
令和５年３月31日現在

【全会社数：34】

所管 登録番号 免許（登録）年月日 信託会社名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 備考

関東財務局
【計12社】

― 平成17年9月9日 株式会社朝日信託 9010001092127 100-6019
東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビル１９階

03-3580-3471

― 平成17年9月30日 三菱ＨＣキャピタル信託株式会社 3010401057486 105-0003 東京都港区西新橋１－３－１ 03-3503-2205

― 平成17年10月27日 エイペックスグループ信託株式会社 1010001093917 106-0032
東京都港区六本木１－９－１０
アークヒルズ仙石山森タワー４０階

03-4572-7666

― 平成19年2月21日 楽天信託株式会社 9010001095105 108-0075 東京都港区港南２－１６－５ 050-5581-6600

― 平成20年1月31日 ロンバー・オディエ信託株式会社 5010401037965 106-6041
東京都港区六本木１－６－１
泉ガーデンタワー４１階

03-5114-1796

― 平成21年10月28日 スターツ信託株式会社 1010001127443 103-0027 東京都中央区日本橋３－１－８ 03-6202-0116

― 平成24年4月3日 株式会社ＦＰＧ信託 9010401089004 100-7029 東京都千代田区丸の内２－７－２ 03-5288-8830

― 平成30年5月10日 株式会社エイブル信託 6011201020004 107-0051
東京都港区元赤坂１－５－５
元赤坂SFビル地下１階

03-6864-0063

― 平成31年3月11日 ジェイバリュー信託株式会社 6010001188489 103-0023 東京都中央区日本橋本町３－４－５ 03-6551-2620

― 令和3年3月9日 ＳＢＩクリアリング信託株式会社 4010401113115 106-6019 東京都港区六本木１－６－１ 03-6229-0880

― 令和3年10月7日
ＬＧＴウェルスマネジメント信託株式
会社

7010401149049 105-0001
東京都港区虎ノ門２－１０－４
オークラプレステージタワー９階

03-4580-6780

― 令和4年1月25日 ＪＩＡ信託株式会社 8010001221702 100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－１ 03-6205-8550

関東財務局
【計14社】

関東財務局長
（信6）第1号

平成17年5月2日 ＳＭＦＬ信託株式会社 8010401004640 101-0003 東京都千代田区一ツ橋２－１－１ 03-3515-0027

関東財務局長
（信6）第3号

平成18年11月22日 株式会社山田エスクロー信託 3020001044529 220-0004
神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５
横浜STビル１５階

045-325-5081

関東財務局長
（信4）第8号

平成25年7月31日 ほがらか信託株式会社 2010001151418 102-0083
東京都千代田区麹町４－８
麹町クリスタルシティ９階

03-3511-5695

関東財務局長
（信3）第10号

平成26年8月25日 大東みらい信託株式会社 1010401111146 108-0075 東京都港区港南２－１６－１ 03-6718-9290

関東財務局長
（信3）第11号

平成26年8月25日
株式会社エスクロー・エージェント・
ジャパン信託

6010001160646 100-0004
東京都千代田区大手町２－２－１
新大手町ビル４階

03-6630-3700

関東財務局長
（信3）第14号

平成27年9月7日 プルデンシャル信託株式会社 9010001163927 100-0014 東京都千代田区永田町２－１３－１０ 03-5501-5255

関東財務局長
（信2）第15号

平成29年6月20日 積水ハウス信託株式会社 4011001115138 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１－１ 03-5352-8300

関東財務局長
（信2）第16号

平成29年9月27日 大和リビング信託株式会社 1010601050318 160-0023 東京都新宿区西新宿６－１１－３ 03-5908-0896

関東財務局長
（信2）第17号

平成29年11月2日 マネックスＳＰ信託株式会社 6010401133391 107-6026 東京都港区赤坂１－１２－３２ 03-4241-4440

関東財務局長
（信2）第18号

平成30年6月25日 留学安心信託株式会社 6011101081963 160-0023 東京都新宿区西新宿１－３－３ 03-6388-0329

関東財務局長
（信）第19号

令和2年9月25日 コタエル信託株式会社 9010001195937 100-6326
東京都千代田区丸の内２－４－１
丸の内ビルディング

03-5962-9723

関東財務局長
（信）第20号

令和2年12月9日 株式会社パソナ知財信託 9010001212072 103-0027 東京都中央区日本橋１ー２ー５ 03-6740-4930

関東財務局長
（信）第21号

令和4年7月22日 ふくし信託株式会社 8010001200739 160-0003
東京都新宿区四谷本塩町１-１３
横尾ビル

03-6709-8081

関東財務局長
（信）第22号

令和4年8月2日 キャストグローバル信託株式会社 5010001218032 101-0054
東京都千代田区神田錦町２-１１-７
小川ビル６階

03-6633-4419

近畿財務局
【計4社】

近畿財務局長
（信6）第1号

平成18年6月21日 きりう不動産信託株式会社 8120001063019 530-0005 大阪府大阪市北区中之島３－１－８ 06-6441-3559

近畿財務局長
（信6）第2号

平成18年6月21日 ファースト信託株式会社 4120001113801 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町２－４－７ 06-6226-7245

近畿財務局長
（信6）第3号

平成18年12月4日 共同信託株式会社 3120001114759 541-0053
大阪府大阪市中央区本町１－５－６
大阪山甚ビル４階

06-6266-6266

近畿財務局長
（信6）第5号

平成19年3月19日 株式会社日税信託 1120001119181 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－１０－２ 06-6136-7249

東海財務局
【計2社】

東海財務局長
（信3）第2号

平成28年6月27日 すみれ地域信託株式会社 3200001025477 506-0002 岐阜県高山市問屋町４３ 0577-35-2676

東海財務局長
（信）第3号

令和3年6月25日 株式会社貝沼信託不動産 5180001142934 460-0008 愛知県名古屋市中区栄５－７－１４ 052-242-1131

中国財務局
【計1社】

中国財務局長
（信）第１号

令和4年12月27日 株式会社グライフ信託 4270002008589 683-0823
鳥取県米子市加茂町２－１８０
国際ファミリープラザ６階

0859-21-8730

福岡財務支局
【計1社】

福岡財務支局長
（信）第1号

令和4年3月16日 三好スマイル信託株式会社 9290001096190 810-0001
福岡県福岡市中央区天神２－１４－２
福岡証券ビル８階

092-401-1340
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