信 託 受 益 権 販 売 業 者 一 覧 （五十音順）
平成19年9月13日現在
登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第286号

平成17年12月5日 (株)アー・スリー

東京都新宿区下宮比町2-1
第一勧銀稲垣ビル6F

近畿財務局長（売信）第84号

平成18年8月18日 (株)アーキエムズ

京都府京都市中京区室町通御池上る御池
之町３２３番地

近畿財務局長（売信）第80号

平成18年8月9日

大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号

関東財務局長（売信）第382号

平成18年7月26日 (株)アースウィンド

東京都中央区銀座三丁目10番4号

関東財務局長（売信）第411号

平成18年10月26日 アースプランニング(株)

東京都渋谷区渋谷1丁目8番3号

関東財務局長（売信）第416号

平成18年10月26日

(株)アーバネットコーポ
レーション

東京都千代田区二番町5番地6

関東財務局長（売信）第1号

平成17年3月23日

(株)アーバン･アセットマ
ネジメント

東京都千代田区麹町五丁目7番地2

近畿財務局長（売信）第73号

平成18年6月7日 アーバンライフ住宅販売（株） 兵庫県西宮市甲風園一丁目4番7号

四国財務局長（売信）第3号

平成19年9月7日

(株)アーバンレック

香川県高松市磨屋町6番地6

関東財務局長（売信）第249号

平成17年9月29日

(株)アーリンコーポレー
ション

東京都中央区銀座八丁目2番9号

関東財務局長（売信）第218号

平成17年7月27日

アール・エー・アセット・
東京都港区西麻布1丁目2番7号
マネジメント(株)

近畿財務局長（売信）第94号

平成19年1月12日

(株)アールケイマネジメン
大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号
ト

関東財務局長（売信）第305号

平成18年1月17日

アールインベストメントア 東京都千代田区三番町28番地7
ンドデザイン(株)
RE-KNOW三番町

近畿財務局長（売信）第19号

平成17年5月10日 アイ・エル・クリエイト(株)

関東財務局長（売信）第49号

平成17年4月18日

関東財務局長（売信）第404号

平成18年10月16日 (株)アイアムプロパティー 東京都千代田区神田錦町一丁目5番地

アーク不動産（株）

アイ・キャピタル・エス
テート(株)

アイエイピー・ホームズ
(株)

大阪府大阪市中央区内本町二丁目4番16号
オフィスポート内本町
東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号

東京都港区赤坂二丁目17番7号
赤坂溜池タワー9階

関東財務局長（売信）第226号

平成17年8月4日

関東財務局長（売信）第192号

平成17年6月24日 (有)相澤不動産

東京都江東区亀戸6-57-16-402

福岡財務支局長（売信）第22号

平成19年9月10日 アイ総合建物(株)

福岡県福岡市中央区港1丁目6番6-2805号

近畿財務局長（売信）第16号

平成17年4月22日 (株)アイディーユー

大阪府大阪市北区梅田2丁目2番2号

関東財務局長（売信）第384号

平成18年8月1日

東京都港区芝四丁目9番3号

福岡財務支局長（売信）第16号

平成19年1月11日 (株)アヴァルセック

福岡県福岡市東区香椎1丁目8番20号

関東財務局長（売信）第408号

平成18年10月16日 (株)青山メイン企画

東京都千代田区神田錦町三丁目13番7号
名古路ビル本館6階

関東財務局長（売信）第64号

平成17年4月22日

青山リアルティー・アドバ 東京都港区赤坂七丁目1番16号
イザーズ(株)
日本生命赤坂第2ビル4階

近畿財務局長（売信）第100号

平成19年2月15日

(株)アキムラシー・アイ・ 大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3号
エックス
大阪駅前第3ビル31Ｆ

関東財務局長（売信）第216号

平成17年7月27日 (株)アクア

近畿財務局長（売信）第124号

平成19年7月24日

(株)アイネット

アクシスイノベーション
(株)

神奈川県横浜市西区西平沼町4番1－102
大阪府大阪市中央区南本町四丁目2番21号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
アジア・パシフィック・ランド・（ジャ
パン）・リミテッド

主たる営業所又は事務所の所在地
東京都港区赤坂二丁目17番7号
赤坂溜池タワー9階

関東財務局長（売信）第227号

平成17年8月4日

関東財務局長（売信）第250号

平成17年9月29日

近畿財務局長（売信）第65号

平成18年2月16日 (株)ASK PLANNING CENTER

大阪府大阪市中央区鎗屋町一丁目2番9号

関東財務局長（売信）第440号

平成19年1月22日 (株)アスクレピオス

東京都千代田区神田錦町三丁目18番地

関東財務局長（売信）第387号

平成18年8月16日 (株)アスコット

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

東海財務局長（売信）第10号

平成17年4月18日 (株)アスリート

愛知県名古屋市中村区名駅5丁目27番13号

福岡財務支局長（売信）第5号

平成17年4月12日

(株)アセッツ・アンド・プ
福岡県福岡市中央区大名2丁目4番22号
ロパティーズ

関東財務局長（売信）第444号

平成19年2月1日

アセット・インベスターズ
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
(株)

関東財務局長（売信）第107号

平成17年5月12日 (株)アセット・クリエイト

関東財務局長（売信）第23号

平成17年4月7日

アセット・マネジャーズ
(株)

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
帝国ホテルタワー17階

関東財務局長（売信）第17号

平成17年4月6日

アセット・ライズ(有)

東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号
パール飯田橋ビル5階

関東財務局長（売信）第62号

平成17年4月21日 (株)アセット・ワン

東京都千代田区九段北4丁目1番3号
飛栄九段北ビル2階

関東財務局長（売信）第14号

平成17年4月5日

(株)アセットウェーブ

東京都千代田区神田神保町三丁目10番地2
共立ビル5階

近畿財務局長（売信）第49号

平成17年11月16日 アセットコンサル(株)

大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番27号

関東財務局長（売信）第433号

平成18年12月28日 (株)アセットソリューション 東京都中央区銀座一丁目6番2号

関東財務局長（売信）第110号

平成17年5月12日

(株)アセットビジネスコン 東京都港区新橋二丁目6番1号
サルティング
さくら新橋ビル6階

関東財務局長（売信）第157号

平成17年5月30日

(株)アセット不動産ソ
リューションズ

関東財務局長（売信）第293号

平成17年12月12日 アセットマート(有)

アジリティー・アセット・
東京都港区元赤坂1丁目5番5号
アドバイザーズ(株)

(株)アセットリード

東京都中央区日本橋室町一丁目10番10303号

東京都千代田区神田須田町一丁目12番3号
東京都中央区京橋二丁目6番5号

関東財務局長（売信）第450号

平成19年2月5日

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

東海財務局長（売信）第1号

平成17年3月30日 (株)アドバンテージ

愛知県名古屋市中区栄1丁目22番16号

近畿財務局長（売信）第109号

平成19年4月24日 (株)アドバンテージ

大阪府大阪市北区西天満二丁目6番8号
堂島ビルヂング810号室

関東財務局長（売信）第264号

平成17年10月19日 ＡＴＯＭＩＣ投資委託(株) 東京都千代田区九段南4-7-15

関東財務局長（売信）第191号

平成17年6月24日

(株)アドミラルコーポレー
東京都千代田区神田司町二丁目13番地
ション

関東財務局長（売信）第463号

平成19年3月22日

アトラス・パートナーズ
(株)

関東財務局長（売信）第278号

平成17年11月1日 (株)アドリード

東京都渋谷区渋谷一丁目5番5号

四国財務局長（売信）第1号

平成19年2月1日

穴吹興産(株)

香川県高松市鍛冶屋町7番地12

四国財務局長（売信）第2号

平成19年2月1日

(株)あなぶきリアルエス
テート

香川県高松市鍛冶屋町7番地9

関東財務局長（売信）第501号

平成19年7月30日

(株)アパマンショップリー 東京都中央区京橋一丁目1番5号
シング
セントラルビル

関東財務局長（売信）第148号

平成17年5月24日 (株)荒井商店

東京都千代田区平河町二丁目5番6号

東京都渋谷区神宮前6丁目19番20号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

東海財務局長（売信）第21号

平成17年6月27日 (株)アリア

愛知県名古屋市中区錦3丁目18番19号

関東財務局長（売信）第255号

平成17年9月29日 (株)アルデプロ

東京都新宿区新宿三丁目1番24号

関東財務局長（売信）第503号

平成19年8月3日

関東財務局長（売信）第356号

平成18年5月25日 (有)あるとエステート

関東財務局長（売信）第448号

平成19年2月5日

関東財務局長（売信）第113号

平成17年5月12日 ティ・アドバイザーズ(株)

東京都港区北青山一丁目2番3号

北海道財務局長（売信）第11号

平成19年5月8日

北海道札幌市中央区北一条西五丁目3番地
北1条ビル９Ｆ

関東財務局長（売信）第514号

平成19年8月10日 安藤建設(株)

関東財務局長（売信）第474号

平成19年4月5日

(株)イークレア・アセット
東京都中央区日本橋三丁目1番2号
マネジメント

関東財務局長（売信）第520号

平成19年8月29日

(株)イースタン・ノエル・ 東京都渋谷区桜丘町26番1号
リアルティ
セルリアンタワー

近畿財務局長（売信）第47号

平成17年11月11日 (株)イーマックス・パートナーズ 大阪府大阪市西区北堀江一丁目3番2号

関東財務局長（売信）第265号

平成17年10月19日 (株)池田不動産研究所

東京都港区北青山一丁目4番6号

近畿財務局長（売信）第90号

平成18年11月22日 泉興産（株）

大阪府大阪市中央区日本橋一丁目2番6号

近畿財務局長（売信）第58号

平成17年12月27日 (株)イズミ都市開発

大阪府豊中市本町4丁目1番24号

東海財務局長（売信）第12号

関東財務局長（売信）第419号

(株)あるとアセットマネジ
東京都新宿区四谷一丁目19番地2
メント

アルファ・ソリューション
東京都港区新橋2-12-1
ズ(株)
アルファ・トラスト・リアル

平成17年4月8日

東京都新宿区四谷一丁目19番地2
四谷セントラルビル5階

アルファコート(株)

(株)井智

東京都港区芝浦三丁目12番8号

愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所ビルディング9階

平成18年11月27日 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号

近畿財務局長（売信）第34号

平成17年9月2日

伊藤忠神戸北町（株）

近畿財務局長（売信）第14号

平成17年4月21日 伊藤忠商事(株)

大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3

関東財務局長（売信）第316号

平成18年2月9日

東京都港区赤坂2丁目9番11号

関東財務局長（売信）第144号

平成17年5月23日 伊藤忠ハウジング(株)

東京都中央区日本橋本町2-7-1

福岡財務支局長（売信）第11号

平成18年4月3日

福岡県福岡市中央区大名一丁目14番45号

関東財務局長（売信）第87号

平成17年5月10日 (株)インボイスＲＭ

東京都港区芝四丁目1番23号

関東財務局長（売信）第178号

平成17年6月13日 (株)ウイーズ

東京都港区六本木5丁目14番35号

関東財務局長（売信）第51号

平成17年4月19日 ヴィータイタリア(株)

東京都港区東新橋2-6-6

関東財務局長（売信）第473号

平成19年4月5日

関東財務局長（売信）第209号

平成17年7月20日 (有)ウイン

関東財務局長（売信）第67号

平成17年4月25日

伊藤忠都市開発(株)

(株)インベスト

大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1-3

(株)ウィルレイズ・コーポ
東京都品川区東五反田五丁目2番5号
レーション
東京都世田谷区成城四丁目15番4号

(株)ウインコーポレーショ
東京都港区元赤坂一丁目7番13号
ン

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第207号

平成17年7月20日

(株)ウェイブリアルエス
テート

東京都中央区日本橋室町三丁目1番20号

関東財務局長（売信）第3号

平成17年3月25日

ウェスト・ヴィレッジ・
キャピタル(株)

東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
岸本ビル9階

関東財務局長（売信）第432号

平成18年12月28日

ウェルス・マネジメント
(株)

東京都港区赤坂一丁目12番32号
アーク森ビル12階

福岡財務支局（売信）第8号

平成17年10月14日 (株)ウェルホーディングス 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番8号

東海財務局長（売信）第46号

平成19年6月1日

(株)ＡＳ－ＳＺＫｉ

静岡県三島市八反畑117番地の1

近畿財務局長（売信）第119号

平成19年7月6日

栄泉不動産(株)

大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目１番１
号

関東財務局長（売信）第379号

平成18年6月27日 ＨＰマネジメント(株)

関東財務局長（売信）第288号

平成17年12月5日

近畿財務局長（売信）第54号

平成17年12月15日 Ａ.Ｉ.キャピタル(株)

東京都文京区大塚四丁目43番6号

(株)エー・ディー・ワーク 東京都中央区銀座八丁目2番8号
ス
京都新聞銀座ビル6階
大阪府大阪市北区梅田二丁目5番6号

関東財務局長（売信）第166号

平成17年6月2日

ＡＩＧ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

東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

関東財務局長（売信）第200号

平成17年7月4日

(株)ＡＰＳＩ

東京都中央区日本橋1-3-8
ディアマントビル7階

関東財務局長（売信）第480号

平成19年5月23日

ＡＢＣ Ｐａｒｔｎｅｒｓ
(株)

神奈川県横浜市中区山下町60-1-603

関東財務局長（売信）第353号

平成18年5月25日

エコロジー・アセットマネ
東京都港区赤坂二丁目19番4号
ジメント(株)

関東財務局長（売信）第84号

平成17年4月28日

(株)エス・オー・ダブ
リュー

関東財務局長（売信）第29号

平成17年4月8日 ジメント(株)

関東財務局長（売信）第380号

平成18年7月4日

(株)エス・ティー・インベス
トメント・アドバイザーズ

東京都中央区京橋三丁目7番8号

関東財務局長（売信）第465号

平成19年3月22日

(株)エスアイエイ・ソ
リューションズ

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号

近畿財務局長（売信）第85号

平成18年9月7日

(株)エスコン

大阪府大阪市中央区南船場四丁目７番１
１号

関東財務局長（売信）第210号

平成17年7月20日

エスシージェイジャパン
(株)

東京都港区虎ノ門四丁目1番20号
田中山ビル6階

近畿財務局長（売信）第43号

平成17年10月12日 (株)Ｓ・Ｂ・Ｒ

大阪府松原市上田1丁目4番5号

東海財務局長（売信）第7号

平成17年4月11日 ＳＢＩプランナーズ(株)

愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目18番24
号

東海財務局長（売信）第17号

平成17年6月29日 ズ(株)

号

関東財務局長（売信）第365号

ＳＢIホールディングス
平成18年6月19日
(株)

東京都港区六本木1丁目6番1号

関東財務局長（売信）第290号

平成17年12月12日 (株)エッジ・キャピタル

東京都渋谷区代官山町20番9号

関東財務局長（売信）第304号

平成18年1月17日

近畿財務局長（売信）第123号

平成19年7月23日 エヌ・ファミリー(株)

大阪府大阪市中央区博労町四丁目7番5号

関東財務局長（売信）第233号

平成17年8月25日 ＮＩＳ不動産(株)

東京都新宿区西新宿1丁目25番1号

関東財務局長（売信）第74号

平成17年4月27日

(株)エフ・アール・シー・
東京都中央区京橋1-14-4京橋東栄ビル4階
ジャパン

関東財務局長（売信）第349号

平成18年5月12日

(株)エフ・コーポレーショ
東京都港区南青山一丁目2番6号
ン

ＳＣＪインベストメント・マネ

東京都千代田区神田神保町三丁目7番地1
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号

SBIプロパティ・アドバイザー 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目18番24

エヌ・ティ・ティ都市開発
東京都千代田区外神田4-14-1
(株)

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
(株)ＦＥインベスト

主たる営業所又は事務所の所在地
東京都港区虎ノ門一丁目16番4号
アーバン虎ノ門ビル

関東財務局長（売信）第470号

平成19年4月5日

関東財務局長（売信）第283号

平成17年11月22日

関東財務局長（売信）第253号

平成17年9月29日 (株)ＦＫメディエイト

関東財務局長（売信）第106号

平成17年5月12日

近畿財務局長（売信）第51号

平成17年11月24日 ＭＩＤ都市開発（株）

関東財務局長（売信）第128号

平成17年5月17日

(株)エムケーキャピタルマ
東京都港区北青山3-3-11
ネージメント

関東財務局長（売信）第472号

平成19年4月5日

ＭＴラボ(株)

関東財務局長（売信）第150号

平成17年5月24日 エムワイ総合企画(株)

東京都新宿区新宿五丁目17番5号

関東財務局長（売信）第320号

平成18年2月9日

(株)エルカクエイ

東京都新宿区新宿一丁目8番1号

関東財務局長（売信）第27号

平成17年4月8日

エルシーピー・リート・ア 東京都中央区日本橋一丁目5番3号
ドバイザーズ(株)
日本橋西川ビル

東海財務局長（売信）第38号

平成18年12月1日 (有)オイカワ

愛知県名古屋市中区栄三丁目2番7号
丸善名古屋ビル8階

関東財務局長（売信）第354号

平成18年5月25日 王子不動産(株)

東京都中央区銀座五丁目12番8号

福岡財務支局長（売信）第7号

平成17年6月24日 (株)オー・エイチ・アイ

福岡県福岡市中央区天神4丁目6番7号

近畿財務局長（売信）第87号

平成18年9月26日

（株）オー・エム・コーポ 大阪府大阪市西区北堀江一丁目19番8号
レーション
四ツ橋KMビル3F

関東財務局長（売信）第193号

平成17年7月1日

(株)オーエスシー平城事務
東京都新宿区新宿1丁目24番7号
所

関東財務局長（売信）第263号

平成17年10月6日 オークラヤ不動産(株)

近畿財務局長（売信）第46号

平成17年11月9日 (株)オーナーズ・ブレーン 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目9番12号

近畿財務局長（売信）第2号

平成17年3月30日 大貴不動産(株)

大阪府大阪市中央区難波2丁目3番16号

近畿財務局長（売信）第26号

平成17年6月14日 (株)大林組

大阪府大阪市中央区北浜東4番33号

近畿財務局長（売信）第102号

平成19年2月16日 (株)オービット

大阪市西区北堀江一丁目14番24号

近畿財務局長（売信）第7号

平成17年4月4日

大阪府大阪市中央区島之内1丁目22番20号

関東財務局長（売信）第303号

平成18年1月17日 (株)オールクリエーション

東京都中央区新川1丁目11番11号
新川東邦ビル3階

関東財務局長（売信）第158号

平成17年5月30日 小田急不動産(株)

東京都渋谷区初台1丁目47番1号

関東財務局長（売信）第277号

平成17年11月1日 (株)オフィス・ミツキ

東京都渋谷区神宮前6丁目27番8号

近畿財務局長（売信）第81号

平成18年8月17日 (有)オフィスソネ

兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目2番17号

関東財務局長（売信）第205号

平成17年7月20日

関東財務局長（売信）第156号

平成17年5月27日 (株)オフィステラ

東京都港区西新橋2-39-8

近畿財務局長（売信）第110号

平成19年5月11日 (株)オフィスプラント

兵庫県神戸市中央区下山手通二丁目15番
10号

関東財務局長（売信）第2号

平成17年3月25日 オリックス(株)

東京都港区浜松町二丁目4番1号
世界貿易センタービル

エフィシェンシー・キャピ
東京都港区六本木五丁目2番3号
タル・アドバイザーズ(株)

(株)エム・エス・ビルサ
ポート

大広不動産(株)

オフィスデータサービス
(株)

千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目4番地3
東京都中央区銀座四丁目6番1号
大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番4号

東京都港区赤坂二丁目17番22号

東京都中央区日本橋本石町三丁目3番5号

東京都中央区銀座1-6-2
銀座Aビル5Ｆ

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第230号

平成17年8月25日 オリックス・アルファ(株) 東京都港区芝三丁目22番8号

関東財務局長（売信）第212号

平成17年7月25日 オリックス不動産(株)

東京都港区浜松町二丁目4番1号

関東財務局長（売信）第274号

平成17年11月1日 (株)開晴不動産

東京都世田谷区池尻二丁目32番8号

関東財務局長（売信）第242号

平成17年9月14日 (株)開地総合企画

東京都千代田区一番町13番地3

関東財務局長（売信）第502号

平成19年8月3日

関東財務局長（売信）第174号

平成17年6月10日 鹿島建設(株)

東京都港区元赤坂一丁目2番7号

関東財務局長（売信）第323号

平成18年2月22日 (株)片山組

東京都新宿区新宿6-22-13

近畿財務局長（売信）第96号

平成19年1月31日

(株)カトーコーポレーショ
大阪府堺市西区浜寺元町五丁785番地2
ン

東北財務局長（売信）第5号

平成18年6月16日

(株)カナヤマコーポレー
ション

東海財務局長（売信）第11号

平成17年4月18日 (有)華陽開発

岐阜県岐阜市西問屋町11番地

関東財務局長（売信）第350号

平成18年5月12日 神田住宅販売(株)

東京都千代田区神田司町二丁目7番

関東財務局長（売信）第75号

平成17年4月27日 かんべ土地建物(株)

東京都品川区大井1-3-6

関東財務局長（売信）第497号

平成19年7月27日 (株)ギブテックス

東京都千代田区麹町3丁目1番地7

近畿財務局長（売信）第23号

平成17年5月26日 (有)ＣＡＰ－Ｍ

大阪府大阪市北区堂島二丁目1番25-207-1
号

関東財務局長（売信）第91号

平成17年5月10日 キャップマークジャパン(株) 東京都港区赤坂一丁目11番44号

関東財務局長（売信）第456号

平成19年3月7日

キャピタランド・ジャパン 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
(株)
東京ビルディング

関東財務局長（売信）第126号

平成17年5月17日

キャピタルアドバイザーズ
東京都港区赤坂一丁目12番32号
(株)

関東財務局長（売信）第270号

平成17年10月27日

キャピタルリアルティー
(株)

東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー15階

関東財務局長（売信）第318号

平成18年2月9日

共同施設(株)

東京都中央区日本橋室町一丁目9番12号

近畿財務局長（売信）第91号

平成18年12月4日 共同信託(株)

大阪府大阪市中央区平野町二丁目6番11号

関東財務局長（売信）第336号

平成18年3月17日 (株)共立エステート

東京都千代田区外神田2-18-8

近畿財務局長（売信）第72号

平成18年4月18日 協和産業(株)

大阪府大阪市城東区成育三丁目13番21号

関東財務局長（売信）第468号

平成19年4月5日

東京都中央区日本橋茅場町一丁目1番7号

(株)開発構想研究センター 東京都練馬区中村北四丁目20番21-603号

極東プロパティ(株)

福島県郡山市本町1丁目5番10号

近畿財務局長（売信）第45号

平成17年10月31日 (株)近畿興産

大阪府大阪市西淀川区出来島ニ丁目4番19
号

近畿財務局長（売信）第114号

平成19年5月22日 近畿ハウジング(株)

大阪府吹田市千里山西一丁目35番43号

近畿財務局長（売信）第39号

平成17年9月16日 近鉄不動産（株）

大阪府大阪市中央区難波2丁目2番3号

関東財務局長（売信）第322号

平成18年2月15日 (株)クオリケーション

東京都渋谷区恵比寿南一丁目4番2号

関東財務局長（売信）第169号

平成17年6月3日

クッシュマン・アンド・
ウェイクフィールド(株)

関東財務局長（売信）第459号

平成19年3月7日

(株)グッド・ラック・コー
東京都新宿区新宿二丁目16番9号
ポレーション

東京都千代田区大手町1-6-1

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

東海財務局長（売信）第37号

平成18年10月30日 (株)グランツホーム

愛知県名古屋市東区泉一丁目12番34号

関東財務局長（売信）第355号

平成18年5月25日 (株)グランメール

東京都千代田区神田佐久間町四丁目16番
地

関東財務局長（売信）第109号

平成17年5月12日 (株)クリード

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

関東財務局長（売信）第133号

平成17年5月18日

関東財務局長（売信）第73号

平成17年4月26日 (株)グリーンアース

関東財務局長（売信）第378号

平成18年6月27日

関東財務局長（売信）第146号

平成17年5月24日 (株)クリエイト西武

関東財務局長（売信）第374号

平成18年6月27日

東海財務局長（売信）第40号

平成19年1月30日 (株)クルーズ

愛知県名古屋市中区富士見町3番7号

関東財務局長（売信）第246号

平成17年9月29日 グレタランド(株)

東京都港区西新橋三丁目15番13号

関東財務局長（売信）第346号

平成18年5月12日

グローバル・アライアン
ス・リアルティ(株)

関東財務局長（売信）第310号

平成18年1月26日

(株)グローバルコーポレー 東京都港区愛宕2-5-1
ション
愛宕グリーンヒルズMORIタワー36階

関東財務局長（売信）第359号

平成18年6月7日

(株)グローバルパートナー
東京都千代田区神田小川町三丁目11番
ズ

関東財務局長（売信）第114号

平成17年5月13日 グローバンス(株)

関東財務局長（売信）第69号

平成17年4月25日

近畿財務局長（売信）第15号

平成17年4月22日 京阪神興業(株)

兵庫県神戸市中央区浪花町15番地

関東財務局長（売信）第462号

平成19年3月16日 ケイワイケイ(株)

東京都新宿区西新宿四丁目32番4号

関東財務局長（売信）第510号

平成19年8月8日

近畿財務局長（売信）第88号

平成18年10月5日 （株）Gate Keeper Corporation 大阪府大阪市中央区谷町二丁目1番22号

関東財務局長（売信）第81号

平成17年4月28日 (株)ＫＰＭＧ ＦＡＳ

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号

近畿財務局長（売信）第126号

平成19年8月20日 (株)ゲストハウス

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町四丁目3番13
号201

関東財務局長（売信）第7号

平成17年3月31日 ケネディクス(株)

東京都港区新橋二丁目2番9号

関東財務局長（売信）第20号

平成17年4月6日 (株)

関東財務局長（売信）第217号

平成17年7月27日

福岡財務支局長（売信）第15号

平成18年12月1日 (株)コア

福岡県福岡市中央区大名1丁目2番23号

関東財務局長（売信）第8号

平成17年4月1日

東京都港区南青山一丁目15番5号

近畿財務局長（売信）第66号

平成18年2月17日 (株)コーニッシュ

関東財務局長（売信）第149号

平成17年5月24日

関東財務局長（売信）第43号

平成17年4月15日 国際航業(株)

クリード不動産投資顧問
(株)

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
東京都新宿区神楽坂一丁目1番地

(株)クリエイトコーポレー 東京都港区芝三丁目17番15号
ション
クリエート三田204

(株)クリエーティブ・リノベーション・
グループ・ジャパン

東京都東村山市栄町2-9-25
東京都中央区銀座一丁目8番2号

東京都千代田区麹町四丁目1番地

東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー

(株)グローブマネージメン
東京都中央区八丁堀4丁目5番8号
ト

ＫＷ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎ
ｔ(株)

ケネディクス・アドバイザーズ

東京都千代田区霞が関三丁目8番1号

東京都港区新橋二丁目2番9号

(株)ケン・コーポレーショ
東京都港区西麻布1丁目2番7号
ン

興和不動産(株)

大阪府大阪市北区中之島三丁目5番20号
コーニッシュビル2Ｆ

ゴールドマン・サックス・ 東京都港区六本木六丁目10番1号
リアルティ・ジャパン(有) 六本木ヒルズ森タワー
東京都千代田区六番町2番地

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
(株)コシガ

主たる営業所又は事務所の所在地
埼玉県さいたま市中央区下落合1071番地1
ＭＩビル4．スピカ3階

関東財務局長（売信）第16号

平成17年4月5日

関東財務局長（売信）第152号

平成17年5月25日 (株)コスモスイニシア

関東財務局長（売信）第236号

平成17年9月5日

コスモビジネスサポート
(株)

東京都千代田区鍛冶町二丁目2番2号

近畿財務局長（売信）第79号

平成18年8月4日

(株)鴻池組

大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
毎日インテシオ

東京都千代田区内幸町1-3-2

関東財務局長（売信）第415号

平成18年10月26日 (株)許斐

東京都港区赤坂一丁目11番36号

近畿財務局長（売信）第131号

平成19年9月10日 小林 清勝

京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町175
番地2

関東財務局長（売信）第26号

平成17年4月8日

(株)コマーシャル・アール
東京都中央区京橋2丁目4番12号
イー

関東財務局長（売信）第332号

平成18年3月8日

(株)コムラエージェンシー 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

関東財務局長（売信）第486号

平成19年6月8日

コラゾン・アセットマネジ
東京都港区西新橋二丁目17番2号
メント(株)

関東財務局長（売信）第377号

平成18年6月27日 ゴルチル(株)

北海道財務局長（売信）第5号

平成17年6月29日

近畿財務局長（売信）第117号

平成19年6月20日 近藤建設工業(株)

大阪府守口市京阪本通一丁目3番7号
日本生命守口ビル4階

関東財務局長（売信）第490号

平成19年6月20日 西京クリエート(株)

東京都三鷹市下連雀三丁目24番3号

関東財務局長（売信）第88号

平成17年5月10日 (株)ザイマックス

東京都新宿区三栄町26番地1

関東財務局長（売信）第389号

平成17年8月28日 サヴィルズ・ジャパン(株) 東京都港区六本木三丁目16番33号

関東財務局長（売信）第443号

平成19年1月22日 (株)さくらキャピタルトラスト 東京都港区虎ノ門一丁目1番23号

関東財務局長（売信）第132号

平成17年5月18日 (株)サタスインテグレイト

東京都港区西新橋一丁目1番3号
東京桜田ビル4Ｆ

近畿財務局長（売信）第28号

平成17年8月1日

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3番24号

東北財務局長（売信）第2号

平成17年8月25日 (株)サムトラスト

宮城県仙台市青葉区上杉2-6-2-603

東海財務局長（売信）第29号

平成18年1月6日

愛知県名古屋市東区泉二丁目26番1号

関東財務局長（売信）第203号

平成17年7月12日 サンオーシャン工業(株)

近畿財務局長（売信）第95号

平成19年1月29日

関東財務局長（売信）第93号

平成17年5月11日 山京ビル(株)

東京都千代田区富士見二丁目4番9号

関東財務局長（売信）第257号

平成17年9月29日 (株)サンケイビル

東京都千代田区大手町一丁目6番1号

関東財務局長（売信）第105号

平成17年5月12日 三幸エステート(株)

東京都中央区銀座四丁目6番1号
銀座三和ビル

福岡財務支局長（売信）第12号

平成18年9月8日

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20番1
号

関東財務局長（売信）第376号

平成18年6月27日 三光ソフラン(株)

埼玉県さいたま市大宮区大成町1-212-3

東海財務局長（売信）第23号

平成17年9月15日 三交不動産(株)

三重県津市丸之内9番18号

東北財務局長（売信）第3号

平成18年2月24日 (株)サンシティ

宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1

東京都豊島区高田三丁目18番9号
Ｍａｉｌビル6階

コンストラクションマネジ
北海道札幌市中央区南四条西6丁目8番地
メントサービス(株)

サムティ（株）

(株)サンエステイト

東京都千代田区麹町2丁目8番地5

燦キャピタルマネージメン
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号
ト(株)

三幸エステート(株)

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
三信住建(株)

主たる営業所又は事務所の所在地
東京都港区虎ノ門一丁目11番2号
虎ノ門平和ビル

関東財務局長（売信）第458号

平成19年3月7日

東海財務局長（売信）第31号

平成18年2月17日 (株)三徳動産

愛知県名古屋市東区筒井三丁目15番13号

関東財務局長（売信）第351号

平成18年5月12日 (株)サンフェル

東京都港区赤坂一丁目12番32号

関東財務局長（売信）第234号

平成17年8月26日

サンフロンティア不動産
(株)

関東財務局長（売信）第507号

平成19年8月8日

サンフロンティア不動産投
東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
資顧問(株)

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
東宝日比谷ビル13階

中国財務局長（売信）第3号

平成17年10月13日 (株)山陽アール・イー・シー 岡山市今七丁目24-33

福岡財務支局長（売信）第17号

平成19年2月15日 (株)サン・ライフ

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号

近畿財務局長（売信）第21号

平成17年5月25日 三和住宅サービス(株)

京都府京都市下京区烏丸通六条下る北町
184番地2 SJS烏丸ビル

近畿財務局長（売信）第68号

平成18年3月24日 三和通産(株)

大阪府大阪市北区天神橋三丁目2番8号

関東財務局長（売信）第313号

平成18年1月26日 (株)ＣＲＥ投資顧問

東京都中央区京橋2丁目4番12号

関東財務局長（売信）第406号

平成18年10月16日 ＧＥＣ(株)

東京都港区赤坂九丁目7番2号

関東財務局長（売信）第136号

平成17年5月19日

ＧＥリアル・エステート
(株)

東京都港区赤坂一丁目12番32号

関東財務局長（売信）第309号

平成18年1月26日

(株)Ｓｅａ Ｃａｐｉｔａ
ｌ

東京都港区新橋四丁目5番1号

関東財務局長（売信）第219号

平成17年7月27日

シービー・リチャードエリ
東京都港区浜松町二丁目2番12号
ス(株)

関東財務局長（売信）第159号

平成17年6月1日

シービーアールイー・ジャ
東京都港区浜松町二丁目2番12号
パン(株)

関東財務局長（売信）第317号

平成18年2月9日

(株)シーモン

近畿財務局長（売信）第41号

平成17年9月28日 (株)ジェイ・アムズ

近畿財務局長（売信）第78号

平成18年7月3日

関東財務局長（売信）第388号

平成18年8月28日 ジェイ・ブリッジ(株)

関東財務局長（売信）第425号

平成18年12月5日 (株)ジェイ・プロパティー 東京都中央区日本橋室町一丁目12番15号

関東財務局長（売信）第428号

平成18年12月18日 (株)ジェニュイン

東京都千代田区内神田一丁目12番3号

関東財務局長（売信）第423号

平成18年12月5日 (株)シグマ企画

東京都港区赤坂4丁目3番1号

関東財務局長（売信）第414号

平成18年10月26日 (株)シグマファクトリー

東京都港区北青山三丁目9番8号

東京都中央区築地1丁目7番13号
大阪府大阪市中央区南船場四丁目2番4号
日本生命御堂筋ビル9Ｆ

ジェイ・ケイ・リサーチア
大阪府大阪市西区西本町一丁目6番6号
ンドリアリティ(株）
東京都港区赤坂二丁目17番7号

近畿財務局長（売信）第8号

平成17年4月8日

(株)資産管理研究所

大阪府大阪市中央区瓦町3丁目5番7号

近畿財務局長（売信）第20号

平成17年5月13日

(株)シスコ・アセット・マ 京都府京都市上京区今出川通智恵光院西
ネージメント
入西北小路町239番地

近畿財務局長（売信）第86号

平成18年9月12日 (株)シティクルーズ

関東財務局長（売信）第358号

平成18年6月7日

(株)シティライフプロパ
ティーズ

東京都港区南青山5-10-19

東海財務局長（売信）第44号

平成19年4月6日

(株)柴山事務所

愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地

関東財務局長（売信）第513号

平成19年8月10日 シマダハウス(株)

大阪府大阪市北区堂島二丁目1番31号
ORIX堂島ビル5F

東京都調布市仙川町二丁目17番地26

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第292号

平成17年12月12日 清水建設(株)

東京都港区芝浦一丁目2番3号

関東財務局長（売信）第442号

平成19年1月22日 ジャパン(株)

東京都港区南青山2-2-15
ウィン青山5F

関東財務局長（売信）第519号

平成19年8月29日

関東財務局長（売信）第431号

平成18年12月18日 ジャパンアセットトラスト(株) 東京都千代田区麹町三丁目5番2号

(株)ジャパン・アセット・ 東京都港区虎ノ門二丁目5番2号
アドバイザーズ
エアチャイナビル7階

近畿財務局長（売信）第61号

平成18年2月2日

ジャパンエステート(株)

大阪府大阪市中央区今橋二丁目5番8号

関東財務局長（売信）第328号

平成18年2月22日 住宅流通(株)

関東財務局長（売信）第89号

平成17年5月10日

東海財務局長（売信）第32号

平成18年7月10日 (株)ジョインライフ

愛知県名古屋市西区名駅二丁目9番14号

関東財務局長（売信）第260号

平成17年10月5日 昭栄(株)

東京都千代田区神田錦町1-2-1

東海財務局長（売信）第48号

平成19年6月22日 (株)翔栄

愛知県名古屋市千種区小松町七丁目21番
地の2

関東財務局長（売信）第434号

平成18年12月28日

北海道財務局長（売信）第3号

平成17年5月18日 (株)常口住宅販売

北海道札幌市白石区本通二十丁目南１番
９号

関東財務局長（売信）第483号

平成19年5月23日 (株)城南プロパティ

東京都港区白金六丁目18番7号

関東財務局長（売信）第383号

平成18年8月1日

東京都千代田区五番町2番地
番町パレス203

近畿財務局長（売信）第116号

平成19年6月12日 城寳産業(株)

関東財務局長（売信）第213号

平成17年7月25日

常和アセットマネジメント
東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号
(株)

関東財務局長（売信）第452号

平成19年3月7日

昭和地所(株)

関東財務局長（売信）第122号

平成17年5月16日

ジョーンズラングラサール 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
(株)
プルデンシャルタワー3階

関東財務局長（売信）第196号

平成17年7月1日

新栄不動産ビジネス(株)

近畿財務局長（売信）第17号

平成17年4月27日 幸大商事

関東財務局長（売信）第348号

平成18年5月12日 (株)新東京信菱

東京都中野区東中野1-59-6

東海財務局長（売信）第2号

平成17年3月30日 新東昭不動産(株)

愛知県名古屋市中区錦2丁目20番8号

関東財務局長（売信）第248号

平成17年9月29日 (株)新日鉄都市開発

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

近畿財務局長（売信）第115号

平成19年6月7日

(株)新不動産研究所

大阪府大阪市西区阿波座一丁目6番13号

関東財務局長（売信）第46号

平成17年4月15日 トメント・アドバイザーズ

(株)シンプレクス・インベス

東京都千代田区丸の内1-2-1

関東財務局長（売信）第224号

平成17年8月3日

(株)シンプレクス・リアル
東京都港区赤坂3-3-3
ティ

関東財務局長（売信）第48号

平成17年4月18日

(株)スター・プロパティー 東京都港区虎ノ門3丁目8番21号
ズ
虎ノ門33森ビル9階

関東財務局長（売信）第276号

平成17年11月1日 スター・マイカ(株)

東京都千代田区九段北4丁目1番3号
飛栄九段北ビル6階

(株)ジョイント・アセット
東京都目黒区目黒二丁目10番11号
マネジメント

昭栄アセットマネジメント
東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
(株)

(株)情報企画

本多勝彦

大阪府大阪市北区東天満二丁目2番3号

東京都中央区京橋三丁目7番8号

東京都目黒区上目黒二丁目9番1号
大阪府大阪市西成区潮路1丁目2番14号

東京都港区赤坂二丁目17番22号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第139号

平成17年5月20日

スターツコーポレーション
東京都中央区日本橋3-3-9
(株)

中国財務局長（売信）第7号

平成18年12月26日

スターラインソリューショ
広島県福山市新涯町二丁目11番３号
ンズ(株)

近畿財務局長（売信）第57号

平成17年12月21日 (株)スタジオアレックス

大阪府大阪市中央区南船場三丁目6番3号

関東財務局長（売信）第498号

平成19年7月27日

ストラテジック・パート
ナーズ(株)

東京都中央区日本橋茅場町二丁目7番5号

関東財務局長（売信）第308号

平成18年1月26日

ストラテジック・マネジメ
東京都港区六本木一丁目6番1号
ント・エル・エル・シー

関東財務局長（売信）第496号

平成19年7月27日 住商建物(株)

関東財務局長（売信）第457号

平成19年3月7日

住商ビルマネージメント
(株)

東京都中央区晴海一丁目8番8号

近畿財務局長（売信）第62号

平成18年2月6日

住商リース（株）

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

関東財務局長（売信）第61号

平成17年4月21日 すみしん不動産(株)

東京都中央区八重洲2-3-1
住友信託銀行八重洲ビル

北海道財務局長（売信）第10号

平成19年2月19日 スミセキ・コンテック(株)

北海道札幌市中央区北二条西
十三丁目1番地37

関東財務局長（売信）第455号

平成19年3月7日

東京都中央区晴海一丁目8番11号

近畿財務局長（売信）第11号

平成17年4月18日 住友成泉(株)

大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番28号

関東財務局長（売信）第47号

平成17年4月15日 住友不動産(株)

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

関東財務局長（売信）第125号

平成17年5月17日 住友不動産販売(株)

東京都新宿区西新宿2-4-1

関東財務局長（売信）第280号

平成17年11月16日

近畿財務局長（売信）第35号

平成17年9月2日

(株)セイクレスト

大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

関東財務局長（売信）第199号

平成17年7月4日

西武不動産販売(株)

東京都豊島区南池袋1-16-15

住友商事(株)

東京都中央区晴海一丁目8番8号

(株)スルガコーポレーショ
神奈川県横浜市神奈川区台町15-1
ン

関東財務局長（売信）第271号

平成17年10月27日 (株)清和クリエイト

東京都港区芝大門一丁目1番23号

関東財務局長（売信）第338号

平成18年3月31日 清和綜合建物(株)

東京都港区芝大門一丁目1番23号

北海道財務局長（売信）第7号

平成17年12月12日 ㈱ＺＥＵＳ

北海道札幌市中央区南一条西八丁目１－
１
クリスタルタワー １５階

近畿財務局長（売信）第29号

平成17年8月5日

積水ハウス(株)

大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号

近畿財務局長（売信）第99号

平成19年2月7日

(株)積和

兵庫県神戸市中央区栄町通七丁目1番10号

関東財務局長（売信）第464号

平成19年3月22日 積和不動産(株)

東京都渋谷区代々木2丁目1番1号

近畿財務局長（売信）第56号

平成17年12月20日 積和不動産関西(株)

大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番30号

中国財務局長（売信）第5号

平成18年5月29日 積和不動産中国(株）

広島県広島市中区小町1番25号

関東財務局長（売信）第165号

平成17年6月2日

(株)ゼクス

東京都千代田区内幸町一丁目1番7号

関東財務局長（売信）第506号

平成19年8月8日

(株)セットアップ

東京都港区浜松町一丁目6番2号

関東財務局長（売信）第445号

平成19年2月5日

(株)ゼファー

東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

(株)ゼファー不動産投資顧
東京都中央区日本橋浜松町三丁目3番2号
問

関東財務局長（売信）第135号

平成17年5月19日

関東財務局長（売信）第401号

平成18年9月15日 (株)セラン

東京都千代田区九段北4丁目1番3号

関東財務局長（売信）第198号

平成17年7月4日

セレクトカンパニー(株)

東京都港区新橋4丁目24番3-602号

関東財務局長（売信）第321号

平成18年2月9日

(株)全国不動産鑑定士ネッ
東京都千代田区丸の内一丁目4番2号
トワーク

関東財務局長（売信）第108号

平成17年5月12日 (株)セント・グランデ

関東財務局長（売信）第499号

平成19年7月27日

関東財務局長（売信）第282号

平成17年11月16日 (株)セントラル総合研究所 東京都千代田区鍛冶町一丁目5番7号

関東財務局長（売信）第399号

平成18年9月15日 (株)セントロ

東京都港区南麻布五丁目4番2号

関東財務局長（売信）第21号

平成17年4月7日

東京都千代田区神田紺屋町7番地

東海財務局長（売信）第45号

平成19年5月30日 (株)荘苑

愛知県名古屋市中区栄一丁目30番15号

東北財務局長（売信）第6号

平成18年11月2日 (有)総合医療サービス

福島県福島市陣場町9-18

関東財務局長（売信）第301号

平成18年1月17日 総合地所(株)

東京都港区芝公園二丁目4番1号

関東財務局長（売信）第297号

平成17年12月26日 双日(株)

東京都港区赤坂六丁目1番20号

関東財務局長（売信）第52号

平成17年4月20日 双日リアルネット(株)

東京都港区赤坂二丁目19番4号

近畿財務局長（売信）第121号

平成19年7月17日 (株)創生

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号

関東財務局長（売信）第347号

平成18年5月12日 綜通(株)

東京都新宿区早稲田町69番地

関東財務局長（売信）第523号

平成19年8月31日 (株)総和地所

東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
渋谷Ｒサンケイビル

近畿財務局長（売信）第89号

平成18年10月23日 (株)ソーシャルアセット

大阪府大阪市中央区平野町四丁目2番18号

関東財務局長（売信）第337号

平成18年3月31日

近畿財務局長（売信）第130号

平成19年9月10日 孫 基貞（松原 基貞）

京都府宇治市伊勢田町南山51番地の16

中国財務局長（売信）第6号

平成18年9月29日 (株)第一リアルティ

広島県広島市南区金屋町2-13

関東財務局長（売信）第71号

平成17年4月26日 大栄不動産(株)

東京都中央区日本橋室町1丁目1番8号

関東財務局長（売信）第281号

平成17年11月16日 (株)大京リアルド

東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目19番1号

近畿財務局長（売信）第125号

平成19年7月27日

近畿財務局長（売信）第25号

平成17年5月31日 ダイドー住販(株)

大阪府大阪市中央区今橋二丁目5番8号ト
レードピア淀屋橋

関東財務局長（売信）第296号

平成17年12月26日 (株)ダイナセル

東京都港区新橋一丁目17番2号

セントラル・リアルティ
(有)

泉友総合不動産(株)

東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番2号
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

ソラーレホテルズアンドリ
東京都港区虎ノ門三丁目22番1号
ゾーツ(株)

ダイドーアセットサイエン 大阪府大阪市中央区今橋二丁目5番8号
ス(株)
トレードピア淀屋橋

関東財務局長（売信）第511号

平成19年8月8日

(株)ダイニチ

千葉県浦安市当代島一丁目1番9号

関東財務局長（売信）第243号

平成17年9月14日 (株)タイム・アロー

東京都港区西麻布1丁目3番10号
KN西麻布ビル3階

近畿財務局長（売信）第55号

平成17年12月19日 (株)泰明ハウジング

京都府京都市伏見区桃山町松平筑前10番
地17

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第393号

平成18年9月5日

ダイヤサービス(株)

東京都江東区木場五丁目11番17号
商工中金深川ビル

関東財務局長（売信）第154号

平成17年5月26日

ダイヤモンド・リアル
ティ・マネジメント(株)

東京都千代田区麹町四丁目三番三
新麹町ビル

関東財務局長（売信）第171号

平成17年6月3日

ダイヤリックス(株)

東京都港区芝二丁目1番30号

関東財務局長（売信）第391号

平成18年8月28日 大雄建設(株)

東京都中央区日本橋三丁目5番14号
都民興業日本橋ビル7階

近畿財務局長（売信）第75号

平成18年6月20日 (株)太陽総合鑑定所

大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番9号

近畿財務局長（売信）第108号

平成19年4月20日 大和システム(株)

大阪府大阪市中央区道修町三丁目6番1号

近畿財務局長（売信）第31号

平成17年8月30日 大和ハウス工業（株）

大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

関東財務局長（売信）第134号

平成17年5月18日 大和プロパティ(株)

東京都中央区日本橋茅場町1丁目1番9号

関東財務局長（売信）第181号

平成17年6月15日

(株)ダヴィンチ・アドバイ 東京都中央区銀座六丁目2番1号
ザーズ
ダヴィンチ銀座9階

関東財務局長（売信）第447号

平成19年2月5日

(株)タウンホテル

東京都千代田区神田須田町2-1-1
本間ビル6階

関東財務局長（売信）第319号

平成18年2月9日

(株)高商

東京都新宿区新宿三丁目9番10号

近畿財務局長（売信）第6号

平成17年4月1日

(株)髙橋ホールディングス 大阪府大阪市北区南森町1丁目3番27号

関東財務局長（売信）第241号

平成17年9月5日

(株)タカラレーベン

東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

東海財務局長（売信）第5号

平成17年4月6日

(株)ダグ

愛知県名古屋市中区栄二丁目15番16号

関東財務局長（売信）第398号

平成18年9月15日

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号パシ
(株)タクトコンサルティン
フィックセンチュリープレイス丸の内16
グ
階

近畿財務局長（売信）第33号

平成17年9月2日

(株)武田商事

関東財務局長（売信）第449号

平成19年2月5日

タッチストーン・キャピタ
東京都港区赤坂一丁目11番30号
ル･マネージメント(株)

関東財務局長（売信）第195号

平成17年7月1日

タッチストーン・リアルエ
東京都港区赤坂一丁目11番30号
ステート(株)

近畿財務局長（売信）第113号

平成19年5月22日 (株)タップ

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目6番20号

関東財務局長（売信）第45号

平成17年4月15日 (株)タリアセンハウス

東京都渋谷区恵比寿西二丁目2番6号

東海財務局長（売信）第33号

平成18年7月31日 (株)中央コーポレーション 愛知県名古屋市中区錦一丁目3番4号

関東財務局長（売信）第330号

平成18年3月8日

関東財務局長（売信）第85号

平成17年4月28日 中央不動産(株)

東京都千代田区丸の内1-6-2

関東財務局長（売信）第39号

平成17年4月13日 中央三井信不動産(株)

東京都中央区日本橋室町3-4-4

関東財務局長（売信）第32号

平成17年4月12日 (株)チヨダイーエヌワイ

東京都千代田区麹町1丁目7番地

関東財務局長（売信）第119号

平成17年5月13日

関東財務局長（売信）第53号

平成17年4月20日 (株)デ・リード

近畿財務局長（売信）第60号

平成18年1月24日

中央商事(株)

大阪府大阪市西区江戸堀二丁目7－29

東京都千代田区内神田1-1-14
日立鎌倉橋ビル

(株)千代田ビルマネジメン
東京都港区虎ノ門3丁目18番19号
ト
東京都港区芝大門二丁目10番12号

(株)デイ・アート・キャピ
大阪府大阪市北区太融寺町1番17号
タル・マネジメント

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第488号

平成19年6月20日 (株)ティ・アール・ケー

東京都港区六本木五丁目10番20号

関東財務局長（売信）第340号

平成18年4月14日 (株)ディア・ライフ

東京都千代田区九段南二丁目3番21号

関東財務局長（売信）第272号

平成17年10月27日

関東財務局長（売信）第343号

平成18年4月27日 (株)Ｄ・Ｒ・Ｍ

関東財務局長（売信）第153号

平成17年5月26日

ＴＦＰ不動産コンサルティ 東京都新宿区西新宿1-23-7
ング(株)
新宿ファーストウエスト12階

関東財務局長（売信）第104号

平成17年5月12日

ＴＭアセットマネジメント
東京都中央区日本橋室町二丁目3番16号
(株)

関東財務局長（売信）第34号

平成17年4月12日

(株)ティーエルディービー
東京都千代田区霞ヶ関三丁目7番1号
パートナーズ

東海財務局長（売信）第22号

平成17年9月8日

(株)ディーシー・クリエイト

近畿財務局長（売信）第70号

平成18年3月28日 (株)デイグラン

関東財務局長（売信）第409号

平成18年10月16日 メント・マネジメント(株)

東京都文京区後楽二丁目2番22号
住友不動産飯田橋ビル2号館ウイング4階

福岡財務支局長（売信）第6号

平成17年4月13日 (株)ディックスクロキ

福岡県福岡市中央区高砂2丁目11番11号

関東財務局長（売信）第400号

平成18年9月15日 (株)ディベックス

東京都港区虎ノ門4-3-13
秀和神谷町ビル3F

北海道財務局長（売信）第14号

平成19年8月29日

関東財務局長（売信）第102号

平成17年5月12日 東栄土地建物(株)

関東財務局長（売信）第453号

平成19年3月7日

関東財務局長（売信）第352号

平成18年5月25日 (株)東急コミュニティー

東京都世田谷区用賀四丁目10番1号

関東財務局長（売信）第160号

平成17年6月1日

東急不動産(株)

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号

関東財務局長（売信）第489号

平成19年6月20日

東急不動産キャピタル・マ
東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
ネジメント(株)

関東財務局長（売信）第66号

平成17年4月22日 東急リバブル(株)

東京都渋谷区道玄坂1-9-5

関東財務局長（売信）第239号

平成17年9月5日

東急リロケーション(株)

東京都渋谷区道玄坂一丁目9番5号

関東財務局長（売信）第524号

平成19年8月31日

東京キャピタルマネジメン 東京都港区赤坂二丁目11番7号
ト(株)
ＡＴＴ新館6階

関東財務局長（売信）第298号

平成17年12月26日 東京急行電鉄(株)

Ｄ－ＡＳＳＥＴ アドバイ
ザーズ(株)

ディスカバリー・インベスト

東京都杉並区阿佐谷南三丁目35番21号
東京都渋谷区恵比寿南一丁目6番10号

愛知県名古屋市中区栄二丁目9番3号
伏見第一ビル3階
大阪府大阪市西区立売堀ニ丁目4番5号

(株)テラ・リアル・インベ 北海道札幌市中央区北一条西八丁目２番
スト
地４２
東京都中央区八重洲一丁目7番17号

東海東京ファイナンス＆リ
東京都中央区京橋一丁目7番1号
アルエステート(株)

東京債権回収(株)

東京都渋谷区南平台町5番6号

関東財務局長（売信）第237号

平成17年9月5日

東京都港区虎ノ門一丁目2番8号

関東財務局長（売信）第98号

平成17年5月12日 (株)東京昇栄

東京都千代田区岩本町三丁目2番10号

関東財務局長（売信）第97号

平成17年5月11日 東京建物(株)

東京都中央区八重洲1-9-9

関東財務局長（売信）第204号

平成17年7月20日 東京建物不動産販売(株)

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
新宿センタービル中地階

関東財務局長（売信）第299号

平成18年1月17日 東京都市開発(株)

東京都千代田区永田町2丁目17番13号

関東財務局長（売信）第72号

平成17年4月26日

(株)東京プロパティアドバ
東京都品川区上大崎2丁目24番15号
イザーズ

関東財務局長（売信）第222号

平成17年8月2日

東京プロパティコンサル
ティング(株)

東京都港区南青山3-14-15

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

(株)東京プロパティマネジ
東京都渋谷区渋谷二丁目1番13号
メント

関東財務局長（売信）第521号

平成19年8月29日

関東財務局長（売信）第232号

平成17年8月25日 東京洋友商事(株)

関東財務局長（売信）第76号

平成17年4月27日

関東財務局長（売信）第518号

平成19年8月29日 東西土地建物投資顧問(株)

東京都中央区銀座2-5-8
GM-Gビル７Ｆ

近畿財務局長（売信）第92号

平成18年12月21日 堂島実業(株)

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番15号

東京都新宿区西新宿4丁目8番4-607号

東西アセット・マネジメン 東京都港区虎ノ門四丁目1番20号
ト(株)
田中山ビル6階

関東財務局長（売信）第360号

平成18年6月7日

関東財務局長（売信）第517号

平成19年8月29日 東武緑地(株)

東京都杉並区上井草四丁目3番6号

近畿財務局長（売信）第24号

平成17年5月30日 東宝土地(株)

大阪府大阪市北区芝田二丁目1番21号

東海財務局長（売信）第26号

平成17年12月7日 東洋エステイト(株)

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目8番23号

関東財務局長（売信）第15号

平成17年4月5日

東洋プロパティ(株)

東京都港区虎ノ門1丁目4番2号
虎ノ門東洋ビル

関東財務局長（売信）第471号

平成19年4月5日

(株)藤和ハウス

東京都西東京市南町五丁目5番13号

関東財務局長（売信）第182号

平成17年6月15日

藤和不動産流通サービス
(株)

東京都文京区本郷二丁目4番4号

関東財務局長（売信）第164号

平成17年6月2日

トーセイ(株)

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号

関東財務局長（売信）第179号

平成17年6月14日 トータルハウジング(株)

近畿財務局長（売信）第12号

平成17年4月20日

関東財務局長（売信）第478号

平成19年4月27日 (株)都市デザインシステム

関東財務局長（売信）第516号

平成19年8月29日 (株)トップストリームＡＭ 東京都港区北青山三丁目5番30号

東海財務局長（売信）第15号

平成17年5月16日 豊田通商(株)

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号

関東財務局長（売信）第441号

平成19年1月22日 虎ノ門住宅販売(株)

東京都千代田区神田司町二丁目7番

関東財務局長（売信）第487号

平成19年6月20日 (株)ＴＲＥＮＴＥ

東京都港区南麻布四丁目9番34号

関東財務局長（売信）第476号

平成19年4月19日

(株)ドリーム・パートナー 東京都港区虎ノ門三丁目18番17号
ズ
オリエンタル虎ノ門501号

関東財務局長（売信）第175号

平成17年6月13日

(株)Ｔｒｉｃｏｒｎ Ｃａ
ｐｉｔａｌ

東京都港区南青山4-21-26

関東財務局長（売信）第206号

平成17年7月20日

トリニティータークイン
ターナショナル(株)

東京都新宿区新宿二丁目3番12号

関東財務局長（売信）第99号

平成17年5月12日 (株)トレック

東京都港区西新橋二丁目18番1号

近畿財務局長（売信）第129号

平成19年9月10日 中島 昭彦

大阪府枚方市宮之阪二丁目9番9号

関東財務局長（売信）第294号

平成17年12月14日 (株)ｎａｇｉｅｅ

東京都中央区勝どき2-9-16-1015号

関東財務局長（売信）第454号

平成19年3月7日

(株)東拓企画

東京都港区虎ノ門一丁目16番4号

東京都港区芝公園2丁目4番1号

都市綜研インベストバンク
大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番地30号
(株)
東京都渋谷区道玄坂1-14-6
ヒューマックス渋谷ビル4F

(株)ナレッジホールディン
東京都港区芝公園3-4-30
グス

関東財務局長（売信）第407号

平成18年10月16日 (株)ニード

東京都目黒区東山1-6-2
メイコービル6階

福岡財務支局長（売信）第19号

平成19年3月22日 西日本不動産開発(株)

福岡県福岡市中央区天神3丁目4番2号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

近畿財務局長（売信）第32号

平成17年9月2日

(株)日住サービス

大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4-300号

関東財務局長（売信）第475号

平成19年4月19日

(株)日税不動産情報セン
ター

東京都新宿区西新宿一丁目6番1号

関東財務局長（売信）第275号

平成17年11月1日 日米土地建物(株)

東京都中央区日本橋室町3丁目2番16号

関東財務局長（売信）第65号

平成17年4月22日 (株)日貿信

東京都中央区日本橋2丁目1番10号
（柳屋ビル8F）

関東財務局長（売信）第479号

平成19年4月27日 (株)日経コンサルタント

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30

関東財務局長（売信）第335号

平成18年3月17日 (株)日建

東京都港区芝五丁目13番14号

関東財務局長（売信）第235号

平成17年9月5日

関東財務局長（売信）第117号

平成17年5月13日 日神不動産(株)

東京都新宿区新宿五丁目8番1号

関東財務局長（売信）第187号

平成17年6月20日 日成不動産(株)

東京都千代田区神田錦町2丁目9番地

関東財務局長（売信）第461号

平成19年3月16日 日東不動産(株)

東京都目黒区下目黒1-3-27
アセンド目黒ビル

関東財務局長（売信）第19号

平成17年4月6日

関東財務局長（売信）第273号

日興リアルエステート(株) 東京都中央区京橋1丁目14番7号

日本アセットアドバンス
(株)

平成17年10月27日 (株)日本エスコン

東京都千代田区飯田橋4丁目5番11号
パール飯田橋ビル5階
東京都千代田区内幸町2丁目2-2

関東財務局長（売信）第484号

平成19年6月8日

日本グロース(株)

東京都新宿区新宿一丁目24番7号
ルネ御苑プラザ405号

近畿財務局長（売信）第36号

平成17年9月2日

日本住宅流通（株）

大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3-800号

近畿財務局長（売信）第104号

平成19年2月21日 日本商業開発(株)

大阪市中央区西心斎橋一丁目13番15号

関東財務局長（売信）第412号

平成18年10月26日 日本中央地所(株)

東京都港区赤坂八丁目5番26号

関東財務局長（売信）第167号

平成17年6月2日

日本デルタキャピタル(株) 東京都渋谷区宇田川町33番8号

関東財務局長（売信）第101号

平成17年5月12日 日本土地建物(株)

東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
日土地ビル

関東財務局長（売信）第95号

平成17年5月11日 日本土地建物販売(株)

東京都千代田区霞が関1-4-1

関東財務局長（売信）第145号

平成17年5月23日 日本ビルド(株)

群馬県前橋市天川町9番地24

近畿財務局長（売信）第93号

平成18年12月21日 日本フォーラム(株)

大阪府大阪市北区西天満二丁目5番3号

関東財務局長（売信）第410号

平成18年10月16日

関東財務局長（売信）第86号

平成17年5月9日

関東財務局長（売信）第56号

平成17年4月20日 (株)日本ユービス

近畿財務局長（売信）第64号

平成18年2月15日 (株)日本ライフクリエイター 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番5号

近畿財務局長（売信）第71号

平成18年4月7日

近畿財務局長（売信）第27号

平成17年6月17日 (株)日本リート

大阪府大阪市中央区博労町三丁目5番1号

関東財務局長（売信）第302号

平成18年1月17日 (株)日本レップ

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

関東財務局長（売信）第161号

平成17年6月1日

日本不動産ソリューション
東京都中央区銀座七丁目2番22号
(株)
日本プロパテー(株)

日本リアルネット(株)

東京都新宿区西早稲田2丁目20番15号
東京都港区赤坂3-21-20

大阪府大阪市中央区瓦町四丁目4番8号

ニュー・リアル・クリエイ
東京都港区赤坂四丁目1番31号
ション(株)

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
(株)ニューシティコーポ
レーション

主たる営業所又は事務所の所在地
東京都港区六本木一丁目6番1号
泉ガーデンタワー29階

関東財務局長（売信）第173号

平成17年6月7日

北海道財務局長（売信）第2号

平成17年4月25日 (株)ネクステップ

北海道札幌市中央区大通西一丁目14番地2

関東財務局長（売信）第220号

平成17年7月29日 (株)ノエル

神奈川県川崎市高津区二子五丁目1－1 高
津パークプラザビル6F

関東財務局長（売信）第500号

平成19年7月30日

関東財務局長（売信）第251号

平成17年9月29日 野村ビルマネジメント(株) 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

関東財務局長（売信）第197号

平成17年7月1日

野村不動産(株)

関東財務局長（売信）第151号

平成17年5月24日

野村不動産アーバンネット
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
(株)

関東財務局長（売信）第33号

平成17年4月12日

野村不動産インベストメン
東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
ト・マネジメント(株)

関東財務局長（売信）第369号

平成18年6月22日

(株)乃村リテールアセット
東京都港区芝浦三丁目20番6号
マネジメント

関東財務局長（売信）第439号

平成19年1月22日 (株)ハーキュリーズ・リアルティ 東京都港区赤坂五丁目4番11号

関東財務局長（売信）第373号

平成18年6月22日 (株)パート・エー

東京都千代田区麹町三丁目1番地7

近畿財務局長（売信）第98号

平成19年2月6日

大阪府大阪市鶴見区横堤四丁目28番20202号

近畿財務局長（売信）第74号

平成18年6月14日 ハウジングサービス(株)

関東財務局長（売信）第314号

平成18年1月26日

関東財務局長（売信）第228号

平成17年8月9日

関東財務局長（売信）第295号

平成17年12月14日

(株)パシフィックハウジン 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目31番
グ
25号 睦ビル102号室

関東財務局長（売信）第6号

平成17年3月31日

パシフィックマネジメント 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
(株)
山王パークタワー5階

関東財務局長（売信）第172号

平成17年6月7日

(株)長谷工アーベスト

関東財務局長（売信）第202号

平成17年7月6日

(株)長谷工コーポレーショ
東京都港区芝二丁目32番1号
ン

関東財務局長（売信）第96号

平成17年5月11日 (株)長谷工ライブネット

福岡財務支局長（売信）第2号

平成17年3月30日

関東財務局長（売信）第190号

平成17年6月23日 八紘商事(株)

東京都港区西新橋一丁目12番3号8階

関東財務局長（売信）第417号

平成18年10月26日 八正建設(株)

東京都練馬区豊玉北四丁目12番1号

近畿財務局長（売信）第120号

平成19年7月12日

(株)パラマウント・キャピ
大阪府大阪市西区立売堀一丁目9番23号
タルマネジネント

関東財務局長（売信）第522号

平成19年8月31日

(株)ハリファックス・ア
セットマネジメント

関東財務局長（売信）第162号

平成17年6月2日

(株)ハリファックス・アソ 東京都港区六本木三丁目16番26号
シエイツ
ハリファックスビル

関東財務局長（売信）第123号

平成17年5月17日 (株)パレックス

関東財務局長（売信）第325号

平成18年2月22日

(株)ハロープロパティサー
東京都中央区銀座三丁目8番5号
ビス

関東財務局長（売信）第170号

平成17年6月3日

(株)パワーマネージメント 東京都港区赤坂二丁目17番22号

野村キャピタル・インベス
東京都千代田区大手町二丁目2番2号
トメント(株)

(株)ハウジングギャラリー

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

大阪府大阪市中央区備後町２丁目１番８
号

(株)ハウスメイトパート
ナーズ

東京都豊島区東池袋3丁目1-1
サンシャイン60 41階

パシフィック･ディベロップメントアンド
マネージメント(株)

東京都港区虎ノ門四丁目1番13号
葺手ビル

(株)ハックベリーパート
ナーズ

東京都港区芝2丁目32番1号
三田平和ビル2階、3階、4階、5階

東京都港区芝二丁目29番14号
福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号

東京都港区六本木三丁目16番26号ハリ
ファックスビル

東京都千代田区五番町6-2

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
阪急インベストメント・
パートナーズ(株)

主たる営業所又は事務所の所在地

近畿財務局長（売信）第22号

平成17年5月25日

近畿財務局長（売信）第5号

平成17年3月31日 阪急電鉄(株)

大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号

近畿財務局長（売信）第111号

平成19年5月11日 阪急不動産(株)

大阪府大阪市北区角田町1番1号
ビルディング内

近畿財務局長（売信）第127号

平成19年8月23日 阪神電気鉄道(株)

大阪府大阪市福島区海老江一丁目1番24号

関東財務局長（売信）第460号

平成19年3月7日

東京都千代田区岩本町一丁目4番3号

福岡財務支局長（売信）第21号

平成19年7月27日 (株)ピアマーケティング

福岡県福岡市中央区天神2丁目8番30号

関東財務局長（売信）第112号

平成17年5月12日 (株)ビーアイク

東京都港区虎ノ門2-9-11

関東財務局長（売信）第342号

平成18年4月14日

関東財務局長（売信）第252号

平成17年9月29日 ＢＭＳ(株)

関東財務局長（売信）第334号

平成18年3月17日 (株)ピース・ビルサポート 東京都新宿区荒木町5番地

関東財務局長（売信）第386号

平成18年8月16日

東北財務局長（売信）第7号

平成19年2月16日 (株)東日本地所

関東財務局長（売信）第491号

平成19年6月20日

ビクターファシリティマネ
東京都港区新橋一丁目6番6号
ジメント(株)

近畿財務局長（売信）第30号

平成17年8月9日

(株)ビケンテクノ

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号

関東財務局長（売信）第505号

平成19年8月3日

(株)ビズキャスト

東京都渋谷区恵比寿四丁目3番1号

関東財務局長（売信）第194号

平成17年7月1日

(株)日立ライフ

茨城県日立市幸町1-20-2

北海道財務局長（売信）第6号

平成17年7月28日 (株)ビッグ

北海道札幌市中央区南十条西15丁目1番8
号

関東財務局長（売信）第367号

平成18年6月22日 日比谷通商(株)

東京都中央区京橋2丁目12番2号

関東財務局長（売信）第403号

平成18年10月16日 (株)日比谷マネージメント 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号

関東財務局長（売信）第390号

平成18年8月28日 檜森柱本パートナーズ(株) 東京都中央区日本橋二丁目13番10号

関東財務局長（売信）第186号

平成17年6月20日 (株)ヒューネット

東京都北区王子二丁目20番7号

関東財務局長（売信）第421号

平成18年11月27日 ヒューリック(株)

東京都中央区日本橋二丁目5番13号

関東財務局長（売信）第279号

平成17年11月16日 (株)ビルテック

東京都港区六本木3丁目7番1号

近畿財務局長（売信）第48号

平成17年11月11日 (株)ビルバンク

大阪府大阪市中央区平野町4丁目2-16日鉄
御堂筋ビル

近畿財務局長（売信）第77号

平成18年6月21日 ファースト信託(株)

大阪府大阪市西区阿波座一丁目6番13号

関東財務局長（売信）第307号

平成18年1月26日 ファーストブラザーズ(株) 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

近畿財務局長（売信）第59号

平成18年1月17日 (株)ファイヤー

大阪府大阪市中央区谷町二丁目1番22号

関東財務局長（売信）第311号

平成18年1月26日 (株)ファインキューブ

東京都港区六本木七丁目5番9号

北海道財務局長（売信）第8号

平成19年2月2日

札幌市中央区南一条西五丁目14番地1

パンテオン地所(株)

大阪府大阪市中央区安土町三丁目3番9号

東阪急

(株)ピーアンドディコンサ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番
ルティング
地5

ピーズコーポレーション
(株)

(株)ファインドトラスト

東京都千代田区神田小川町2丁目5番地

東京都港区南青山三丁目3番3号
福島県郡山市虎丸町16-3

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

(株)ファンドクリエーショ
東京都港区六本木六丁目10番1号
ン

関東財務局長（売信）第12号

平成17年4月4日

関東財務局長（売信）第438号

平成18年12月28日

フィンテックグローバル
(株)

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズオフィス

関東財務局長（売信）第312号

平成18年1月26日

フェニックスパートナー
(株)

東京都港区赤坂二丁目11番7号
ATTビル新館9階

関東財務局長（売信）第485号

平成19年6月8日

(有)フォーアール

東京都千代田区鍛冶町二丁目3番4号

福岡財務支局長（売信）第1号

平成17年3月30日 福岡地所(株)

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号

近畿財務局長（売信）第122号

平成19年7月19日 (株)フクダ不動産

奈良県橿原市内膳町五丁目3番31号

関東財務局長（売信）第494号

平成19年6月27日 (株)不動研

茨城県猿島郡五霞町原宿台2丁目16番地55

関東財務局長（売信）第147号

平成17年5月24日

不動産ビジネス・コンサル 東京都中央区日本橋室町一丁目11番7号
タンツ(株)
メゾンド日本橋三越前602

関東財務局長（売信）第225号

平成17年8月4日

(株)船井財産コンサルタン 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
ツ
新宿ＮＳビル18階

関東財務局長（売信）第396号

平成18年9月5日

(株)フューチャープランニ
東京都渋谷区神南1-15-3
ング

関東財務局長（売信）第142号

平成17年5月23日

(株)フューチャープロ
デュース

関東財務局長（売信）第357号

平成18年5月25日 (株)プラザエステート

東京都千代田区麹町一丁目8番2号

関東財務局長（売信）第37号

平成17年4月13日 (株)プラザサービス

東京都港区北青山3丁目12番7号

関東財務局長（売信）第370号

平成18年6月22日

プラチナ・アドバイザーズ 東京都新宿区新宿二丁目12番4号
(株)
アコード新宿ビル

関東財務局長（売信）第201号

平成17年7月5日

(株)プラットホーム

関東財務局長（売信）第508号

平成19年8月8日

(株)プラトー・アセット・ 東京都港区赤坂六丁目18番11号ストーリ
マネジメント
ア赤坂407号

東京都港区北青山三丁目10番6号

神奈川県横浜市西区南幸2-19-4
南幸折目ビル8階

関東財務局長（売信）第268号

平成17年10月19日 (株)プラン・ドゥ

東京都千代田区平河町一丁目7番20号

関東財務局長（売信）第436号

平成18年12月28日

関東財務局長（売信）第420号

平成18年11月27日 (株)プリズミック

東京都港区南青山四丁目1番9号

近畿財務局長（売信）第10号

平成17年4月11日 (有)フルハウスサポート

大阪府大阪市中央区内平野町1丁目3番12
号

関東財務局長（売信）第240号

平成17年9月5日

(株)フレッグインターナ
ショナル

関東財務局長（売信）第256号

平成17年9月29日

(株)フレックステイ・エス 東京都港区浜松町2丁目1番13号
テート
芝エクセレントビル3階

関東財務局長（売信）第92号

平成17年5月10日 プレミア債権回収(株)

東京都港区赤坂一丁目11番44号

関東財務局長（売信）第269号

平成17年10月20日 プロサーチ(株)

東京都中野区本町二丁目29番12号
NFビル6階

関東財務局長（売信）第41号

平成17年4月13日 (株)プロスペクト

東京都千代田区丸の内二丁目2-1
岸本ビル

関東財務局長（売信）第261号

平成17年10月5日 (株)プロックス

東京都中央区京橋二丁目9番2号

関東財務局長（売信）第35号

平成17年4月12日 プロバＡＦＰ(株)

東京都港区赤坂一丁目11番36-820号

東北財務局長（売信）第8号

平成19年2月28日

(株)フリーダムコーポレー
東京都港区南青山一丁目2番6号
ション

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー

プロパティ・マネジメン
宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番17号5F
ト・アドバイザーズ（株）

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

(株)プロパティー・パート
東京都港区芝公園二丁目4番1号
ナーズ

関東財務局長（売信）第285号

平成17年12月5日

関東財務局長（売信）第214号

平成17年7月25日 (株)プロロジス

東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター

関東財務局長（売信）第366号

平成18年6月22日 (株)フロンティアハウス

神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町10番地8
イースト・ガーデン1階

関東財務局長（売信）第176号

平成17年6月13日 (株)文化総合研究所

東京都港区赤坂9丁目5番14号

関東財務局長（売信）第215号

平成17年7月25日 ベイサイドビル(株)

東京都渋谷区宇田川町19番5号

近畿財務局長（売信）第52号

平成17年11月24日 (株)ベイシス

大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目4番2号

関東財務局長（売信）第54号

平成17年4月20日 平和不動産(株)

東京都中央区日本橋兜町1番10号

関東財務局長（売信）第344号

平成18年4月27日 (株)ベスト・ライフ

東京都千代田区神田多町二丁目5番地

近畿財務局長（売信）第63号

平成18年2月13日 (株)ベルエアー

兵庫県芦屋市川西町4番22号

北海道財務局長（売信）第15号

平成19年9月13日 (株)Ｂｅｒｅｘ

北海道札幌市中央区大通西七丁目1番地

中国財務局長（売信）第2号

平成17年10月13日 ほくしん(株)

鳥取県鳥取市湖山町北二丁目303-1

関東財務局長（売信）第515号

平成19年8月29日 北辰不動産(株)

東京都港区西麻布3丁目2番1号

北海道財務局長（売信）第12号

平成19年8月22日 北海道建物(株)

北海道札幌市中央区南三条西六丁目3番地
2

関東財務局長（売信）第120号

平成17年5月13日 マークス投資顧問(株)

東京都千代田区二番町3番地4
Ｔ＆Ｇ麹町ビル5階

関東財務局長（売信）第402号

平成18年9月22日

マーチャント・キャピタル
東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
(株)

関東財務局長（売信）第371号

平成18年6月22日

(株)マック・アドバイザー 東京都千代田区内幸町1丁目3番2号
ズ
内幸町東急ビル2階

関東財務局長（売信）第223号

平成17年8月2日

マックジャパンインターナ
東京都新宿区下宮比町2番28号
ショナル(株)

関東財務局長（売信）第70号

平成17年4月26日 (株)マックスリアルティー 東京都中央区銀座一丁目3番9号

関東財務局長（売信）第315号

平成18年2月9日

(株)松野八郎綜合建築設計
東京都港区西麻布一丁目8番9号
事務所

関東財務局長（売信）第392号

平成18年8月28日

マツヤ・アセットマネジメ
東京都品川区南大井六丁目26番2号
ント(株)

関東財務局長（売信）第481号

平成19年5月23日 (株)マリオン

東京都新宿区富久町9番11号

関東財務局長（売信）第466号

平成19年4月5日

東京都千代田区紀尾井町3番8号

福岡財務支局長（売信）第18号

平成19年3月20日 (株)丸美

福岡県福岡市中央区大名2丁目4番5号

関東財務局長（売信）第493号

平成19年6月20日 丸紅不動産(株)

東京都港区芝五丁目20番6号

関東財務局長（売信）第168号

平成17年6月3日

東京都港区芝五丁目20番6号

関東財務局長（売信）第254号

平成17年9月29日 丸紅不動産販売(株)

近畿財務局長（売信）第37号

平成17年9月14日 丸紅プロパティーズ（株） 大阪府大阪市北区曽根崎一丁目1番2号

近畿財務局長（売信）第107号

平成19年4月17日 (株)丸松商事

(株)マルタ設計

丸紅(株)

東京都港区芝五丁目20番6号

大阪府大阪市港区三先一丁目11番25号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

(株)マンションライフシス
大阪市天王寺区生玉町11番29号
テム管理

近畿財務局長（売信）第101号

平成19年2月16日

東海財務局長（売信）第43号

平成19年3月30日 三浦敏則

愛知県江南市赤童子町大間150番地

関東財務局長（売信）第258号

平成17年9月29日 三鬼商事(株)

東京都中央区八重洲二丁目4番1号

関東財務局長（売信）第115号

平成17年5月13日 みずほ信不動産販売(株)

東京都中央区日本橋本石町三丁目1番2号

東海財務局長（売信）第14号

平成17年5月24日 御園サービス(株)

愛知県名古屋市北区平安2丁目15番56号

関東財務局長（売信）第238号

平成17年9月5日

東京都港区西新橋3-9-4

関東財務局長（売信）第259号

平成17年10月4日 三井物産(株)

東京都千代田区大手町1丁目2番1号

関東財務局長（売信）第229号

平成17年8月19日 三井不動産(株)

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

関東財務局長（売信）第78号

平成17年4月28日 三井不動産投資顧問(株)

東京都中央区日本橋室町三丁目1番20号

関東財務局長（売信）第28号

平成17年4月8日

三井不動産販売(株)

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

関東財務局長（売信）第188号

平成17年6月20日

三井不動産ビルマネジメン
東京都港区西新橋二丁目38番5号
ト(株)

東海財務局長（売信）第8号

平成17年4月8日

三富物産(株)

関東財務局長（売信）第68号

平成17年4月25日 三菱地所(株)

東京都千代田区大手町一丁目6番1号

関東財務局長（売信）第11号

平成17年4月1日

三菱地所投資顧問(株)

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

関東財務局長（売信）第50号

平成17年4月19日

三菱地所リアルエステート
東京都千代田区大手町2-2-1
サービス(株)

関東財務局長（売信）第131号

平成17年5月17日

三菱商事・ユービーエス・ 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
リアルティ(株)
東京ビルディング

関東財務局長（売信）第40号

平成17年4月13日 三菱ＵＦＪ不動産販売(株)

東京都千代田区丸の内1-2-1
東京海上日動ビルディング本館地下1階

関東財務局長（売信）第244号

平成17年9月14日 三菱ＵＦＪリース(株)

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

近畿財務局長（売信）第106号

平成19年3月13日 (株)三福

大阪市中央区北浜三丁目5番22号
オリックス淀屋橋ビル5Ｆ

関東財務局長（売信）第208号

平成17年7月20日 (株)ミヤビエステックス

東京都千代田区紀尾井町3番6号

関東財務局長（売信）第129号

平成17年5月17日

福岡財務支局長（売信）第10号

平成18年3月6日 (株)三好不動産

関東財務局長（売信）第211号

平成17年7月22日

関東財務局長（売信）第127号

平成17年5月17日 室町不動産(株)

東京都新宿区新宿一丁目8番5号

近畿財務局長（売信）第112号

平成19年5月14日 明治建物(株)

大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目9番17
号

東海財務局長（売信）第19号

平成17年6月24日 名翔土地建物(株)

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目24番26
号

関東財務局長（売信）第267号

平成17年10月19日 (株)明豊プロパテイーズ

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

関東財務局長（売信）第469号

平成19年4月5日

三井住友銀リース(株)

愛知県名古屋市中区栄2丁目4番5号

(株)ミューチュアル・リン
東京都港区赤坂三丁目2番8号
クス
福岡県福岡市中央区今川1丁目1番1号

ミレア・リアルエステイト
東京都港区東新橋二丁目4番1号
リスク・マネジメント(株)

明和地所(株)

東京都渋谷区神泉町9番6号
明和地所渋谷神泉ビル

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

近畿財務局長（売信）第82号

平成18年8月17日 (株)メインシティー

兵庫県神戸市中央区明石町32番

東海財務局長（売信）第28号

平成17年12月15日 (株)メディカル・スタッフ 愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号

関東財務局長（売信）第418号

平成18年11月27日 (株)モール・エスシー開発

東京都港区西新橋一丁目1番15号

関東財務局長（売信）第361号

平成18年6月7日

モック・リーブル・サービ 東京都中央区銀座6丁目8番7号
シーズ(株)
交詢ビルディング6階

関東財務局長（売信）第331号

平成18年3月8日

森トラスト(株)

関東財務局長（売信）第329号

平成18年2月22日 森ビル(株)

東京都港区六本木六丁目10番1号

関東財務局長（売信）第116号

平成17年5月13日 (株)モリモト

東京都渋谷区恵比寿南3-7-4

関東財務局長（売信）第143号

平成17年5月23日 プロパティーズ・ジャパン

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー

近畿財務局長（売信）第76号

平成18年6月21日 ヤシロ建設(株)

兵庫県神戸市中央区大日通一丁目2番18号

関東財務局長（売信）第137号

平成17年5月20日 安田不動産(株)

東京都千代田区神田錦町2-11

関東財務局長（売信）第385号

平成18年8月1日

東京都千代田区神田錦町2-11

東海財務局長（売信）第30号

平成18年1月24日 矢作建設工業(株)

愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号

東海財務局長（売信）第34号

平成18年8月31日 矢作地所(株)

愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号

関東財務局長（売信）第284号

平成17年11月22日 山田建設(株)

東京都大田区北千束一丁目11番3号

東海財務局長（売信）第3号

平成17年3月30日 (株)山田事務所

愛知県名古屋市中区大須3丁目2番15号

関東財務局長（売信）第426号

平成18年12月5日 山の手不動産(株)

東京都港区六本木四丁目2番20-103号

関東財務局長（売信）第429号

平成18年12月18日 山万(株)

東京都中央区日本橋小網町6番1号

関東財務局長（売信）第435号

平成18年12月28日 悠伸プロパティ(株)

東京都渋谷区渋谷一丁目15番21号

関東財務局長（売信）第324号

平成18年2月22日 (株)ユーズ

東京都千代田区神田須田町1-4-8

近畿財務局長（売信）第18号

平成17年5月9日

大阪府大阪市北区西天満五丁目1番3号

近畿財務局長（売信）第97号

平成19年1月31日 (株)ユービー

大阪府大阪市淀川区東三国二丁目37番3号

関東財務局長（売信）第124号

平成17年5月17日 (株)有朋

東京都品川区東品川三丁目11番5号
グレンパーク東品川202号

関東財務局長（売信）第140号

平成17年5月20日 有楽土地(株)

東京都中央区京橋3-13-1

関東財務局長（売信）第36号

平成17年4月13日 有楽土地住宅販売(株)

東京都中央区新川1-17-25

福岡財務支局長（売信）第14号

平成18年12月1日 (株)ユニカ

福岡県福岡市中央区大名1丁目2番23号

関東財務局長（売信）第287号

平成17年12月5日

関東財務局長（売信）第405号

平成18年10月16日 (株)ユニバーサルエッジ

関東財務局長（売信）第362号

(株)モルガン・スタンレー・

平成18年6月7日

安田不動産投資顧問(株)

ユースフルホーム(株)

東京都港区虎ノ門2丁目3番17号

(株)ユニディオコーポレー
東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
ション
東京都港区元麻布三丁目2番15号

(株)ユニファイド・キャピ
東京都中央区八重洲2丁目1番6号
タル・ジャパン

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
(株)陽栄

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第10号

平成17年4月1日

東京都中央区銀座7丁目14番16号

関東財務局長（売信）第437号

平成18年12月28日

東海財務局長（売信）第25号

平成17年11月25日 (株)ヨシコー

愛知県名古屋市東区泉三丁目14番3号

東海財務局長（売信）第35号

平成18年10月2日 ヨシコン(株)

静岡県静岡市葵区常磐町二丁目4番地の25

関東財務局長（売信）第364号

平成18年6月12日 (株)吉村総合計画鑑定

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

東海財務局長（売信）第36号

平成18年10月24日 ライツ信託(株)

愛知県名古屋市中区錦一丁目4番16号

東海財務局長（売信）第27号

平成17年12月7日 (株)ライフ

愛知県名古屋市中区錦三丁目12番3号

関東財務局長（売信）第118号

平成17年5月13日 (株)ライフコート

東京都千代田区内幸町一丁目1番7号

近畿財務局長（売信）第44号

平成17年10月20日 (株)ライフステージ

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5番15号

関東財務局長（売信）第372号

平成18年6月22日

ラウンドヒル・キャピタル 東京都千代田区霞が関一丁目4番2号
パートナーズ(株)
大同生命霞が関ビル3階

関東財務局長（売信）第262号

平成17年10月5日

楽天リアルティマネジメン
東京都中央区東日本橋二丁目8番3号
ト(株)

関東財務局長（売信）第121号

平成17年5月16日

ラサールインベストメント 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
マネージメント(株)
プルデンシャルタワー4階

東海財務局長（売信）第47号

平成19年6月20日

(株)ラハイナコーポレー
ション

愛知県名古屋市東区泉一丁目2番8号

関東財務局長（売信）第333号

平成18年3月8日

(株)ラルゴ・コーポレー
ション

東京都千代田区永田町二丁目14番3号
赤坂東急ビル

関東財務局長（売信）第326号

平成18年2月22日 (株)ランド

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2
番1号

関東財務局長（売信）第451号

平成19年2月14日 (株)ランドエスパース

東京都中央区銀座六丁目11番4号
ニックス銀座ビル8階

関東財務局長（売信）第138号

平成17年5月20日

(株)ランドコンサルティン 東京都港区新橋二丁目1番10号
グ
第一田村町ビル5階

関東財務局長（売信）第183号

平成17年6月15日

(株)ＲＥＡＬ ＳＱＵＡＲ
Ｅ

近畿財務局長（売信）第53号

平成17年12月1日 (有)リアルトラスト

大阪府大阪市中央区久太郎町四丁目2番1
号

関東財務局長（売信）第504号

平成19年8月3日

東京都渋谷区渋谷一丁目19番8号

関東財務局長（売信）第345号

平成18年5月12日 (株)リーテック

東京都千代田区内幸町一丁目3番2号

東海財務局長（売信）第41号

平成19年3月22日 (株)リード住宅センター

愛知県名古屋市中区大須四丁目14番62号

関東財務局長（売信）第512号

平成19年8月10日 リーパック(株)

東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番6号

関東財務局長（売信）第363号

平成18年6月12日 (株)リオ

東京都千代田区紀尾井町4-13
マードレ松田ビル2F

関東財務局長（売信）第77号

平成17年4月27日 (株)リサ・パートナーズ

東京都港区赤坂一丁目11番44号

福岡財務支局長（売信）第20号

平成18年5月30日 (株)理創

福岡市博多区博多駅東一丁目16番8号

関東財務局長（売信）第289号

平成17年12月5日

(株)リテック・コンサルタ
東京都文京区目白台2-9-13
ンツ

関東財務局長（売信）第31号

平成17年4月11日

(株)リビエラコーポレー
ション

(株)陽光アセット・インベ
東京都中央区京橋二丁目7番14号
スターズ

(株)リアルランド

東京都港区南青山4-21-26

東京都港区南青山三丁目3番3号

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名
(株)リビングコーポレー
ション

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第94号

平成17年5月11日

東京都渋谷区道玄坂一丁目18番3号

関東財務局長（売信）第482号

平成19年5月23日 (株)リビングナウ

東京都三鷹市新川三丁目5番17号

東海財務局長（売信）第39号

平成18年12月6日 (株)リファイン

愛知県名古屋市中区錦三丁目19番30号
第三錦ビル

関東財務局長（売信）第266号

平成17年10月19日 (株)リブコム

東京都目黒区東山二丁目3番2号
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズ オフィス

関東財務局長（売信）第22号

平成17年4月7日

(株)リプラス

関東財務局長（売信）第477号

平成19年4月27日

リプラス・インベストメン 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
ツ(株)
虎ノ門タワーズオフィス

東海財務局長（売信）第24号

平成17年11月4日 菱晃開発(株)

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目8番20号

関東財務局長（売信）第430号

平成18年12月18日 菱重エステート(株)

東京都港区芝5丁目34番6号
新田町ビル8階

関東財務局長（売信）第492号

平成19年6月20日 (株)リロエステート

東京都新宿区新宿四丁目3番25号

関東財務局長（売信）第413号

平成18年10月26日 (株)リンクマックス

東京都港区西新橋一丁目10番2号

関東財務局長（売信）第185号

平成17年6月17日

関東財務局長（売信）第327号

平成18年2月22日 (株)るーぶ

東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番5号

近畿財務局長（売信）第38号

平成17年9月16日 (有)ルナホーム

奈良県橿原市葛本町260番地の1

関東財務局長（売信）第291号

平成17年12月12日

関東財務局長（売信）第231号

平成17年8月25日 (株)レアルシエルト

近畿財務局長（売信）第118号

平成19年7月5日

(株)レイコフアセットマネ
大阪府大阪市中央区瓦町三丁目５番７号
ジメント

関東財務局長（売信）第509号

平成19年8月8日

レイマックス(株)

関東財務局長（売信）第247号

平成17年9月29日 (株)レーサムリサーチ

関東財務局長（売信）第184号

平成17年6月16日

レジデンス・ビルディング
東京都中央区新川1丁目27番7号
マネジメント(株)

関東財務局長（売信）第467号

平成19年4月5日

(株)レシピ

東京都豊島区東池袋四丁目23番15号

関東財務局長（売信）第339号

平成18年4月14日

(株)レストレイションア
セット

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
東京サンケイビル17階

近畿財務局長（売信）第40号

平成17年9月22日 (株)レッツ

大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-53

近畿財務局長（売信）第128号

平成19年8月23日 (株)ワールド・アミー

大阪府吹田市広芝町18番34号

東海財務局長（売信）第18号

平成17年6月23日 (株)ワールドクリエイト

愛知県名古屋市名東区牧の原1丁目907番
地

関東財務局長（売信）第422号

平成18年11月27日 ワールドコミュニティ(株) 東京都新宿区下落合3-19-2-101

関東財務局長（売信）第180号

平成17年6月15日

(有)ワイエス中央リアルエ
東京都港区虎ノ門三丁目20番3号
ステート

近畿財務局長（売信）第105号

平成19年2月23日

(株)ワイズ・コーポレー
ション

関東財務局長（売信）第427号

平成18年12月18日

(株)ワイズビルマネジメン
東京都港区南青山五丁目1番10号
ト

ルーシッド・インベストメ
東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
ント(株)

ルネストーリア・アセッ
ト・マネジメント(株)

東京都港区芝公園二丁目4番1号
東京都港区北青山1-2-3

青山ビル13階

東京都豊島区南池袋二丁目17番1号
東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

大阪市中央区北浜三丁目6番13号
日土地淀屋橋ビル5Ｆ

登録番号

登録年月日

信託受益権販売業者名

主たる営業所又は事務所の所在地

関東財務局長（売信）第375号

平成18年6月27日 (株)ワイズリー

東京都千代田区平河町二丁目4番8号

関東財務局長（売信）第446号

平成19年2月5日

(株)ＷＢＣ

東京都中央区日本橋本町三丁目3番6号
ワカ末ビルディング7階

関東財務局長（売信）第495号

平成19年7月27日

(株)ワンキャップ・ジャパ
東京都港区元赤坂一丁目1番8号
ン

関東財務局長（売信）第381号

平成18年7月21日 (株)ワンズホーム

神奈川県平塚市四之宮三丁目8番20号

