港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワー 関東財務局長(外)第 17号

ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東
京支店

106-6014 東京都港区六本木１－６－１ 泉ガーデンタワー 関東財務局長(外)第 19号

アール・ビー・エス証券会社 東京支店 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 関東財務局長(外)第 20号

ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店 107-6015 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル 関東財務局長(外)第 21号

ＨＳＢＣ証券会社 東京支店 103-0027 東京都中央区日本橋３－１１－１　ＨＳＢＣビル 関東財務局長(外)第 23号

エービーエヌ・アムロ証券会社 東京支店 105-0002 東京都港区愛宕二丁目5番1号 関東財務局長(外)第 25号

ウエストエルビー証券会社 東京支店 106-6137 東京都港区六本木六丁目１０－１　六本木ヒルズ　森タワー 関東財務局長(外)第 26号

ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社　東京支店 100ｰ0004 東京都千代田区大手町１－７－２　東京サンケイビル 関東財務局長(外)第 27号

Ｊ．Ｐ．モルガン証券会社 東京支店 107-6151 東京都港区赤坂５－２－２０　赤坂パークビルヂング 関東財務局長(外)第 29号

ＨＶＢキャピタル証券会社 東京支店 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ｲｰｽﾄﾀﾜｰ 関東財務局長(外)第 31号

バークレイズ・キャピタル証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町２－２－２　アーバンネット大手町ビル 関東財務局長(外)第 32号

バンクオブアメリカ証券会社 東京支店 100-6115 東京都千代田区永田町２－１１－１　山王パークタワー 関東財務局長(外)第 38号

ＣＩＢＣ証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３　日比谷国際ビル 関東財務局長(外)第 39号

ベアー・スターンズ（ジャパン）証券会社東京支店 105-6022 東京都港区虎ノ門４－３－１　城山ＪＴトラストタワー 関東財務局長(外)第 40号
イー・ティー・インスティテューショナル証券会社 東京支
店

107-0052 東京都港区赤坂２ー５ー３　日交山王ビル 関東財務局長(外)第 41号

ＢＧＣ証券会社 東京支店 100-0013 東京都千代田区霞が関３－８－１　虎ノ門三井ビルディング 関東財務局長(外)第 43号

インスティネット証券会社 東京支店 106-0032 東京都港区六本木１ー９ー９　六本木ファーストビル 関東財務局長(外)第 44号

カナダ・ロイヤル・ドミニオン証券会社 東京支店 107-6032 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル 関東財務局長(外)第 48号

ジェフリーズ証券 東京支店 100-0006 東京都千代田区有楽町１－５－１　日比谷マリンビル 関東財務局長(外)第 51号

現代証券株式会社 東京支店 103-0013 東京都中央区日本橋人形町２－７－１０　エル人形町 関東財務局長(外)第 52号

イクシス証券会社  東京支店 105-0003 東京都港区西新橋１－２－９　日比谷セントラルビル 関東財務局長(外)第 57号

ＵＢＳ証券会社 東京支店 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ｲｰｽﾄﾀﾜｰ 関東財務局長(外)第 58号

東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社 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 関東財務局長(外)第 60号
アライアンス・バーンスタイン・ファンド証券会社 東京支
店

100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ﾌｧｰｽﾄｽｲｳｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ 関東財務局長(外)第 65号

ＫＢＣ証券会社 東京支店 107-0052 東京都港区赤坂２－１７－７　赤坂溜池タワー 関東財務局長(外)第 68号

モルガン・スタンレー証券会社 東京支店 150-6008 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 関東財務局長(外)第 69号

シティコープ証券会社 東京支店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－３－１　東京銀行協会ビル 関東財務局長(外)第 70号

バンク・エー・アイ・ジー証券会社 東京支店   100-0004 東京都千代田区大手町２－２－２　アーバンネット大手町ビル 関東財務局長(外)第 72号

エイアイジー日本証券会社 東京支店 100-8234 東京都千代田区丸の内１－１－３ ＡＩＧビル 関東財務局長(外)第 77号

カリヨン証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３ 関東財務局長(外)第 79号

スイス・リー・キャピタルマーケッツ証券会社 東京支店 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　西館 関東財務局長(外)第 80号

トロント・ドミニオン証券会社 東京支店 105-0001 東京都港区虎ノ門４－３－２０　神谷町MTビル 関東財務局長(外)第 84号

マッコーリー証券会社 東京支店 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 関東財務局長(外)第 85号

カントリーワイド証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国ホテルタワー 関東財務局長(外)第 86号

GFI証券会社 東京支店 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-5　エスエフ茅場町ビル 関東財務局長(外)第 87号

新規登録

H15.4.4　CDC　IXIS証券会社

H15.8.29　トロント・ドミニオン証券会社

H16.7.16　マッコーリー証券会社

H17.4.1　カントリーワイド証券会社

H17.5.13　GFI証券会社

登録抹消（証券業廃止・営業譲渡等）

H15.4.25　サムスン証券株式会社

H15.5.7　カザノブ証券会社

H15.5.8　カルエフピー・バンク証券会社

H15.6.30　CDC　IXIS証券会社

H15.8.19　バンカ・イミ証券会社

H15.8.31　チューリッヒ・キャピタルマーケッツ証券会社

H15.11.1　ティーディー証券会社

H15.12.31  日興シティグループ証券会社

H16.1.20　クレスベール証券会社

H16.7.31　アイエヌジー証券会社

H16.12.30　フィデリティ証券会社

H17.3.31　コメルツ証券会社

名称変更

H15.4.7　日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社→日興シティグループ証券会社

H15.6.9　UBSウォーバーグ証券会社→UBS証券会社

H16.5.1　クレディ・リヨネ証券会社→カリヨン証券会社

H16.10.1　キャンターフィッツジェラルド証券会社→ＢＧＣ証券会社
H16.11.1　シーディーシー・イクシス・キャピタル・マーケッツ証券会社→イクシス証券会社
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みずほ銀行 H16.12.16 みずほインベスターズ証券
三菱証券
Meネット証券

UFJ銀行 H16.12.1 UFJつばさ証券
新光証券
みずほ証券
SMBCフレンド証券
大和証券SMBC

りそな銀行 H16.12.1 野村證券
新生銀行 H17.3.30 楽天証券
三菱信託銀行 H16.12.1 三菱証券
住友信託銀行 H16.12.1 大和証券
静岡銀行 H16.12.1 静銀ティーエム証券
北陸銀行 H16.12.1 野村證券
UBS銀行東京支店 H17.2.28 UBS証券東京支店
埼玉りそな銀行 H16.12.1 野村證券
第四銀行 H17.2.1 野村證券
千葉銀行 H17.2.1 中央証券
千葉興業銀行 H16.12.1 大和証券

メリルリンチ日本証券
新光証券
大和証券
野村證券

武蔵野銀行 H16.12.1 野村證券
山梨中央銀行 H17.4.1 野村證券
北越銀行 H17.5.16 日興コーディアル証券
常陽銀行 H17.5.16 野村證券
八十二銀行 H17.5.16 野村證券
尼崎信用金庫 H16.12.1 日興コーディアル証券
関西アーバン銀行 H16.12.1 SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ証券
京都銀行 H16.12.1 大和証券
京都信用金庫 H17. 2. 21 日興コーディアル証券
泉州銀行 H16.12.20 ＵＦＪつばさ証券

野村證券
大和証券

播州信用金庫 H16.12.1 日興コーディアル証券
ＳＭＢＣフレンド証券
野村證券

京都中央信金 H17.4.1 野村證券
近畿大阪銀行 H17.4.1 野村證券
滋賀銀行 H17.4.1 日興コーディアル証券
池田銀行 H16.12.1 野村證券
紀陽銀行 H17.4.11 大和証券
びわこ銀行 H17.4.18 ＳＭＢＣフレンド証券
愛知銀行 H16.12.1 野村証券
清水銀行 H16.12.1 大和証券
スルガ銀行 H17.4.1 野村證券
中京銀行 H16.12.1 UFJつばさ証券 

野村証券
トヨタFS証券

百五銀行 H17.1.17 野村証券
岡崎信用金庫 H17.4.1 日興コーディアル証券
岐阜信用金庫 H17.3.1 野村證券

大和証券
大和証券SMBC

十六銀行 H17.3.1 野村證券
大和証券
トヨタFS証券
野村證券
大和証券
日興コーディアル証券

北海道銀行 H17.4.1 野村證券

金融庁

三重銀行 H17.3.14

名古屋銀行 H16.12.1

H17.4.1

三井住友銀行

大垣共立銀行 H17.6.1

監理区分 金融機関名

みなと銀行

みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行

関東財務局

近畿財務局

業務開始日

南都銀行 H16.12.1

H16.12.1東京三菱銀行

H17.4.1

H16.12.1

登録金融機関の証券仲介業務の状況（平成17年6月1日現在）

北洋銀行 H16.12.1

東海財務局

東京都民銀行 H17.1.25

栃木銀行 H16.12.1

北海道財務局

委託証券会社名



資料14-１-７

監理区分 金融機関名 業務開始日 委託証券会社名

岩手銀行 H16.12.1 大和証券㈱
北日本銀行 H17.2.2 日興コーディアル証券
山形銀行 H17.4.1 野村證券
七十七銀行 H17.4.1 野村證券

野村證券
大和証券
野村證券
大和証券

荘内銀行 H17.4.1 日興コーディアル証券
野村證券
日興コーディアル証券

北國銀行 H17.4.1 大和証券
富山第一銀行 H17.4.11 大和証券
広島銀行 H16.12.1 みずほ証券
山口銀行 H16.12.1 大和証券

H16.12.1 日興コーディアル証券
H17.2.1 みずほ証券

西京銀行 H17.1.21 日興コーディアル証券
鳥取銀行 H17.4.1 野村證券
山陰合同銀行 H17.4.1 大和証券
阿波銀行 16.12.13 大和証券・野村證券
伊予銀行 H17.3.1 野村證券
香川銀行 H17.4.1 大和証券
百十四銀行 H17.4.6 野村證券
愛媛銀行 H17.5.31 大和証券
肥後銀行 H16.12.1 野村證券
大分銀行 H16.12.1 野村證券
宮崎銀行 H17.4.1 野村證券
鹿児島銀行 H17.4.1 野村證券

野村證券
メリルリンチ日本証券

十八銀行 H17.4.1 野村證券
前田証券
野村證券

沖縄総合事務局 沖縄銀行 H17. 5.30 大和証券
79 金融機関

H17.4.1

青森銀行

福岡銀行 H17.5.9

福岡財務支局

四国財務局

H17.3.1

九州財務局

秋田銀行

中国財務局

東北財務局

北陸財務局

北都銀行 H17.4.1

西日本シティ銀行 H16.12.1

中国銀行



平成17年6月末日現在

区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等

法人 北陸財務局長 （仲）第11号 平成16年10月22日 合名会社　アイ・ケイ・シー 石川県小松市京町41番地 0761-22-4636 エル・ピー・エル日本証券

個人 関東財務局長 （仲）第23号 平成16年8月2日 相田　智己（Tom　Aid) 神奈川県横浜市金沢区金沢町１６０－２ 045-782-3695 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第54号 平成16年10月14日 ㈱アエルワールド
東京都港区新橋一丁目８番３号
住友新橋ビル７階

- 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第118号 平成17年3月25日 青山　まり子（ベルズ青山） 東京都練馬区大泉学園町３丁目３番８号 090-9953-6657 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第145号 平成17年6月24日 青山アセットエイジェンシー 東京都港区南青山５丁目４番４６号 03-5485-3114 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第5号 平成16年7月23日 赤川則子（FP ハートフルオフィス） 兵庫県神戸市垂水区桃山台３－１１－４ 078-752-8203 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第18号 平成16年11月22日 ㈲アシストネット 三重県四日市市中川原３丁目９番６号 0593-50-5015
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第37号 平成16年9月13日
畔上亜紀男（Ｂ＆Ｌプランニング事
務所）

東京都葛飾区新小岩２丁目１５番１０号 03-5661-6251 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第53号 平成16年10月14日 ㈱アセキュア
神奈川県横浜市西区平沼1丁目13番
14-103号

045-320-3360 日興コーディアル証券

法人 北海道財務局長 （仲）第15号 平成17年6月1日 (有)アセット・カウンセル
北海道札幌市豊平区豊平３条２丁目１番
２９号 トランスビル

011-822-0803 エル・ピー・エル日本証券

法人 東海財務局長 （仲）第43号 平成17年6月14日 ㈱アセットコンサルティング
静岡県静岡市駿河区栗原６番２５号静鉄
栗原ビル４階

054-262-5372 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第130号 平成17年4月26日 ㈲アセットデザイン
千葉県流山市江戸川台東三丁目９０番
地の２

0471-55-0050 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第7号 平成16年6月21日 ㈱アセットマネジメント・ラボラトリー 東京都品川区東品川２－２－２０ 03-5782-8521
日興コーディアル証券
エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第6号 平成16年6月16日 ㈲アソシアードリーフ 東京都渋谷区広尾５－２１－２ 03-5475-6821 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第82号 平成17年1月4日 ㈲あたか保険企画
東京都中央区佃２丁目１番２号
イーストタワーズⅡ3506

03-5560-2830 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第14号 平成16年9月15日 足立博（Ｒ・Ｓ・Ｉ） 岐阜県岐阜市芥見南山２丁目８番２０号 058-241-1668 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第121号 平成17年4月4日 阿藤　弘一
東京都渋谷区渋谷1-8-8
新栄宮益ビル２Ｆ

0467-83-2058 日産証券

法人 関東財務局長 （仲）第132号 平成17年4月26日
㈱アドバンテッジインシュアランス
サービス

東京都目黒区上目黒二丁目１番１号 03-5794-3880 日興コーディアル証券

法人 東北財務局長 （仲）第15号 平成17年2月28日 ㈱安孫子会計ビジネスサービス 山形県山形市城西町２－１－２８ 023-644-7143 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第78号 平成16年12月24日 ㈱アビリティ 東京都台東区蔵前1丁目５番１４号 03-5821-3977
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第45号 平成16年10月4日 ㈱アペックス経営 東京都文京区本郷３丁目１１番９号 03-5802-3050 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第39号 平成17年6月1日 ㈲アポロンリミテッド
愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番１
１号

052-953-6081 エル・ピー・エル日本証券

個人 関東財務局長 （仲）第58号 平成16年10月25日 天野　正一 東京都立川市錦町１丁目６番１７号 042-548-0234 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第67号 平成16年12月2日
ｱﾒﾘｶﾝ・ｴｷｽﾌﾟﾚｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｲﾝ
ｺｰﾎﾟﾚｲﾃﾞｯﾄﾞ

東京都杉並区荻窪4丁目30番16号 03-3220-6037 三井生命保険

個人 東海財務局長 （仲）第24号 平成16年12月15日 有馬寛之
静岡県静岡市葵区大岩２丁目１３番２０
－２０３号

090-1785-9103 日本アジア証券

法人 関東財務局長 （仲）第131号 平成17年4月26日 ㈱アルバ 東京都千代田区猿楽町二丁目１番１４号 03-3291-3472 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第112号 平成17年3月4日 安心堂㈱ 東京都港区虎ノ門五丁目１１番１５号 03-3431-6355 日興コーディアル証券

個人 東北財務局長 （仲）第7号 平成16年9月27日
石田　孝夫（石田コンサルタント事
務所)

青森県八戸市根城５－５－３３
0178－45－
8360

日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第34号 平成17年4月15日 石原純（ｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ）
愛知県知多郡美浜町大字布土字中平井
１５７番地４

0569-82-2666 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第53号 平成17年3月18日 泉谷重治（FPオフィス京都）
京都府京都市中京区壬生森前町８番地
の１３

075-312-3995 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第137号 平成17年5月19日 ㈱イソノインベストメント 山梨県西八代郡六郷町岩間959番地の2 0556-32-1211 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第11号 平成16年6月24日 いちよしビジネスサービス㈱ 東京都中央区八丁堀２－１３－４ 03-3555-9589 いちよし証券

登録番号

証　券　仲　介　業　者　一　覧(50音順）資料14－１－８



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 東海財務局長 （仲）第12号 平成16年9月15日 イッコウサポート㈱
愛知県名古屋市中区新栄１丁目２０番３
号

052-269-0050 日興コーディアル証券

個人 中国財務局長 （仲）第6号 平成17年1月28日 井手下 文子
広島県広島市安佐北区口田１丁目５番６
号

082-842-6445 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第35号 平成17年4月20日 伊藤松治
愛知県名古屋市南区三条２丁目１番１１
号

052-694-0551 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第24号 平成16年8月2日 稲葉　一雄
神奈川県相模原市橋本５丁目１５番２０
号
グレイスヒル橋本３０１

042-770-1828 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第16号 平成16年10月7日 井上　奉文
福岡県大野城市白木原1丁目12番13－
316号(ライオンズマンション）

092-592-1045 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第11号 平成16年12月6日 井上　雅文
熊本県熊本市徳王町３６８番地１６（３０
１）

096-359-7755 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第99号 平成17年1月27日 猪俣　剛（猪俣税理士事務所）
東京都中央区京橋１－１１－５
西勘第２ビル２F

03-3561-0131 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第117号 平成17年3月18日 岩川　昌樹
千葉県千葉市美浜区高洲３－１５－３－
１２０８

043-270-0505 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第135号 平成17年5月10日 岩田　亮 長野県長野市稲里町中央1丁目4番8号 026-286-6217 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第37号 平成17年5月26日 ㈱インターテック
愛知県名古屋市中村区名駅５丁目３１番
１０号

052-571-8037
日興コーディアル証券
日本インベスターズ証券
トヨタファイナンシャル

法人 中国財務局長 （仲）第12号 平成17年6月14日 ㈲ヴィジョン
広島県広島市佐伯区五日市中央５丁目
２１番１２号

082-943-6512 日興コーディアル証券

個人 北陸財務局長 （仲）第10号 平成16年10月6日
上田 廣司(NCBファイナンシャルイ
ンテリジェンス)

富山県富山市水橋ニ杉227番地1号 076-479-9669 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第56号 平成17年3月30日 内田利英 兵庫県宝塚市すみれガ丘２-５-１－３１０ 0797-85-1848 日興コーディアル証券

個人 中国財務局長 （仲）第7号 平成17年2月9日 畝　洋幸 広島県呉市阿賀北５丁目３２番２９号 0823-74-3855 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第66号 平成16年11月26日 ㈱エイ･エム･コンサルティング 東京都東大和市蔵敷３－８８０－４ 042-562-3453 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第64号 平成17年6月3日 Ｈ・Ｓ・Ｃ　岩田勝
和歌山県那賀郡岩出町大字高塚１１２番
地

0736-62-1301 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第1号 平成16年5月27日 ㈲Ａ４ 佐賀県佐賀市鍋島3丁目９－５ 0952-34-1010 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第147号 平成17年6月27日
エス・ディー・ジークライアントサー
ビス会

東京都品川区大崎４丁目１番２号 03-3491-3822 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第5号 平成16年6月7日 江副　康成（Ｂｉｏ－ＦＣ.com） 佐賀県鳥栖市原古賀町337-3 0942-84-2271 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第55号 平成16年10月14日 エヌ・シー・エス興産㈱ 東京都千代田区神田錦町１丁目２番地１ 03-5281-2010 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第111号 平成17年3月2日 エフエー・プランニング㈱
東京都新宿区西新宿４－３２－６
パークグレース新宿５０４号

03-3537-8825
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 東北財務局長 （仲）第12号 平成17年1月14日 ㈱エフケーリンク 青森県弘前市大清水４－９－３ 0172-37-2411
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第38号 平成16年9月21日
㈱FCインベストメント・アドバイザー
ズ

東京都港区六本木６丁目１５番１号 03-5413-5368 藍澤証券

法人 東北財務局長 （仲）第16号 平成17年2月28日 (有)FPコンパス 山形県天童市大字荒谷２５８９ 023-654-8831
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第3号 平成16年5月13日
エフピーアソシエイツアンドファイナ
ンシャルサービシズ㈱

東京都千代田区神田神保町２－５ 03-3239-2237 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第24号 平成16年10月25日 ㈱FPアライアンス
大阪府堺市長曽根町１３０番４２号
さかい新事業創造ｾﾝﾀｰ

072-254-7434
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 東海財務局長 （仲）第1号 平成16年6月24日 ㈱ＦＰ石原
愛知県名古屋市中区大須３丁目１４番５
５号

052-264-1224
トヨタファイナンシャル
サービス証券

法人 関東財務局長 （仲）第59号 平成16年11月10日 ㈱エフピーエム 新潟県三条市荒町２丁目２６番７号 0256-35-5117
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第49号 平成16年10月6日 ㈱エフピー研究所 東京都文京区本郷３丁目３２番１０号 03-5803-2160 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第85号 平成17年1月5日 FPサービス㈱
東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番
５号

03-5642-7560 エル・ピー・エル日本証券

法人 北陸財務局長 （仲）第2号 平成16年6月22日 ㈱エフピーサポート研究所 石川県金沢市広岡1丁目3番1号 076-232-2038 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第44号 平成16年10月4日 ＦＰスピリット
東京都渋谷区代々木２丁目４番９号
新宿三信ビル２階

03-5333-5930 エル・ピー・エル日本証券

法人 近畿財務局長 （仲）第49号 平成17年2月23日 ㈲FP生活研究所
京都府京都市下京区扇酒屋町２８９
デ･リードビル６０３

075-342-1570
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第21号 平成16年7月21日 ㈱エフピープライム 長野県諏訪市高島３－１２０１－９０ 0226-53-3332 エル・ピー・エル日本証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 関東財務局長 （仲）第19号 平成16年7月21日 ㈱エフピープラネット
東京都港区浜松町１－３０－５
浜松町スクエア　Studio１５０１

03-5733-4700 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第6号 平成16年6月14日 ㈲ＦＰホールディングス 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1 093-531-0836
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第60号 平成17年6月2日 ㈱MFI 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２３ 078-252-0961 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第29号 平成16年11月5日 ＭＭＧアローズ㈱
大阪府大阪市中央区船越町２丁目３番
７号

06-6943-0003 ＭＭＧ証券

法人 中国財務局長 （仲）第14号 平成17年6月14日 ㈲エリザベスパートナー 広島県広島市西区大宮１丁目２７番４号 082-537-0089 日興コーディアル証券

法人 中国財務局長 （仲）第5号 平成16年12月6日 ㈲ＬＰコンサルタント
広島県広島市南区出汐１丁目１７番２８-
２０１号

082-250-0606 日興コーディアル証券

個人 北海道財務局長 （仲）第3号 平成16年8月10日 遠藤　紀碩
北海道札幌市豊平区平岸３条７丁目１３
番１号　サンコーポＣ－１号

011-824-4887 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第90号 平成17年1月12日 遠藤　敬夫（FP企画室M5） 茨城県筑西市玉戸1596番地５ 0296-21-0250
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第46号 平成17年1月18日
オージーアイベンチャーキャピタル
株式会社

大阪府大阪市北区神山町８－１梅田辰
巳ﾋﾞﾙ８F

06-6130-8610 ディーブレイン証券

法人 近畿財務局長 （仲）第1号 平成16年6月1日 ㈱オージック
大阪府大阪市中央区安土町３丁目３番
９号

06-6264-3007 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第124号 平成17年4月4日 大島　達男
群馬県北群馬郡子持村大字吹屋４３４番
地

0279-23-4667 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第10号 平成16年9月7日 太田博子（ライフ・プラネット豊橋） 愛知県豊橋市中柴町１００番地 0532-55-9722 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第8号 平成16年6月28日 大森　比呂之 福岡県福岡市中央区平尾5-14-25　102 092-525-1835 日興コーディアル証券

個人 北海道財務局長 （仲）第1号 平成16年6月30日 岡嶋宏明(岡嶋事務所)
北海道札幌市中央区北2条東10丁目15
番4号東光札幌ﾋﾞﾙ204号

011-232-1586 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第98号 平成17年1月27日
岡田　幸司（岡田幸司税理士事務
所）

東京都立川市高松町２－３８－６ 042-524-0658 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第30号 平成16年12月2日 岡藤商事㈱
大阪府大阪市中央区本町３丁目２番
１１号

03-3552-1121 岡三証券

個人 北陸財務局長 （仲）第14号 平成16年12月20日 岡部　郁良（HIB) 石川県かほく市横山タ13番地21 076-285-1424 日興コーディアル証券

個人 沖縄総合事務局長 （仲）第1号 平成16年5月25日 岡部厚志（A&Aシステム） 沖縄県石垣市字石垣59番地の1 0980-82-1541 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第107号 平成17年2月15日 岡本　治郎
東京都目黒区下目黒６丁目１８－２７－１
００１

- トレイダーズ証券

法人 近畿財務局長 （仲）第66号 平成17年6月15日 岡安商事㈱ 大阪府大阪市中央区北浜２－３－８ 06-6222-0001 大塚証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第7号 平成16年6月21日 小川　敬三
福岡県北九州市小倉北区赤坂2丁目3-
29

093-551-6875 日興コーディアル証券

法人 北海道財務局長 （仲）第10号 平成17年1月19日
㈱小川会計マネージメントコンサル
タンツ

北海道虻田郡倶知安町南２条西２丁目
14番地

0136-22-0188 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第40号 平成17年1月14日 奥村啓子
大阪府堺市北野田２２６番地の１ベル・
ヴィラージュ北野田３０５号

072-239-9010 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 関東財務局長 （仲）第29号 平成16年8月13日 ㈱奥山電算ｾﾝﾀｰ 埼玉県川口市西青木１－１８－１０ 048-255-6311 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第5号 平成16年9月2日 押川　哲郎 宮崎県都城市吉尾町1954番地１ 0986-38-6665 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第3号 平成16年8月30日 小田部　智
大分県大分市新町５番１４号(グリーンヒ
ル新町1402）

097-533-8622 日興コーディアル証券

個人 中国財務局長 （仲）第2号 平成16年8月18日 尾浪　義享 広島県三原市長谷町４４３番地 0848-66-0320 日興コーディアル証券

法人 北海道財務局長 （仲）第7号 平成16年10月7日 オフイス・ミスト㈲ 北海道帯広市西8条南18丁目2番地1 0155-23-7511 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第28号 平成16年8月13日 ㈲オフィス・アマダ
東京都新宿区下宮比町２番２８－１１２６
号

03-5225-1250 日興コーディアル証券

法人 北海道財務局長 （仲）第12号 平成17年3月10日 (有)オフィスＯＧＩＴＡ 北海道旭川市東光４条３丁目１番２６号 0166-31-5277 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第24号 平成17年3月24日 オリエント貿易　株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通五丁目2番
25号

092-712-3110 オリエント証券

法人 関東財務局長 （仲）第36号 平成16年9月9日 オリックス㈱ 東京都港区浜松町２丁目４番１号 03-5419-5541 オリックス証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第20号 平成16年12月27日 垣内　俊己 長崎県長崎市西北町36-7 095-842-3171 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第2号 平成16年6月30日 角田　樹美
大阪府大阪市東淀川区淡路４丁目２０番
４１号

06-6322-0077 日興コーディアル証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

個人 四国財務局長 （仲）第3号 平成17年1月18日 門田　俊彦
愛媛県松山市天山３丁目７番３８号　ジョ
イフルプラザ天山１２０４号

089-913-2755 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第12号 平成16年8月20日 ㈱日本ライフ 大阪府大阪市西区北堀江１丁目５番２号 06-6536-6602 日興コーディアル証券

法人 九州財務局長 （仲）第2号 平成16年6月7日 ㈱神園経営センター 鹿児島県川内市中郷6900番地
0996－27－
1133

日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第100号 平成17年2月3日 狩俣　京子
埼玉県さいたま市緑区大字三室
１０４７番地１

048-875-5912 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第32号 平成16年8月16日 川合　亮太（ＡＬＬ　ＡＳ　ＯＮＥ）
東京都小平市喜平町３－３－７
小平団地３０２号

042-329-5021 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第20号 平成16年9月29日 川崎隆
大阪府大阪市住吉区墨江１丁目８番
１０号

06-6676-0500 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第31号 平成16年12月6日 ㈲関西企業年金設計
大阪府大阪市中央区南本町３丁目５番
３号

06-6281-6170 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第102号 平成17年2月4日 ㈲キース 千葉県柏市布施新町三丁目１５番７号 04-7131-9461 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第142号 平成17年6月14日 木内　清章 神奈川県平塚市八重咲町23番8号 0463-21-2317 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第97号 平成17年1月27日 岸　達也
東京都渋谷区西原３－４－２
紅谷ビル２０６

03-5452-0941 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第51号 平成17年3月3日 北尻克人
大阪府大阪市中央区平野町３－３－７－
２０２

06-6228-6631 日興コーディアル証券

個人 中国財務局長 （仲）第3号 平成16年10月21日 行政書士・FP山本重吉事務所
広島県広島市西区観音新町２丁目４番２
６号

082-503-3697 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第138号 平成17年5月27日 ㈲鯨井会計 茨城県つくば市二の宮一丁目11番地7 029-856-8066 日興コーディアル証券

法人 北陸財務局長 （仲）第5号 平成16年7月21日 ㈲グッドウィルプランニング 福井県福井市二の宮5丁目2番10号 0776-27-5331 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第63号 平成16年11月15日 ㈲くにば証券総合サービス 東京都新宿区水道町４番２９ 03-3260-0928 日産証券

個人 近畿財務局長 （仲）第27号 平成16年10月25日 國廣好行 大阪府和泉市小野町２３番地４５ 0725-41-2664 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第18号 平成16年7月21日 久保　誠
神奈川県横浜市都筑区東山田3-23-4-
203

03-3400-5155
日産証券
トレイダーズ証券

個人 東海財務局長 （仲）第8号 平成16年8月18日
久村文乃（ライフ・プラネット名古
屋）

愛知県春日井市鳥居松町４丁目２４４－
１－６０１

050-3039-8772 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第48号 平成16年10月5日
倉澤　秀一
（伊那投資相談）

長野県伊那市大字富県１６２番地 0265-78-0130 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第73号 平成16年12月13日
㈲グラデュアル・ライフ・マネジメン
ト

神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目３
１番２－５１５号

045-563-3632 日産証券

個人 近畿財務局長 （仲）第63号 平成17年6月3日 栗栖会計事務所 栗栖敬之 和歌山県海南市船尾２００番地 073-482-5006 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第70号 平成16年12月6日 栗原　克己 埼玉県越谷市東越谷８丁目１６３番地４ 048-963-1122 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第62号 平成16年11月15日 ㈱クレディセゾン 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 03-3988-7870 マネックス・ビーンズ証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第21号 平成17年1月21日
畔柳　利之(ライフデザインパート
ナー)

福岡県太宰府市通古賀3-13-13　西都ビ
ル305

092-592-1123 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第54号 平成17年3月29日 ㈱ケイ・アイ・ティ
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前八
軒町３番地２

075-864-8660
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第16号 平成16年9月15日 ㈲ 恵泉プランニング
大阪府大阪市中央区本町橋１番１３号
コーシン本町橋６０２号室

06－4790－
5820

日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第115号 平成17年3月8日 ㈱ＫＢＳ 新潟県新潟市竹尾２丁目２０番２０号 025-271-6852
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 東北財務局長 （仲）第10号 平成16年12月2日 ㈱ケー・アンド・アイ
宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字一郷
７０－３

0223-34-8126
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第1号 平成16年5月12日 ケン不動産投資顧問㈱ 東京都港区西麻布１－２－７ 03-5413-5703 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第15号 平成17年4月21日 合志　弘章 宮崎県宮崎市霧島４丁目９番地 0985-35-7720 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第39号 平成17年1月7日 ㈲コスモスリンク
京都府京都市下京区四条通烏丸西入ル
凾谷鉾町８３番地第三田源ビル６F

075-211-0203
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第126号 平成17年4月19日 後藤　厚裕 長野県長野市大字安茂里５３９番地３ 026-225-6935 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第61号 平成16年11月12日
小橋　あき子
（FPオフィス　すまいる舎）

千葉県船橋市本町４丁目４３番１９号
フクノヤビル２０１号

047-460-0450 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第43号 平成16年10月1日
近藤　真司
（Investment & Insurance Style)

東京都世田谷区下馬６－２１－３
ステラ学芸大学２０１

03-5430-6027
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 北海道財務局長 （仲）第6号 平成16年9月29日 ㈲コンビニエンスオフイスタケハラ 北海道江別市元江別本町19番地の1 011-385-2923 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第88号 平成17年1月11日 ㈲埼玉プロFPオフィス 埼玉県上尾市泉台三丁目１３番地１４ 048-787-4837 日興コーディアル証券

個人 北海道財務局長 （仲）第5号 平成16年8月27日 佐川　晋一
北海道札幌市中央区北1条西19丁目2番
地17表参道明豊ビル2F

011-621-2004 日興コーディアル証券

法人 東北財務局長 （仲）第17号 平成17年4月15日 サクシード㈱
宮城県仙台市青葉区国分町1－８－１４
仙台第２協立ビル８F

022-265-8441
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第59号 平成17年6月2日 有限会社サクセサ
大阪府大阪市西区靭本町１－１２－６オ
カザキビル８階

06-6445-1311 日興コーディアル証券

個人 北陸財務局長 （仲）第15号 平成16年12月20日 笹岡　芳秋 富山県上新川郡大山町上野589 076-483-0774 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第19号 平成16年11月16日 佐々木　一達（一達FP事務所） 福岡県宗像市天平台4番地２１ 0940-35-0196 日興コーディアル証券

個人 北海道財務局長 （仲）第14号 平成17年5月19日 佐々木　広美
北海道札幌市北区新琴似１１条１０丁目
７番３号

011-764-5963 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第17号 平成16年9月15日 里見周二 兵庫県宝塚市逆瀬川１丁目６番１１号
0797－72－
7110

日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第93号 平成17年1月20日 ㈲サポートタカハシ 新潟県長岡市要町三丁目４番２３号 0258-32-0874 日興コーディアル証券

法人 東北財務局長 （仲）第2号 平成16年6月30日 （有）サワグチ企画 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘３－１－３ 022-275-8455
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 東海財務局長 （仲）第40号 平成17年6月1日 ㈲サンサポートシステムズ 岐阜県岐阜市市橋４丁目１４番１２号 058-276-1776 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第146号 平成17年6月24日 シー・ヴイ・エス・ベイエリア㈱ 千葉県浦安市美浜１丁目９番２号 047-381-6166 ワンアジア証券

法人 東海財務局長 （仲）第30号 平成17年2月16日 ㈱シーエスコンサルタント
愛知県名古屋市中区栄２丁目１１番１９
号熊田白川ビル１０階

052-219-5810
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第2号 平成16年5月12日 ＧＣインベストメントサービス㈱ 東京都中央区京橋１－４－１０ 03-3548-0280 日興コーディアル証券

法人 中国財務局長 （仲）第1号 平成16年7月20日 ㈲Jade
広島県広島市安佐南区中須２丁目６番２
－７０８号

082-870-7716 エル・ピー・エル日本証券

法人 東海財務局長 （仲）第23号 平成16年12月14日 ㈱Ｊパートナー 愛知県名古屋市東区泉１丁目１６番７号 052-957-7275 エル・ピー・エル日本証券

法人 近畿財務局長 （仲）第32号 平成16年12月6日 ㈱ジェー･エム･シー
京都府京都市上京区今出川通小川西入
飛鳥井町２６８番地

075-431-9361 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 九州財務局長 （仲）第1号 平成16年5月12日 ㈲ジェット総合保険 熊本県熊本市島町３丁目８－３４ 096-311-3733 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第77号 平成16年12月24日 ㈲時空工房 埼玉県所沢市宮本町1丁目１１番２１号 04-2921-4315 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第33号 平成17年3月11日 システム㈱
愛知県名古屋市中村区則武１丁目１０番
地６号

052-452-5565
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第15号 平成16年6月29日 柴田　彰洋（柴田事務所） 東京都中央区日本橋茅場町２－６－８ 03-5614-5786 山丸証券

個人 東海財務局長 （仲）第7号 平成16年8月5日
芝田佳代(ウィッツ・ファイナンシャ
ル・サービス)

愛知県春日井市月見町１１－３第１ミノタ
ハイツ１０３号

0568-89-5755 日興コーディアル証券

個人 北海道財務局長 （仲）第11号 平成17年1月31日
澁田　勲（北海道労務管理セン
ター)

北海道札幌市中央区南1条西13丁目4番
地55岩渕ﾋﾞﾙ２階

011-261-4760 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第16号 平成16年6月30日 島村　勝（あゆみキャピタル） 東京都江戸川区西小岩１－２９－１１ 03-3657-4757 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第20号 平成16年12月3日 島村賢一 静岡県静岡市駿河区宮竹１－１８－１５ 054-236-6868 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第141号 平成17年6月9日 湘南年金プランニング㈱ 神奈川県藤沢市藤沢556番地 0466-23-5111 日産証券

法人 関東財務局長 （仲）第65号 平成16年11月26日 ㈱シルバーバック 東京都港区赤坂２丁目１２番２１号 03-3568-7411
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 北陸財務局長 （仲）第1号 平成16年5月12日 ㈱新和コンサルティング 福井県福井市成和1丁目2233 0776-26-4670 エル・ピー・エル日本証券

個人 東海財務局長 （仲）第36号 平成17年5月26日 杉本守
愛知県名古屋市中区丸の内３丁目８ー８
山富丸の内ビル３Ｆ

090-8544-8902 安藤証券

個人 関東財務局長 （仲）第56号 平成16年10月21日 杉山　明
神奈川県川崎市宮前区土橋
２－２－２－３０１

044-854-8480 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第144号 平成17年6月22日 杉山　秀美（杉山総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）
東京都世田谷区北烏山六丁目31番１３
号　ｼﾝｾﾘﾃｨ北烏山305

03-3326-5574 日興コーディアル証券

個人 東北財務局長 （仲）第11号 平成17年1月7日
鈴木　禎夫（マリア・アセットカウン
セリング）

福島県郡山市池ノ台１１ー１ 024-934-7411 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第26号 平成17年1月18日 鈴木明敏
愛知県名古屋市天白区天白町大字平針
字向之山１６８５番地の４

052-802-6793 日興コーディアル証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 東海財務局長 （仲）第27号 平成17年2月2日 ㈲スマッシュエフピー経営 愛知県知立市長田１丁目１１番 0566-83-3055 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第22号 平成16年7月28日
角野　武彦（ベスト　ライフ　パート
ナーズ）

埼玉県所沢市山口３７０－２８ 04-2925-4105 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第35号 平成16年12月20日 ㈱清泉
大阪府大阪市北区西天満４丁目１２番
１１号

06-6314-1081 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 近畿財務局長 （仲）第68号 平成17年6月29日 ㈱セントラルコンサルティング 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２３ 078-265-5005 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第2号 平成16年5月28日 ㈱綜合経営コンサルタント 福岡県福岡市南区筑紫丘1丁目12-1 092-512-9842 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第8号 平成16年11月22日 園田　謙市 熊本県熊本市国府本町55番55-2号 096-361-1356 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第46号 平成16年10月4日 ソフィアブレーン㈱ 東京都文京区本郷２丁目２９番７号 03-3816-4453 日産証券

法人 近畿財務局長 （仲）第58号 平成17年6月2日 ㈱ソフコ
大阪府堺市深井清水町３９８５番地HS深
井ビル

072-277-0511 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第94号 平成17年1月20日
髙木　容子（髙木容子税理士事務
所）

東京都北区赤羽２－２－２
赤羽スカイハイツ２１３号

03-3901-9880 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第25号 平成16年10月25日
髙木信一
（ファイナンシャル・プランナー高木
事務所）

大阪府大阪市中央区本町３丁目１番９号
大韓航空ビル１０階

06-6267-1770 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第129号 平成17年4月25日 髙澤　美智子
千葉県市川市鬼高２丁目２１番３１号５０
７室

047-336-4525 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第3号 平成16年7月9日 高田浩史（FP　solution）
大阪府堺市金岡町７０４－２
エバーグリーン金岡４－１００７

072-257-7679 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第92号 平成17年1月20日 ㈱高輪MFP 東京都港区高輪三丁目１９番８－２０１号 03-3445-1717 三菱証券

個人 近畿財務局長 （仲）第44号 平成17年1月14日 高橋英行（LPP）
大阪府大阪市西区北堀江１丁目５番２号
四ツ橋新興産ビル３０３

06-6536-0506 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 東海財務局長 （仲）第28号 平成17年2月8日 ㈲タケＦＰセンター
愛知県名古屋市天白区平針２丁目８０７
番地高瀬木ビル１０１号

052-801-9251 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第106号 平成17年2月9日 武田　惠美子（武田事務所） 東京都新宿区富久町２２番２４-２０２号 03-3226-8456 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第116号 平成17年3月8日 武田　守弘 東京都足立区佐野二丁目２６番１６号 03-5613-5477 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第2号 平成16年7月23日
竹田克彦（キートスコンサルティン
グ)

愛知県名古屋市西区八筋町４７３番地の
２

052-506-5160 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第10号 平成16年11月29日 立川　信之
熊本県玉名郡天水町大字小天3842番地
１

0968-82-2038 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第38号 平成17年1月5日 ㈱タック
京都府京都市上京区千本通出水上ル弁
天町３１３番地ノ２

075-451-0700 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 東北財務局長 （仲）第3号 平成16年7月29日 ㈱タック 福島県いわき市小名浜住吉字浜道５８ 0246-76-1543 ディー・ブレイン証券

法人 近畿財務局長 （仲）第61号 平成17年6月2日 ㈱タックブレイン 大阪府大阪市東成区玉津３－１４－３ 06-6978-0101 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第25号 平成17年1月13日 田中英治
愛知県一宮市多加木５丁目２９番３５号
ハウス松本３０１号

0586-24-2250 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第15号 平成16年9月29日 田中幹子 三重県四日市市安島２丁目３番２１号 0593-51-2078 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第96号 平成17年1月20日 田伏　秀輝
東京都港区南青山５－１２－２
ヴァンドームヤマダイーストビル９F

090-9056-9154 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第34号 平成16年12月20日 田村知代子 大阪府堺市長曽根町３４９ 072-240-2033 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第22号 平成17年3月11日 筑前興産　株式会社
福岡県筑紫野市美しが丘北四丁目1番地
２

092-926-1122 エル・ピー・エル日本証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第14号 平成16年10月7日 中央保険サービス　㈱ 佐賀県鳥栖市高木瀬東2丁目2番37号 0952-30-4152 日興コーディアル証券

法人 北陸財務局長 （仲）第8号 平成16年9月7日 ㈲中小企業サポートセンター 福井県福井市文京二丁目17番4号 0776-21-1414 日興コーディアル証券

法人 四国財務局長 （仲）第5号 平成17年2月4日 ㈲塚本保険事務所 愛媛県松山市ニ番町３丁目１０番地６ 089-921-3833 日興コーディアル証券

個人 四国財務局長 （仲）第6号 平成17年5月9日 津田　正介 高知県高知市西秦泉寺１５４番地５ 088-822-8437 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第133号 平成17年4月26日 土屋　恵子（土屋恵子ＦＰ事務所）
東京都台東区池之端２丁目１番３５号ー
２８０７号ルネッサンスタワー上野池之端

- 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第10号 平成16年6月22日 津端　忠男 群馬県富岡市黒川字中才650番地 0274-70-2166 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第139号 平成17年5月27日 ティーエム・コンサルティング㈱
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿
アイランドタワー４階

03-3345-8996 エル・ピー・エル日本証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

個人 関東財務局長 （仲）第76号 平成16年12月16日 出口　筧太郎 東京都大田区田園調布1丁目２５番１５号 03-5483-8232 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第140号 平成17年5月27日 出島　忠彦
埼玉県さいたま市見沼区堀崎町１０１３－
９

048-685-6440 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第72号 平成16年12月13日 Teneo Partners Limited
東京都港区南青山7丁目8番1号小田急
南青山ビル10階

03-5562-2841
イー・ティー・インスティ
テューショナル証券会社
東京支店

法人 東海財務局長 （仲）第38号 平成17年6月1日 ㈲東海コンサルティング 愛知県春日井市上田楽町３４４９番地４ 0568-85-0092 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第119号 平成17年3月29日 東芝保険サービス㈱ 東京都中央区銀座五丁目２番１号 03-3289-3803
三井住友海上火災保険
東京日動火災保険
日本興亜損害保険

法人 近畿財務局長 （仲）第36号 平成16年12月20日 ㈲トータルマネージメント 大阪府吹田市江坂町１丁目２３番１０１号 06-6337-3227 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

個人 中国財務局長 （仲）第10号 平成17年3月4日 冨永　純治 広島県広島市中区東白島町２１番７号 082-221-3321 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第26号 平成16年10月25日 豊田克正（トヨダFP) 大阪府吹田市新芦屋上９番２１号 06-6879-2312 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第108号 平成17年2月21日 ㈱トライ･ファイブ
東京都港区南青山５-１２-２
ヴァンドームヤマダイーストビル

03-5795-0151 トレイダーズ証券

個人 関東財務局長 （仲）第33号 平成16年9月6日 仲　和成
神奈川県横浜市港北区新横浜
２－７－４－６０２

045-471-3288 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第39号 平成16年9月29日 中静　昌美 新潟県長岡市飯塚３７４６番地 0258-92-6424 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第31号 平成16年8月16日 長島　千恵
東京都港区芝浦1-14-15
ユニーブル田町306号

03-5419-8677 日興コーディアル証券

個人 北陸財務局長 （仲）第16号 平成17年2月22日 中村　絢一（中村税務経営事務所） 富山県高岡市三女子141-3 0766-21-0101 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第16号 平成16年10月13日 名古屋トヨペット㈱ 愛知県名古屋市熱田区尾頭町２番２２号 052-683-2049
トヨタファイナンシャル
サービス証券

個人 近畿財務局長 （仲）第7号 平成16年7月23日 西田貞利 兵庫県川西市清和台東２－３－５４ 072-799-0470 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第48号 平成17年2月9日 西村國光（ＦＰミズキ） 兵庫県姫路市広畑区西蒲田５４６－１５ 0792-36-7994
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第84号 平成17年1月4日 ㈱日本パートナー会計事務所
東京都千代田区神田駿河台四丁目３番
地
新お茶の水ビルディング

03-3295-8477 三菱証券

法人 関東財務局長 （仲）第68号 平成16年12月6日 日本ユニコム㈱
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目３８番
地１１号

03-5623-5111 センチュリー証券

個人 東海財務局長 （仲）第21号 平成16年12月7日 二村幸男
愛知県名古屋市名東区にじが丘２丁目７
番地ｱｰﾊﾞﾝﾗﾌﾚ虹ヶ丘西１０号棟５０４号

052-782-6322 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第71号 平成16年12月10日 ㈱ノースアイランド 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 03-3216-2004 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第7号 平成16年11月15日 野田　和宏 熊本県熊本市池田1丁目35番3-710号 096-356-2270 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第3号 平成16年7月23日 野田勝治（松葉屋) 愛知県蒲郡市本町９番地２０号 0533-68-3914 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第89号 平成17年1月12日 野中　茂（野中公認会計士事務所）
神奈川県川崎市幸区幸町３－５５５－４
イトーピア多摩川８０６

044-210-0221 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第43号 平成17年1月14日 野間雅伸
大阪府大阪市中央区南船場１丁目９番２
４号南船場オレンジハイツ２０１号

06-4705-7758 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

個人 関東財務局長 （仲）第12号 平成16年6月29日 橋爪　恒治（アルカディアウェブ）
埼玉県川口市戸塚境町３２－１８エスブレ
ンドビスタⅡ１０３号

048-291-0335 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第40号 平成16年9月29日 橋本　秀則
栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋
７１８番地１３

0285-53-3376 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第52号 平成17年3月3日 ㈱橋本アセットマネジメント
兵庫県西宮市甲風園１－１０－１サテライ
トビル２

0798-69-3225 タイコム証券

法人 東海財務局長 （仲）第41号 平成17年6月10日 ㈲ハセ川保険事務所 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ５番１０号 0593-78-7721 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第79号 平成17年1月4日 服部　誠
東京都中央区銀座１丁目１４番１０号
松楠ビル１０階

03-5524-0050 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第12号 平成16年9月10日 速水三郎 福岡県春日市大土居3丁目56番地 092-595-0660 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第127号 平成17年4月19日 原　貞夫 東京都府中市押立町１－３５－１　1-709 042-360-2302 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第6号 平成16年7月23日 播磨かおり（ブレインヴィスタ）
大阪府大阪市北区西天満３－６－２８
オクタス西天満１F

06-6363-1333
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 東海財務局長 （仲）第11号 平成16年9月7日 判治茂樹 三重県鈴鹿市白子４丁目１３－２４ 0593-87-1549 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第6号 平成16年7月28日 伴美智子 静岡県静岡市清水区八木間町２００２ 0543-69-5835 日興コーディアル証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 北陸財務局長 （仲）第17号 平成17年2月22日 ㈱B．P．F 福井県小浜市千種一丁目4番2号 0770-53-3110 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第23号 平成16年10月21日 ㈱ビギンワン
大阪府大阪市西区京町堀1丁目12番10
号

06-6459-0410
エル・ピー・エル日本証券
アイエヌジー生命保険

個人 九州財務局長 （仲）第12号 平成17年1月13日 肥後　力　(肥後FP事務所) 鹿児島県鹿児島市上荒田町１４番１６号 099-263-8431 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第128号 平成17年4月19日 ㈲ビジネスサービス 長野県松本市城西二丁目５番１２号 0263-32-4737 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第134号 平成17年5月10日 ひまわりシーエックス㈱ 東京都港区海岸一丁目11番1号 03-5400-3400 ひまわり証券

法人 九州財務局長 （仲）第14号 平成17年2月28日 （有）ヒューマック大分 大分県大分市大字皆春1571番地の１ 097-524-0100 エル・ピー・エル日本証券

個人 近畿財務局長 （仲）第21号 平成16年9月29日 平井寬（エフピーコンパス） 大阪府吹田市藤白台２－２７－１ 06-6835-7080 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第31号 平成17年2月16日 ㈲裕泉 岐阜県岐阜市則武西２丁目２０番１０号 058-210-0615 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第51号 平成16年10月8日 ファーストメイク・リミテッド㈱
東京都千代田区岩本町二丁目8番9号
林慶ビル

03-5821-6180 山丸証券

法人 関東財務局長 （仲）第5号 平成16年5月28日 ファイナンシャルサービス㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町１－７－９ 03-3668-8380 日本アジア証券

法人 関東財務局長 （仲）第125号 平成17年4月14日 ㈱フェイス
東京都文京区小日向四丁目６番２２号ア
セント茗荷谷

03-5977-8139 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第80号 平成17年1月4日 藤井　努 埼玉県さいたま市南区大谷場１－１５－７ 048-882-6212 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第149号 平成17年6月28日 藤岡雅光税理士事務所 千葉県木更津市文京２丁目２番４号 0438-23-5741 日興コーディアル証券

法人 四国財務局長 （仲）第2号 平成16年11月22日 ㈱船井財産コンサルタンツ高松 香川県高松市塩上町３丁目１番１号 087-834-0122
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険
エイチ・エス証券

法人 東海財務局長 （仲）第29号 平成17年2月16日 プラティーヌ・アンジュ㈱
愛知県一宮市栄４丁目１番１号中村建設
駅前ビル３Ｆ

0586-26-5566 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第136号 平成17年5月17日
㈲フリーファイナンシャルプランニン
グ

東京都町田市鶴間1764番地 042-795-9721 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第23号 平成17年3月11日 古川　敬子
福岡県福岡市中央区平尾浄水町57番地
の2

092-522-1743 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第81号 平成17年1月4日
古川　増美
（ＦＵＲＵＫＡＷＡ・Ｆ・Ｐ・ＳＴＡＴＩＯＮ）

長野県長野市篠ノ井二ツ柳１９３３-６ 026-293-1163 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第57号 平成16年10月25日 フルパワー㈱ 東京都港区芝公園３丁目５番４号 03-3438-1590 日産証券

法人 近畿財務局長 （仲）第47号 平成17年2月7日 ㈲プロテック 和歌山県和歌山市田中町５丁目２番４号 073-402-0960
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第65号 平成17年6月9日 ㈲ベストプラクティス
大阪府大阪市中央区南船場２丁目５番１
９号

06-6125-3810 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第8号 平成16年6月22日 ベストライフ＆ビジネス㈱ 東京都中央区日本橋１－２－１０ 03-3516-7784 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第95号 平成17年1月20日 ベター･ライフ･プランニング㈱
神奈川県横浜市鶴見区向井町三丁目
７７番地の４

045-501-5589
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 北陸財務局長 （仲）第19号 平成17年6月17日 ㈲北陸保険補償 石川県金沢市額谷三丁目47番地 076-298-9090
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 福岡財務支局長 （仲）第11号 平成16年8月26日 ㈲　ほけん工房 長崎県佐世保市湊町２番１3号 0956-29-0450
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 北陸財務局長 （仲）第6号 平成16年8月25日 ㈲保険ネットワーク 福井県武生市村国二丁目5番39号 0778-21-1329
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第14号 平成16年6月29日 堀江　忠煕 東京都中野区鷺宮４－４１－１９ 03-3338-1793 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第60号 平成16年11月12日
前川　貢
（前川FP事務所アドバンス）

埼玉県草加市吉町１丁目２番２４号 03-3384-8969 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第55号 平成17年3月30日 前野夕布子
兵庫県伊丹市中野西３-１-１マイシティ伊
丹２－５０８

072-780-3169 日興コーディアル証券

個人 北陸財務局長 （仲）第12号 平成16年10月29日 牧野　英治（ＦＰライフデザイン） 富山県新湊市今井722番地4 0766-82-4830 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第122号 平成17年4月4日
牧野　博樹
（ｻｰﾄﾞ･ﾌﾛｱ･ｱｾｯﾄｱﾛｹｰｼｮﾝ(AA))

新潟県新潟市万代１丁目２番３号
コープ野村万代９０５号

025-247-3669 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第110号 平成17年3月1日 ㈱マスネットワーク 長野県松本市巾上９番９号 0263-33-2223
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第120号 平成17年3月29日 馬田　直明（ＳＭＡＲＴ　ＰＬＡＮ）
東京都大田区大森南３－３３－１５
アークホーム大森３０１

03-3741-5732
090-9300-8589

日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第91号 平成17年1月13日 松下住宅販売㈱ 東京都北区赤羽二丁目８番３号 03-3902-8411 日興コーディアル証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 北陸財務局長 （仲）第7号 平成16年9月6日 ㈲松田マネジメントセンター 福井県大野市本町8番17号 0779-65-1426 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第41号 平成16年9月29日 松本　勝晴 千葉県松戸市馬橋５３２－３ 047-344-3045 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第25号 平成16年8月2日 松山　智彦
神奈川県川崎市宮前区有馬
９－２－３０－１０６

044-855-5001 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第114号 平成17年3月4日 松山　豊明 新潟県燕市井土巻５－１７４－３Ｆ 0256-61-1466 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第44号 平成17年6月24日 松山尚登 岐阜県飛騨市神岡町西１７３２番地 0578-2-0903 日興コーディアル証券

法人 中国財務局長 （仲）第8号 平成17年3月4日 ㈲マネーコンシェルジェ 広島県東広島市西条昭和町１３番３７号 082-423-9684
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第22号 平成16年9月30日 ㈱マネージメントブレイン
京都府京都市下京区仏光寺通柳馬場西
入東前町４０８番地の１

075-352-3336 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第101号 平成17年2月4日 真野　千司
東京都千代田区二番町１番地
番町ハイム２２９号

03-5276-3261 日興コーディアル証券

法人 北陸財務局長 （仲）第18号 平成17年5月11日 ミキン・システ㈱ 富山県砺波市一番町2番22号 0763-33-2827 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第69号 平成16年12月6日 ㈲ミタクル 埼玉県熊谷市赤城町３丁目１６１番地 03-3546-6689 エル・ピー・エル日本証券

法人 近畿財務局長 （仲）第67号 平成17年6月29日 ㈱ミツワ保険サービス 兵庫県川西市久代１－８－３３ 072-756-1776 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第75号 平成16年12月13日 三戸　浩
埼玉県さいたま市西区大字西遊馬
１２６９－１－１０３

- 日興コーディアル証券

法人 東北財務局長 （仲）第14号 平成17年2月16日 ㈱ミナミ保険 秋田県本荘市出戸町字給人町４０-２ 018-28-5111
日興コーディアル証券
東京海上日動火災保険

個人 四国財務局長 （仲）第1号 平成16年9月2日 宮川　集
愛媛県松山市南堀端町５番地６
大森ビル４Ｆ

089-947-0702 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第45号 平成17年1月14日 宮﨑準二（宮崎FPオフィス） 大阪府寝屋川市若葉町２４－１－３０８ 072-838-9240 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 東北財務局長 （仲）第6号 平成16年8月27日 ㈲　みらい　創研
宮城県仙台市青葉区中央４－７－２５－
２０２

022-714-6131
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第105号 平成17年2月8日 メトロインステック㈱ 栃木県宇都宮市桜三丁目２番５１号 028-610-5355
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第143号 平成17年6月21日 本橋　貞夫 東京都羽村市緑ヶ丘2丁目1番地１４ 042-555-1423 日産証券

個人 北陸財務局長 （仲）第3号 平成16年7月15日 森下　陽（保険プランナー森下） 福井県敦賀市中央町2丁目604番地 0770-23-9788 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第87号 平成17年1月11日
矢崎　雅之
（イデアクリーク（矢崎FP保険事務
所））

埼玉県所沢市大字北秋津１１６番地の２
５

04-2939-2431 日興コーディアル証券

個人 福岡財務支局長 （仲）第3号 平成16年6月2日
安河内　健治
（証券アナリスト安河内事務所）

福岡県糟屋郡粕屋町酒殿1318 092-938-3407 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第47号 平成16年10月4日
矢ノ目　忠
（矢ノ目忠税理士事務所）

東京都江東区門前仲町２丁目２番１６号
えとりビル３階

03-5639-7761 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第52号 平成16年10月14日 山口経営企画㈱ 埼玉県飯能市緑町７番地６ 042-974-2275 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第62号 平成17年6月3日 山路哲
和歌山県和歌山市西汀丁２６和歌山県
経済センター４階

073-433-1106 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第37号 平成16年12月20日 山下幸子（山下FP企画） 兵庫県西宮市中浜町３番１０-２０３号 0798-36-4877 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

個人 関東財務局長 （仲）第113号 平成17年3月4日 山田　瑞穂夫（四谷ＦＰ事務所） 埼玉県所沢市中新井３丁目５番８号 04-2942-8013 山丸証券

個人 近畿財務局長 （仲）第33号 平成16年12月20日 山田和夫（イーズイFP）
大阪府大阪市住吉区長居東３丁目１１番
１２号４０１

06-6699-5939 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

個人 東北財務局長 （仲）第1号 平成16年6月30日
山田　善一郎(山田ファイナンシャ
ルコンサルティング）

福島県耶麻郡塩川町字東栄町２－５ー６ 0241-28-1015 日興コーディアル証券

個人 九州財務局長 （仲）第6号 平成16年9月29日 山元　英彦 鹿児島県鹿児島市新照院19-4-602号 099-222-4736 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第18号 平成16年9月15日 山本和彦（オフィス山本）
兵庫県神崎郡福崎町西田原１５５０
プランドール福崎ⅡB－２０６

0790-24-2310 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第25号 平成17年4月4日 有限会社　アクシス・プラザ 長崎県長崎市古川町4番8号 095-827-0007 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第26号 平成17年6月9日 有限会社　保険市場 福岡県筑後市大字一条630-1 0942-52-1771 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第27号 平成17年6月9日 有限会社　宮﨑経営研究所 佐賀県唐津市和多田南先石4083番地3 0955-73-3251 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第86号 平成17年1月6日 横田　昭夫（横田税務会計事務所） 東京都大田区東馬込１－１２－１２ 03-3775-1048 日興コーディアル証券



区分 登録年月日 業者名（日本語） 住所（日本語） 電話番号 所属証券会社等登録番号

法人 福岡財務支局長 （仲）第17号 平成16年10月12日 ㈱　ヨシケン
福岡県福岡市南区大楠2丁目10－9－
205

092-522-8613
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 関東財務局長 （仲）第27号 平成16年8月12日 吉田　信康
東京都中野区中野３丁目３６番１０号
中野ヒルサイドビル４０５

03-3382-8088 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第74号 平成16年12月13日 吉田　英樹
神奈川県横浜市都筑区中川１丁目２０番
１号サファーレ中川６０５号

045-915-8475 日興コーディアル証券

個人 沖縄総合事務局長 （仲）第2号 平成16年12月17日 與那嶺敬（ＦＰ事務所モパファ）
沖縄県那覇市首里４－３１　與那嶺方２
階

098-884-6202 日興コーディアル証券

個人 東海財務局長 （仲）第32号 平成17年2月18日 米川卓志
三重県一志郡香良州町浜浦１７９６番地
の７

059-292-3411 日興コーディアル証券

法人 福岡財務支局長 （仲）第18号 平成16年10月22日 ㈲　ライトニング 福岡県福岡市博多区下呉服町5-4 092-281-6828 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第15号 平成16年9月9日 ㈱ ライフコンサルティング
兵庫県神戸市中央区三宮町３丁目９番
２０号南泰ビル８F

078－331－
5324

日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 関東財務局長 （仲）第34号 平成16年9月6日 ㈱ライフサポート・ワン 千葉県市川市本行徳２３番１６号 047-307-2400
トヨタファイナンシャル
サービス証券

個人 近畿財務局長 （仲）第11号 平成16年8月12日 安田昌義 (Life Staff 21)
京都府相楽郡木津町木津川台６丁目
２-１ ローレルスクエア木津川台５-８０３

0774-72-9267 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第104号 平成17年2月7日 ㈱ライフプラザホールディングス
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３９番
地３グランシェル２階

045-949-8720
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

法人 近畿財務局長 （仲）第41号 平成17年1月14日
㈱ライフプランニングコンサルタン
ツ

大阪府松原市高見の里４丁目５番３３号 072-335-7260 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

法人 関東財務局長 （仲）第109号 平成17年2月28日 ㈱リバティー･パートナーズ 東京都渋谷区本町一丁目２０番２号 03-5334-5363 日興コーディアル証券

法人 東海財務局長 （仲）第22号 平成16年12月13日 ㈲Ｒプランニング 岐阜県可児市広見８２４番地１ 0574-61-2357 エル・ピー・エル日本証券

法人 東北財務局長 （仲）第8号 平成16年11月12日 リリー保険㈱ 山形県鶴岡市本町２－２ー８ 0235-24-3111 ディー・ブレイン証券

法人 近畿財務局長 （仲）第57号 平成17年5月23日 ㈲リンクス 大阪府大阪市旭区高殿６-１２-３２-２０８ 06-6966-9355 日興コーディアル証券

法人 近畿財務局長 （仲）第8号 平成16年8月4日 ㈱ローソン 大阪府吹田市豊津町９番１号 03-5435-1800 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第26号 平成16年8月12日
ロンバー・オディエ・ダリエ・ヘンチ・
ジャパン㈱

東京都港区六本木１丁目６番１号
泉ガーデンタワー

03-5114-1775 みずほ証券

個人 東北財務局長 （仲）第5号 平成16年8月27日 和賀　雅之（スマート･プランナーズ) 秋田県横手市安田字ブンナ沢８０－４６ 0182-32-0475
日興コーディアル証券
アイエヌジー生命保険

個人 東海財務局長 （仲）第17号 平成16年10月28日 脇田庄治郎 愛知県津島市江川町１丁目１８１番地３ 0567-24-0280 日興コーディアル証券

法人 関東財務局長 （仲）第148号 平成17年6月27日 和幸総研㈱
東京都東村山市多摩湖町２丁目１２番地
２

042-332-6148 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第50号 平成17年3月3日 和田唯津子（アクアコンサルタント） 大阪府大阪市旭区高殿６-２３-１０-６０７ 06-6957-5800 日興コーディアル証券

個人 関東財務局長 （仲）第20号 平成16年7月21日 渡辺　豊 千葉県茂原市中の島町９００ 0475-24-9999 日興コーディアル証券

個人 近畿財務局長 （仲）第28号 平成16年10月27日 渡邉俊英（資産運用相談所） 滋賀県大津市萱野浦８番６号 077-544-2388 日興コーディアル証券

個人 北海道財務局長 （仲）第8号 平成17年1月4日 渡　雅則（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ） 北海道函館市深堀町２４番４号 0138-35-5678 日興コーディアル証券

法人 中国財務局長 （仲）第11号 平成17年4月26日 ㈲ワンズ・プロジェクト
広島県安芸郡府中町青崎東１１番８－７
０２号

082-511-6730 エル・ピー・エル日本証券

法人 関東財務局長 （仲）第123号 平成17年4月4日 ㈲ワンストップ 東京都町田市木曽町５１０番地１１ 042-720-9937 日興コーディアル証券



資料14-１-９

国内証券会社の平成17年3月期決算概況

（単位：億円）

17.3期(A) 16.3期(B) (A)/(B)

229社 225社 －

25,377 24,025 106%

16,430 14,522 113%

委 託 手 数 料 8,182 7,663 107%

6,705 7,805 86%

17,881 16,304 110%

6,125 6,689 92%

3,919 4,330 91%

（注）日本証券業協会調べ。

販売費・一般管理費

経 常 損 益

当 期 純 損 益

会 社 数

営 業 収 益

受 入 手 数 料

トレーディング損益



資料14-１-10
株式市況と証券会社の損益の推移

60.9期 61.9期 62.9期 63.9期 元.3期 ２.3期 ３.3期 ４.3期 ５.3期 ６.3期 ７.3期 ８.3期 ９.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期
売買代金 2,839 4,982 8,847 9,413 13,311 11,810 6,904 3,542 2,495 3,964 3,216 3,741 3,992 4,437 4,096 9,656 8,807 8,199 7,368 11,555 13,680

60.9期 61.9期 62.9期 63.9期 元.3期 ２.3期 ３.3期 ４.3期 ５.3期 ６.3期 ７.3期 ８.3期 ９.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期
経常利益 8,630 15,782 21,970 16,811 23,276 21,674 6,928 -3,006 -4,827 279 -4,045 1,849 1,061 -861 561 11,792 4,816 151 642 6,689 6,125
当期純利益 3,428 6,349 10,172 8,248 9,712 10,039 3,708 -3,995 -4,888 -994 -4,040 552 -7,686 -2,466 -6,312 3,723 2,414 -2,557 -1,622 4,330 3,919

（注）１．日本証券業協会調べ。国内証券会社の合計。
　　　２．元年３月期は、決算期の変更に伴う半期決算のため、グラフでは実績を２倍した。

（ＴＯＰＩＸと東証一・二部１日平均売買代金の推移）
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  資料14－１－11 

  投 資 者 保 護 基 金 の 概 要 

 

 

名  

称 
日 本 投 資 者 保 護 基 金             

会

員

数

 
 
 
 
 
 

会員証券会社数 (平成17年6月30日現在） 

 

国内証券会社  ２３２社 

外国証券会社   ４０社 

計      ２７２社 

役  

員 

理 事 長  林  正 和 

基
金
規
模 

平成17年6月30日現在 約４８６億円 

補
償
実
績

 
 
 
 
 
 

１件（平成12年３月の南証券の破産に伴うもの） 

補償額 約５９億円（うち破産管財人からの返還額 約２４億円） 

参 

考 

投資者保護基金は、国内系の日本投資者保護基金と外資系の証券投資

者保護基金が平成14年７月１日に統合し一本化している。 

     



資料14－２－１

社　　数 社　　数

 ７年12月末 ３４ 17年１月末 ９１

 ８年12月末 ３９ 17年２月末 ９２

 ９年12月末 ４４ 17年３月末 ９５

10年12月末 ５８ 17年４月末 ９８

11年12月末 ７０ 17年５月末 ９８

12年12月末 ８０ 17年６月末 １０２

13年12月末 ８７

14年12月末 ８３

15年12月末 ８９

16年12月末 ９１

投資信託委託業者数の推移



資料14－２－２

1 野村アセットマネジメント株式会社

2 日興アセットマネジメント株式会社

3 ユーエフジェイパートナーズ投信株式会社

4 大和証券投資信託委託株式会社

5 新光投信株式会社

6 プラザアセットマネジメント株式会社

7 第一勧業アセットマネジメント株式会社

8 日本投信委託株式会社

9 ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社

10 国際投信投資顧問株式会社

11 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

12 ｼﾞｪｰ･ﾋﾟｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

13 インベスコ投信投資顧問株式会社

14 シュローダー投信投資顧問株式会社

15 クレディ・スイス投信株式会社

16 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

17 富士投信投資顧問株式会社

18 ニッセイアセットマネジメント株式会社

19 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信株式会社

20 フィデリティ投信株式会社

21 ベアリング投信投資顧問株式会社

22 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

23 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

24 ガートモア・アセットマネジメント株式会社

25 ｱﾗｲｱﾝｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

26 エイアイジー投信投資顧問株式会社

27 三菱投信株式会社

28 ピクテ投信投資顧問株式会社

29 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社

30 コメルツ投信投資顧問株式会社

31 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

32 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

33 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

34 東京海上アセットマネジメント株式会社

35 ﾕｰﾋﾞｰｴｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ株式会社

36 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

37 シティグループ・アセット・マネジメント株式会社

38 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

39 ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

40 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

41 しんきんアセットマネジメント株式会社

42 ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ﾊﾟﾘﾊﾞアセットマネジメント株式会社

43 大和住銀投信投資顧問株式会社

44 住信アセットマネジメント株式会社

45 フランク・ラッセル株式会社

46 安田投信投資顧問株式会社

47 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

48 さわかみ投信株式会社

49 アイエヌジー投信株式会社

50 ユナイテッド投信株式会社

投資信託委託業者一覧（平成17年６月末現在）



51 トヨタアセットマネジメント株式会社

52 エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社

53 日立投資顧問株式会社

54 三井住友アセットマネジメント株式会社

55 スパークス・アセット・マネジメント株式会社

56 中央三井アセットマネジメント株式会社

57 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

58 ピムコ　ジャパン　リミテッド

59 ﾒﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

60 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

61 ユーエフジェイアセットマネジメント株式会社

62 エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社

63 日本ビルファンドマネジメント株式会社

64 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社

65 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

66 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

67 オリックス・アセットマネジメント株式会社

68 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

69 森トラスト・アセットマネジメント株式会社

70 カナル投信株式会社

71 株式会社パワーインベストメント

72 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社

73 アールエス・アセット・マネジメント株式会社

74 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社

75 ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝｸ

76 ろうきんアセットマネジメント株式会社

77 ｱｸｻ･ﾛｰｾﾞﾝﾊﾞｰｸﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

78 新生インベストメント・マネジメント株式会社

79 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社

80 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社

81 都市再生ファンド運用株式会社

82 東急ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

83 野村不動産投信株式会社

84 住友不動産投資顧問株式会社

85 フロンティア・リート・マネジメント株式会社

86 株式会社福岡リアルティ

87 ありがとう投信株式会社

88 ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙｲｰ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

89 阪急リート投信株式会社

90 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼﾝｸﾞﾙ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

91 スターツアセットマネジメント投信株式会社

92 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社

93 プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社

94 ＦＣリート・アドバイザーズ株式会社

95 株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズ

96 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ

97 モリモト・アセットマネジメント株式会社

98 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社

99 ダヴィンチ・セレクト株式会社

100 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社

101 トップリート・アセットマネジメント株式会社

102 エルシーピー・リート・アドバザーズ株式会社



資料14－２－３

（財務局別） （系列別）

財　務　局 登録業者数 うち投資一任業者数 系　列 登録業者数 うち投資一任業者数

関　東財務局 638 129 証券系 50 13

近　畿　〃 61 3 銀行系 22 16

東　海　〃 24 0 生保系 13 8

北海道　〃 3 0 損保系 5 4

東　北　〃 0 0 信託系 13 8

北　陸　〃 1 0 外資系 192 55

中　国　〃 2 1 その他 39 8

四　国　〃 4 0 独立系 407 21

九　州　〃 1 0 合　計 741 133

福岡財務支局 7 0

沖縄総合事務局 0 0

合　　　計 741 133

投資顧問業者の登録及び投資一任業務の認可状況
（平成17年３月末現在）



資料14－２－４

（単位：億円）

　 うち私募投信 うち私募投信 うちＭＭＦ うち私募投信

昭和４０年 9,082 － 2,275 － － 11,357 －
　　４５ 6,551 － 6,033 － － 12,584 －
　　５０ 19,345 － 14,280 － － 33,625 －
　　５５ 40,293 － 20,226 － － 60,519 －
　　５６ 40,063 － 32,231 － － 72,294 －
　　５７ 47,818 － 45,458 － － 93,276 －
　　５８ 61,513 － 79,372 － － 140,885 －
　　５９ 80,127 － 102,851 － － 182,978 －
　　６０ 103,787 － 95,936 － － 199,722 －
　　６１ 191,183 － 129,570 － － 320,753 －
　　６２ 306,143 － 123,001 － － 429,144 －
　　６３ 392,525 － 136,448 － － 528,973 －
平成  元年 455,494 － 130,999 － － 586,493 －
　　　２ 350,722 － 109,218 － － 459,940 －
　　　３ 285,624 － 135,001 － － 414,738 －
　　　４ 211,031 － 221,975 － 54,137 433,006 －
　　　５ 195,475 － 311,900 － 110,781 507,375 －
　　　６ 174,515 － 259,568 － 91,731 434,083 －
　　　７ 146,817 － 332,755 － 120,018 479,572 －
　　　８ 127,798 － 358,883 － 142,191 486,681 －
　　　９ 99,866 － 306,630 － 115,631 406,495 －
　　１０ 114,961 － 312,432 － 142,799 427,393 －
　　１１ 169,372 12,408 359,604 3,032 167,908 528,978 15,441
　　１２ 177,962 31,856 352,960 5,073 109,710 530,922 36,930
　　１３ 199,458 50,403 314,417 10,664 77,228 513,875 61,067
　　１４ 228,422 64,693 205,551 9,119 55,215 433,973 73,812
　　１５ 307,282 93,889 170,918 9,955 43,502 478,200 103,843
１６年１月 313,492 95,936 166,021 9,849 42,949 479,513 105,785
　　　２月 325,885 99,343 163,122 10,053 42,598 489,007 109,395
　　　３月 337,181 104,421 166,625 9,074 41,877 503,805 113,495
　　　４月 349,451 110,190 162,863 9,264 41,841 512,314 119,455
　　　５月 351,907 111,668 153,534 9,630 41,408 505,441 121,297
　　　６月 365,498 117,400 157,376 9,461 40,390 522,874 126,861
　　　７月 368,394 119,857 148,677 9,447 39,720 517,071 129,304
　　　８月 375,462 125,645 147,466 9,180 39,211 522,928 134,825
　　　９月 384,936 129,403 148,317 9,138 37,934 533,253 138,541
　　１０月 387,149 133,419 140,161 9,138 37,227 527,310 142,558
　　１１月 396,553 138,062 140,921 9,346 36,767 537,474 147,408
　　１２月 420,817 146,464 145,113 9,498 36,062 565,930 155,963
１７年１月 425,208 148,714 140,654 9,448 35,488 565,862 158,161
　　　２月 437,825 153,888 140,784 10,208 35,089 578,609 164,095
　　　３月 448,418 159,399 145,175 10,129 34,277 593,593 169,529
　　　４月 453,474 162,433 136,381 10,238 33,845 589,854 172,670

出典 ： 「投資信託」  （投資信託協会発行）

投資信託の純資産総額の推移

株式投信 公社債投信
年（月）末

合      計



資料14－２－５

（単位：件，億円）

うち
公的年金

うち
私的年金

計 うち年金 計

２年 件数 8,153 91 230 8,383 1,592 9,975
３月末 141 金額 172,469 2,140 12,792 185,261 118,888 304,149
３年 件数 6,854 111 262 7,116 2,109 9,225

３月末 148 金額 159,707 3,562 14,738 174,445 155,701 330,146
４年 件数 86 90 5,643 144 322 5,965 2,469 8,434

３月末 152 金額 7,307 3,327 140,773 4,909 18,716 159,489 188,607 348,096
５年 件数 90 182 4,865 169 380 5,245 2,930 8,175

３月末 154 金額 9,358 5,923 131,806 5,430 20,202 152,008 210,256 362,264
６年 件数 111 286 4,480 167 407 4,887 3,051 7,938

３月末 150 金額 13,433 9,586 137,345 7,445 24,078 161,423 232,396 393,819
７年 件数 133 537 4,202 166 387 4,589 2,443 7,032

３月末 151 金額 18,205 15,052 138,180 6,433 19,301 157,481 224,920 382,401
８年 件数 178 792 3,997 185 429 4,426 2,564 6,990

３月末 147 金額 26,751 22,503 149,285 10,075 26,420 175,705 282,102 457,807
９年 件数 244 1,615 4,558 253 576 5,134 2,426 7,560

３月末 145 金額 64,904 50,951 213,970 11,296 30,934 244,904 314,921 559,825
10年 件数 256 2,323 4,857 215 530 5,387 2,150 7,537

３月末 137 金額 82,046 81,939 260,005 9,282 25,372 285,377 321,983 607,360
11年 件数 248 3,031 5,015 182 473 5,488 6,259 11,747

３月末 130 金額 100,875 125,399 300,680 9,714 26,889 327,569 386,148 713,717
12年 件数 231 3,775 5,517 182 500 6,017 11,796 17,813

３月末 125 金額 119,231 175,187 368,787 16,288 60,201 428,988 477,660 906,648
13年 件数 235 4,365 5,863 172 632 6,495 9,717 16,212

３月末 126 金額 133,184 219,945 423,331 18,120 79,150 502,481 408,165 910,646
14年 件数 234 4,869 6,166 153 747 6,913 8,925 15,838

３月末 129 金額 145,864 232,015 473,348 15,638 78,331 551,679 336,068 887,747
15年 件数 222 4,829 5,993 222 901 6,849 3,798 10,647

３月末 121 金額 131,143 210,292 462,862 18,059 74,177 537,039 299,743 849,879
16年 件数 225 4,245 5,370 228 959 6,329 2,146 8,475

３月末 131 金額 178,076 229,643 520,741 25,971 115,951 636,692 294,913 931,605
17年 件数 226 4,257 6,935 209 964 7,899 1,654 9,553

３月末 133 金額 204,468 242,997 646,255 28,332 150,658 796,913 282,229 1,079,142

（注） １．日本証券投資顧問業協会調べ
２．投資助言契約は、顧客の資産を前提としたもの。
３．平成13年3月末までは契約元本ベース、14年3月からは時価ベース。

           

      

投資助言契約 合　計

投資一任業者の契約資産残高の推移

年月日 会社数 項目
国　内　顧　客 海　外　顧　客

投　資　一　任　契　約

小　計


