資金移動業者登録一覧
平成29年6月30日現在
【全業者数：49】
所管

登録番号

登録年月日

北海道財務局
【計1件】

北海道財務局長
第00001号

平成24年12月12日

関東財務局
【計45件】

関東財務局長
第00001号

資金移動業者名

法人番号

郵便番号

本店等所在地

代表等電話番号

株式会社ジャックス

2440001001001

040-0063

北海道函館市若松町２-５

0138-26-4136

平成22年4月1日

トラベレックスジャパン株式会社

3010401058641

107-0052

東京都港区赤坂２−９−１１
クス赤坂二丁目ビル６階

関東財務局長
第00002号

平成22年4月1日

楽天株式会社

9010701020592

158-0094

東京都世田谷区玉川１−１４−１

050-5581-6910

関東財務局長
第00003号

平成22年4月22日

株式会社ジェイティービー

8010701012863

140-8602

東京都品川区東品川２−３−１１

03-5796-5822

関東財務局長
第00004号

平成22年6月11日

株式会社ウニードス

3010701023295

141-0022

東京都品川区東五反田１−１３−１２

03-3280-1029

関東財務局長
第00006号

平成22年7月30日

ジャパンマネーエクスプレス株式会社 5010401089313

169-0073

東京都新宿区百人町１−１０−７
森ビル４階 ＡＢ号室

03-5475-3913

関東財務局長
第00007号

平成22年11月15日

トランスリミッタンス株式会社

5010501030903

111-0053

東京都台東区浅草橋３−２０−１１

03-5820-0303

関東財務局長
第00008号

平成22年12月7日

SBIレミット株式会社

9010401089532

106-6018

東京都港区六本木１−６−１

03-6229-0792

関東財務局長
第00010号

平成23年3月1日

Queen Bee Capital株式会社

6010401071583

105-0003

東京都港区西新橋３−２３−５
門郵船ビル１３Ｆ

関東財務局長
第00011号

平成23年4月11日

Speed Money Transfer Japan株式会社 9010001134572

130-0022

東京都墨田区江東橋２−１３−４
糸町シティビル

関東財務局長
第00012号

平成23年5月18日

株式会社ＮＴＴドコモ

1010001067912

100-6150

東京都千代田区永田町２−１１−１
山王パークタワー

03-5156-1111

関東財務局長
第00013号

平成23年5月30日

株式会社クレディセゾン

2013301002884

170-6073

東京都豊島区東池袋３−１−１

03-3988-2111

関東財務局長
第00014号

平成23年6月21日

NTTスマートトレード株式会社

8010001103611

102-0074

東京都千代田区九段南１−５−６

03-3515-0750

関東財務局長
第00016号

平成23年7月26日

ブラステル株式会社

5010601030547

130-0015

東京都墨田区横網２−６−２

050-6860-1059

関東財務局長
第00017号

平成23年9月12日

ソフトバンク・ペイメント・サービス
4010401058731
株式会社

105-8025

東京都港区東新橋１−９−２

03-6889-2130

関東財務局長
第00018号

平成23年11月16日

株式会社シースクェア

7011101036066

160-0022

東京都新宿区新宿１−３６−７
内野ビルⅡ２階

関東財務局長
第00019号

平成23年12月7日

株式会社Ｉ−ＲＥＭＩＴ ＪＡＰＡＮ

4010501033808

110-0015

東京都台東区東上野３−１８−７
Ｋ上野ビル３Ｆ

オリッ

大

御成
錦

新宿
Ｓ

03-3568-1061

03-6809-2785
03-6869-8555

03-3359-0028
03-5812-0203

資金移動業者登録一覧
平成29年6月30日現在
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所管

登録番号

登録年月日

資金移動業者名

関東財務局長
第00020号

平成24年2月8日

日本ゲームカード株式会社

1011001041279

110-0005

東京都台東区上野１−１−１０

03-5812-7570

関東財務局長
第00021号

平成24年2月15日

株式会社Ｙ＆Ｗ

1011101057035

169-0072

東京都新宿区大久保１−１７−７

03-5273-6018

関東財務局長
第00022号

平成24年2月17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

関東財務局長
第00023号

平成24年2月27日

株式会社デジテル

4010401084380

169-0073

東京都新宿区百人町１−２０−２２

03-3362-0702

関東財務局長
第00024号

平成24年3月28日

株式会社ジャパンレミットファイナン
1010401095934
ス

105-0013

東京都港区浜松町１−２−１５
デューロ浜松町ビル３階

03-5733-4337

関東財務局長
第00025号

平成24年6月25日

CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN
株式会社

6011101062006

169-0073

東京都新宿区百人町２−１０−９ 新
大久保イニシャルハウス２０２号室

03-5925-4121

関東財務局長
第00026号

平成24年8月1日

PayPal Pte.Ltd.

3700150006491

107-0061

東京都港区北青山３−１１−７
ビル１５Ｆ

03-6739-7130

関東財務局長
第00027号

平成24年10月4日

ウェルネット株式会社

5010001125807

100-0011

東京都千代田区内幸町１−１−７

03-3580-0199

関東財務局長
第00028号

平成24年11月16日

株式会社ヒューマントラスト

5010001027466

100-0005

東京都千代田区丸の内１−６−５

03-6757-3900

関東財務局長
第00029号

平成24年12月21日

株式会社フォレックスジャパン

2010401087071

136-0082

東京都江東区新木場１−７−１８

03-5755-7291

関東財務局長
第00030号

平成25年2月26日

株式会社イーコンテクスト

4011001091908

150-0022

東京都渋谷区恵比寿南３−５−７

03-6367-1150

関東財務局長
第00031号

平成25年6月17日

UAE EXCHANGE JAPAN株式会社

6010401094452

107-0052

東京都港区赤坂２−２３−１
ヒルズフロントタワーＲｏＰ

03-5575-7808

関東財務局長
第00032号

平成25年6月26日

株式会社Cashwell
Management

9010401099531

104-0033

東京都中央区新川２−２７−４−１６
０６

03-6280-3380

関東財務局長
第00033号

平成25年8月30日

株式会社Ｎ＆Ｐ１００４

6011101063994

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町２−４２−１３

03-6302-1223

関東財務局長
第00034号

平成25年10月11日

メトロレミッタンスジャパン株式会社 1020001100705

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町８７−３

045-680-1650

関東財務局長
第00035号

平成26年8月29日

Credorax Japan株式会社

9010401105000

113-0033

東京都文京区本郷１−３３−１２−５
０６

03-4578-0218

関東財務局長
第00036号

平成26年10月1日

LINE Pay株式会社

6011001100071

160-0022

東京都新宿区新宿４−１−６

03-4316-2606

Asset

法人番号

郵便番号

本店等所在地

代表等電話番号

モ
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【全業者数：49】
所管

登録番号

登録年月日

関東財務局長
第00037号

平成26年11月26日

関東財務局長
第00038号

資金移動業者名

法人番号

郵便番号

本店等所在地

代表等電話番号

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会
6011001005411
社

150-0043

東京都渋谷区道玄坂１−１４−６

03-3464-2740

平成27年2月6日

株式会社海外送金ドットコム

6011001092945

150-0022

東京都渋谷区恵比寿南１−１−１
８Ｆ

03-5421-6987

関東財務局長
第00039号

平成27年8月18日

ウエスタンユニオンジャパン株式会社 5010401114302

105-0001

東京都港区虎ノ門５−１−５
シティ神谷町７階

03-4589-2800

関東財務局長
第00040号

平成27年8月18日

トランスファーワイズ・ジャパン株式
4011001100453
会社

100-0004

東京都千代田区大手町１−６−１

03-4405-9606

関東財務局長
第00041号

平成27年12月2日

ＢＤＯレミットジャパン株式会社

9010401113770

160-0023

東京都新宿区西新宿１−３−１３

03-5909-0601

関東財務局長
第00042号

平成27年12月14日

ヤフー株式会社

4010401039979

102-8282

東京都千代田区紀尾井町１−３

03-6898-8200

関東財務局長
第00043号

平成28年4月21日

ＧＭＯイプシロン株式会社

1011001053935

150-0002

東京都渋谷区渋谷２−１２−１９

03-6415-6755

関東財務局長
第00044号

平成28年5月16日

株式会社デジタルワレット

8010001164001

102-0073

東京都千代田区九段北１−１５−１２

03-6261-4391

関東財務局長
第00045号

平成28年6月23日

ぺイオニア・ジャパン株式会社

4010001166406

107-0062

東京都港区南青山５−４−２７
ｒｂｉｚｏｎ１０４−３０２

Ｂａ

03-6427-7147

関東財務局長
第00046号

平成28年11月30日

WorldRemit Ltd.

7700150006587

107-6012

東京都港区赤坂１−１２−３２
ク森ビル１２階

アー

関東財務局長
第00047号

平成29年2月10日

FSR Holdings株式会社

8012401030014

182-0022

東京都調布市国領町５−５−１３

050-5532-6686

関東財務局長
第00048号

平成29年4月5日

ワールドファミリー株式会社

9011101071185

169-0073

東京都新宿区百人町２−４−６

03-3362-8055

東海財務局
【計1件】

東海財務局長
第00001号

平成23年2月1日

株式会社電算システム

5200001003514

501-6196

岐阜県岐阜市日置江１−５８

058-279-3482

北陸財務局
【計1件】

北陸財務局長
第00001号

平成24年6月15日

株式会社ディコミュニケーションズ

3210001014413

913-0016

福井県坂井市三国町三国東６−５−５

0776-82-6666

近畿財務局
【計1件】

近畿財務局長
第00001号

平成27年6月19日

株式会社アプラス

2120001137521

556-8535

大阪府大阪市浪速区湊町１−２−３

06-7635-6788

メトロ

03-4360-9101

