
令和５年４月30日現在

【全業者数：30】

所管 登録番号 登録年月日 暗号資産交換業者名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表電話番号 取り扱う暗号資産

関東財務局
【計28業者】

関東財務局長
第00001号

平成29年9月29日 株式会社マネーパートナーズ 6010401075907 106-6233 東京都港区六本木３－２－１ 03-4540-3800 BTC(ビットコイン)

関東財務局長
第00002号

平成29年9月29日 FTX Japan株式会社 7010401115356 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－１７ 03-6630-7554

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、
BAT(ベーシックアテンショントークン）、LTC（ライトコイン）、FTT（エフティエックストー
クン）、SOL（ソラナ）、DOT（ポルカドット）、ENJ（エンジンコイン）、OMG（オーエムジー
ネットワーク）、DOGE（ドージコイン）、AVAX（アバランチ）、MKR（メイカー）

関東財務局長
第00003号

平成29年9月29日 株式会社bitFlyer 2011101068824 107-6233 東京都港区赤坂９－７－１ 03-6447-5569

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコイ
ン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、MONA(モナコイン)、LSK(リスク)、XRP(リップル)、
BAT(ベーシックアテンショントークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、XTZ（テゾス）、
DOT(ポルカドット)、LINK（チェーンリンク）、XYM（シンボル）、MATIC（ポリゴン）、MKR(メ
イカー）、ZPG（ジパングコイン）、FLR（フレア）、SHIB（シバイヌ）、PLT（パレットトーク
ン）

関東財務局長
第00004号

平成29年9月29日 ビットバンク株式会社 1010801024625 141-0031 東京都品川区西五反田７－２０－９ 03-6427-1520

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイ
ン)、BCC(ビットコインキャッシュ)、XLM(ステラルーメン)、QTUM（クアンタム）、BAT（ベー
シック・アテンション・トークン）、OMG（オーエムジー）、XYM(シンボル）、LINK（チェーン
リンク）、MKR（メイカー）、BOBA（ボバネットワーク）、ENJ（エンジンコイン）、MATIC（ポ
リゴン）、DOT（ポルカドット）、DOGE（ドージコイン）、ADA（カルダノ）、ASTR（アス
ター）、AVAX（アバランチ）、AXS（アクシーインフィニティ）、SAND（ザ・サンドボック
ス）、FLR（フレア）、GALA（ガラ）、CHZ（チリーズ）、APE（エイプコイン）、OAS（オアシ
ス）

関東財務局長
第00006号

平成29年9月29日 GMOコイン株式会社 7011001113188 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－２－３ 03-6221-0219

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイ
ン)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、BAT(ベーシックアテンショントーク
ン)、OMG（オーエムジー）、XTZ（テゾス）QTUM（クアンタム）、ENJ(エンジンコイン)、
DOT(ポルカドット)、ATOM（コスモス）、XYM（シンボル）、MONA（モナコイン）、ADA（カルダ
ノ）、MKR（メイカー）、DAI（ダイ）、LINK（チェーンリンク）、FCR（エフシーリュウキュウ
コイン）、DOGE（ドージコイン）、SOL（ソラナ）、FLR（フレア）、ASTR（アスター）

関東財務局長
第00007号

平成29年9月29日 ビットトレード株式会社 3010401127116 105-0003 東京都港区西新橋１－１－１ 03-6823-7626

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイ
ン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、HT(フォビトークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメ
ン)、ETC（イーサリアムクラシック）、BAT(ベーシックアテンショントークン)、ONT（オント
ロジー）、QTUM（クオンタム）、TRX(トロン）、LSK（リスク）、XYM（シンボル）、ADA（カル
ダノ）、DOT(ポルカドット）、ENJ（エンジンコイン）、IOST（アイオーエスティー）、BSV
（ビットコイン サトシ ビジョン）、JMY（ジャスミー）、OMG（オーエムジー）、COT（コスプ
レトークン）、XTZ（テゾス）、DEP（ディープコイン）、PLT（パレットトークン）、FLR（フ
レア）、ASTR（アスター）

関東財務局長
第00008号

平成29年9月29日 BTCボックス株式会社 7020001104824 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町２－８－１
BRICK GATE　茅場町５階

03-5579-9730
BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイ
ン)、DOT（ポルカドット）、DOGE（ドージコイン）、TRX(トロン）

関東財務局長
第00009号

平成29年9月29日 株式会社ビットポイントジャパン 6011001109930 105-0001 東京都港区虎ノ門４－３－９ 03-6303-0314

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコ
インキャッシュ)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、TRX（トロン）、ADA（エイダ）、
JMY（ジャスミー）、DOT（ポルカドット）、LINK（チェーンリンク）、DEP（ディープコイ
ン）、IOST（アイオーエスティー）、KLAY（クレイトン）、SHIB（シバイヌ）、MATIC（ポリゴ
ン）、FLR（フレア）

暗号資産交換業者登録一覧

・本一覧に記載された暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
・金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
・暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

≪暗号資産を利用する際の注意点≫
○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとす
る事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。



【全業者数：30】

所管 登録番号 登録年月日 暗号資産交換業者名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表電話番号 取り扱う暗号資産

関東財務局長
第00010号

平成29年12月1日 株式会社DMM Bitcoin 5010401128129 103-6010
東京都中央区日本橋２－７－１
東京日本橋タワー１０階

03-6262-3462

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、BCH（ビットコインキャッシュ）、
LTC（ライトコイン）、XLM（ステラルーメン）、ETC（イーサクラシック）、OMG（オーエム
ジー）、ENJ（エンジンコイン）、BAT（ベーシックアテンショントークン）、MONA（モナーコ
イン）、TRX（トロン）、ZPG（ジパングコイン）、AVAX（アバランチ）、CHZ（チリーズ）、
LINK（チェーンリンク）、MKR（メイカー）、MATIC（ポリゴン）、FLR（フレア）、NIDT（ニッ
ポンアイドルトークン）

関東財務局長
第00011号

平成29年12月1日 SBI VCトレード株式会社 8011001116594 106-6021
東京都港区六本木１－６－１
泉ガーデンタワー

03-6229-1174

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(エックスアールピー）、BCH(ビットコイン
キャッシュ)、LTC(ライトコイン)、DOT(ポルカドット)、LINK（チェーンリンク）、ADA（カル
ダノ）、DOGE（ドージコイン）、SOL（ソラナ）、XLM（ステラルーメン）、XTZ（テゾス）、
MATIC（ポリゴン）、AVAX（アバランチ）

関東財務局長
第00012号

平成29年12月1日 Himalaya Japan株式会社 8020001084891 110-0016 東京都台東区台東１－２４－９ 03-6803-0126
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP（リップル）、XLM（ステラルーメン）、BCH
（ビットコインキャッシュ）、ETC（イーサリアムクラシック）

関東財務局長
第00013号

平成29年12月26日 COINHUB株式会社 2010601046190 103-0004
東京都中央区東日本橋３－４－１８
東日本橋EXビル１階

03-6666-9037 BTC(ビットコイン)

関東財務局長
第00014号

平成31年1月11日 コインチェック株式会社 1010001148860 150-0044 東京都渋谷区円山町３－６ 03-6416-5370

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LSK(リスク)、
XRP(リップル)、XEM(ネム)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、MONA(モナコ
イン)、XLM(ステラルーメン)、QTUM(クアンタム)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、
IOST（アイオーエスティー）、ENJ（エンジンコイン）、OMG（オーエムジー)、PLT（パレット
トークン)、XYM（シンボル）、SAND（サンド）、DOT(ポルカドット）、FLR（フレア）、FNCT
（フィナンシェトークン）

関東財務局長
第00015号

平成31年3月25日 楽天ウォレット株式会社 7010401128837 107-0062 東京都港区南青山２－６－２１ 050-5433-9259 BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)

関東財務局長
第00016号

平成31年3月25日 Amber Japan株式会社 6010001188902 153-0064 東京都目黒区下目黒１－８－１ 03-4334-8565
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイ
ン)、XRP(リップル)、ONT(オントロジー)、QTUM（クアンタム）、DAI（ダイ）、FLR（フレア）

関東財務局長
第00017号

令和元年9月6日 LINE Xenesis株式会社 3011101083054 141-0033
東京都品川区西品川１－１－１
住友不動産大崎ガーデンタワー２２階

03-6670-2559
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイ
ン)、XRP(リップル)、LN（リンク）、XLM（ステラルーメン）

関東財務局長
第00018号

令和元年11月27日 Coin Master株式会社 4010401125234 100-0011
東京都千代田区内幸町１－１－１
帝国ホテルタワー１４階

03-6824-2600 RYO(こばん)

関東財務局長
第00019号

令和元年12月24日 FXcoin株式会社 4010401134004 106-6022
東京都港区六本木１－６－１
泉ガーデンタワー２２階

03-6452-4415 BTC(ビットコイン)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)

関東財務局長
第00020号

令和2年3月30日 オーケーコイン・ジャパン株式会社 8030001122337 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－１０　５階 03-6550-8050

BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムク
ラシック)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、LSK(リスク)、OKB(オーケービー）、IOST
（アイオーエスティー）、ENJ(エンジンコイン）、BAT（ベーシックアテンショントークン）、
TRX(トロン）、QTUM（クアンタム）、PLT（パレットトークン）、AVAX（アバランチ）、XLM(ス
テラルーメン）、ADA（エイダ）、DEP(ディープコイン）、DOT（ポルカドット）、ZIL（ジリ
カ）、XTZ（テゾス）、EFI（エフィニティトークン）、SAND（ザ・サンドボックス）、SHIB
（シバイヌ）

関東財務局長
第00023号

令和2年9月23日 CoinBest株式会社 3010001185935 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町２－９－８
茅場町第２平和ビル４Ｆ

03-6280-3798
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、DAI（ダイ）、ETC（イーサリアムクラシック）、ADA
（エイダ）

関東財務局長
第00024号

令和3年2月17日 株式会社デジタルアセットマーケッツ 4010001193912 102-0082 東京都千代田区一番町１８ 03-6261-7701 BTC(ビットコイン)、ZPG(ジパングコイン）

関東財務局長
第00025号

令和3年2月17日 株式会社マーキュリー 4010401133641 158-0097 東京都世田谷区用賀４－１０－５ 03-6431-0587
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、
LTC(ライトコイン)、ADA（エイダ）、IOST（アイオーエスティー）、PLT（パレットトーク
ン）、DOT（ポルカドット）、XTZ（テゾス）

関東財務局長
第00026号

令和3年4月16日 株式会社coinbook 4010001192022 107-0052
東京都港区赤坂２－１８－１４
赤坂ＳＴビル２階

03-4572-0440
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、ADA（エイダ）、NIDT（ニッポンア
イドルトークン）

関東財務局長
第00027号

令和3年6月18日 東京ハッシュ株式会社 3010401136678 100-0005 東京都千代田区丸の内２－３－２ 03-6259-1570 BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)

関東財務局長
第00028号

令和3年6月18日 Coinbase株式会社 4010001173138 100-0004
東京都千代田区大手町１－６－１
大手町ビル４階ＦＩＮＯＬＡＢ

03-4577-8747 取り扱いなし

関東財務局長
第00029号

令和3年6月29日 株式会社Crypto Garage 6011001124112 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南３－５－７ 03-6367-1003 L-BTC(リキッドビットコイン)

関東財務局長
第00030号

令和4年6月17日 株式会社メルコイン 4010401159950 106-6125 東京都港区六本木６－１０－１ 03-6387-9450 BTC（ビットコイン）

関東財務局長
第00031号

令和4年10月14日 株式会社サクラエクスチェンジビットコイン
※1 9120001205916 106-0032 東京都港区六本木５－２－１－３０２号 03-5931-4158

BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、
LTC(ライトコイン)、ETC(イーサリアムクラシック)、XEM(ネム)、MONA(モナコイン)、ADA（カ
ルダノ)、XYM（シンボル）、COT（コスプレトークン）、FLR（フレア）



【全業者数：30】

所管 登録番号 登録年月日 暗号資産交換業者名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表電話番号 取り扱う暗号資産

近畿財務局
【計2業者】

近畿財務局長
第00001号

平成29年9月29日 株式会社カイカエクスチェンジ 1120101054642 596-0004 大阪府岸和田市荒木町２－１８－１５ 03-6427-7733

BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、
CICC(カイカコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザイ
フ)、XEM(ネム)、ETH(イーサリアム)、CMS:XEM(コムサネム)、CMS:ETH(コムサイーサ)、XYM
（シンボル）、COT（コスプレトークン）、DOT（ポルカドット）、TRX（トロン）、MATIC（ポ
リゴン/マティック）

近畿財務局長
第00004号

令和3年6月18日 株式会社ガイア 8120001128473 550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１
江戸堀センタービル９階

06-6599－9955 BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)

※1 旧登録番号：近畿財務局長 第00003号　 旧登録日：平成29年12月1日


