
※ファンド一覧は、こちらをクリックしてください。(*Click here for List of Funds)

※役員及び政令で定める使用人一覧は、こちらをクリックしてください。(*Click here for List of Officers and Employees Specified by a Cabinet Order)

※営業所又は事務所一覧は、こちらをクリックしてください。(*Click here for List of business offices or offices)

氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

株式会社ザイマックス 2010401072742 金融庁 ― ― ― ○ ― 03-5544-6620 https://www.xymax.co
.jp/

― ― ○ ○ H28.8.10

北都発電合同会社 2450003000925 北海道財務局 一般社団法人北都エネルギー
開発 職務執行者 五十嵐 一
徳

代表社員 ○ ― 北海道旭川市豊岡12
条2丁目3番21号

0166-74-5969 ― 太陽光発電事
業

100,000 ○ H28.8.30

株式会社北洋キャピタル 1430001065163 北海道財務局 佐藤 渉 代表取締役 ― ○ 札幌市中央区大通西4
丁目1番地
新大通ビルディング5F

011-251-0111 ― 定款における目
的
1.投資事業組合
財産の運用及び
管理
2.経営及び財務
に関するコンサ
ルティング
3.株式、社債又
は持分その他有
価証券に対する
投資業務
4.前各号に附帯
する一切の業務

40,000,000 ○ H30.1.5

合同会社北海道ソーラーエナ
ジー

5460303000431 北海道財務局 一般社団法人HSE 職務執行者
浅利 昌克
職務執行者 北川 久芳

代表社員 ○ ― 北海道北見市とん田
西町378番地23あいお
いビル4階

0157-36-5814 ― ― 100,000 ○ H29.9.15

公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

8430005010555 北海道財務局 公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター 代表理事
伊藤 邦宏

理事長 ― ○ 札幌市中央区北１条
西２丁目２番地経済セ
ンタービル９階

011-232-2001 http://www.hsc.or.jp/ 中小企業支援
業務（経営コン
サルティング、
助成金の交付、
商談会の開催、
機械設備の割
賦販売・リース
など）

5,000,000 ○ H29.11.17

株式会社北海道二十一世紀総
合研究所

6430001009859 北海道財務局 中村 栄作 代表取締役社長 ○ ○ 北海道札幌市中央区
大通西3丁目11番地北
洋ビル6階

011-231-3053 http://www.htri.co.jp 経営コンサル
ティング業務、
調査研究業務

50,000,000 ○ H29.8.22
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北海道ベンチャーキャピタル株
式会社

8430001025846 北海道財務局 三浦 淳一 代表取締役 ○ ○ 札幌市北区北七条西
二丁目20番地東京建
物札幌ビル2階

011-738-7380 http://www.hokkaido-
vc.com/

経営コンサル
ティング業務

88,000,000 ○ H30.1.15

いわぎん事業創造キャピタル株
式会社

7400001010075 東北財務局 稲垣 秀悦 代表取締役社長 ○ ○ 岩手県盛岡市中央通
一丁目２番３号
岩手銀行本店内

019-621-1470 http://igjs-vc.co.jp 経営全般に係る
コンサルタント業
会社の合併並び
に技術・販売・企
画等の業務提
携の仲介
その他上記に付
帯する業務

50,000,000 ○ H28.8.29

いわしんRITAパートナーズ株式
会社

4380001026011 東北財務局 鈴木 重隆 代表取締役 ○ ○ 福島県いわき市鹿島
町久保字反町７番地
の４

0246‐58‐5076 ― 経営コンサルタ
ント業務

10,000,000 ○ H29.8.31

きたぎんリース・システム株式会
社

4400001000483 東北財務局 金澤 陽一 代表取締役 ○ ○ 岩手県盛岡市材木町2
番23号きたぎん材木町
ビル4階

019-626-2510 http://kitagin-ls.jp 1.電算機器、事務用機器、工作
機械、車輌、船舶、公害防止機
器、医療機器、通信機器、店舗
設備・什器備品等各種物件およ
び諸権利に係わるリース業務
2.前号に掲げた物件の売買、割
賦販売、賃貸借および売買の仲
介ならびに管理業務
3.金銭債権買取およびその総合
管理業務
4.企業経営に関する総合コンサ
ルティング業務
5.株式、社債等の取得、保有およ
び売却業務
6.コンピュータによる計算業務の
受託
7.コンピュータの操作ならびに運
用・管理業務の受託
8.コンピュータソフトウエアの開発
ならびに販売
9.コンピュータによる情報処理
サービスの提供
10.コンピュータによる各種情報
の提供
11.コンピュータの導入および利
用に関するコンサルティング
12.コンピュータおよびその周辺
機器の販売・斡旋
13.コンピュータ要員の教育なら
びに研修
14.労働者派遣法に基づくコン
ピュータ要員の派遣
15.前各号に附帯または関連する
一切の業務

80,000,000 ○ H28.7.29

けんしん元気創生株式会社 8410001010981 東北財務局 三浦博信 代表取締役 ○ ○ 秋田市楢山南中町５
番１号

018-836-3388 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.23

七十七キャピタル株式会社 1370001039909 東北財務局 北浦 聡 代表取締役 ○ ○ 宮城県仙台市青葉区
中央三丁目3番20号
七十七銀行本店ビル5
階

022-393-4181 ― ― 50,000,000 H28.9.9
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ゼビオホールディングス株式会
社

1380001005620 東北財務局 諸橋 友良 代表取締役 ○ ― 福島県郡山市朝日三
丁目７番３５号

024-938-1111 http://www.xebio.co.jp
/

1 百貨小売業およびこれに関連
する商品の製造、加工、卸売業
2 たばこ類の小売、古物の販売
業
3 写真の現像、焼付、引伸等の
写真業
4 不動産の売買および賃貸借、
ならびにその仲介業
5 飲食店、プレイガイド、遊戯場、
スポーツ教室、文化教室および
駐車場の経営
6 音声、映像のソフトウェア、レ
コード、ビデオ、コンパクトディス
ク等の販売ならびに賃貸
7 医薬品、医薬部外品、化粧品
および化学薬品の製造、販売
8 損害保険代理業、自動車損害
賠償保障法にもとづく損害保険
代理業
9 生命保険の募集に関する業務
10 クレジットカードに関する業務
11 前号に付帯する金銭の貸付
12 金銭の貸付、その貸借の媒介
およびその貸借の保証
13 各種企業の経営指導および
業務委託
14 広告宣伝および出版業
15 倉庫業
16 公共施設の運営、管理
17 ホテル、旅館その他宿泊施設
の経営
18 旅行業法に基づく宣伝広告お
よび旅行代理業
19 一般貸切旅客自動車運送業
20 一般労働者派遣事業および
特定労働者派遣事業
21 職業紹介事業
22 各種情報収集、分析、処理、
提供および販売業務
23 インターネットおよびイントラ
ネット等のネットワークを利用した
ＷＥＢシステムの企画、設計、開
発、販売、運用および保守、管理
24 前号に付帯する一切の業務

15,935,801,430 ○ H29.7.14

仙台APMマネジメント合同会社 3370003001385 東北財務局 東北イノベーションキャピタル株
式会社

職務執行者
熊谷 巧

代表社員 ○ ○ 宮城県仙台市青葉区
錦町1丁目5番1号
N-ovalビル3階

022-716-6401 http://www.tohoku-
innocapital.co.jp/sapm
llc/

・有限責任事業
組合における、
ミュージアムの
経営
・上記に附帯又
は関連する一切
の事業

1,000,000 ○ H28.11.2

東邦リース株式会社 8380001001035 東北財務局 阿字 聡 代表取締役社長 ○ ○ 福島県福島市万世町
５番１０号

024-521-1441 http://toholease.jp/ リース業務 60,000,000 H29.7.19

東北イノベーションキャピタル株
式会社

8370001012966 東北財務局 熊谷 巧 代表取締役 ○ ○ 宮城県仙台市青葉区
錦町1丁目5番1号N-
ovalビル3階

022-716-6401 http://www.tohoku-
innocapital.co.jp/index
.html

・有価証券の取
得および保有
・ 会社の合併お
よび技術・販売・
製造等の提携
の斡旋
・ 経営一般に関
するコンサル
ティング業務
・投資家向け広
報業務に関する
コンサルティン
グ業務
・ベンチャー投
資等に関する人
材育成、組織開
発等の指導業
務
・上記に付帯関
連する一切の業
務

70,000,000 ○ H29.9.12

東北大学ベンチャーパートナー
ズ株式会社

4370001025360 東北財務局 樋口 哲郎 代表取締役 ○ ○ 宮城県仙台市青葉区
片平２－１－１産学連
携先端材料研究開発
センター５０５

022-224-5861 http://www.thvp.co.jp
/

東北大学研究
案件の事業化
準備作業支援

30,000,000 ○ H29.10.13
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株式会社東北復興パートナーズ 4370001020650 東北財務局 佐藤 清志 代表取締役 ○ ○ 宮城県仙台市青葉区
中央一丁目6番35号
東京建物仙台ビル19
階

022-227-8181 ― 1金銭債権、不
動産、株式の売
買並びに売買の
仲介および斡旋
2金銭の貸付業
務
3経営および財
務に関するコン
サルティング業
務
4投資事業有限
組合への出資お
よび組成・運営
5他の会社の株
式、社債または
持分等に対する
投資業務
6前各号に付帯
関連する一切の
業務

1,000,000 ○ H28.7.5

ななっく株式会社 7400001008879 東北財務局 早瀬 恵三 代表取締役 ○ ― 岩手県盛岡市中ノ橋
通１－６－８

019-625-1800 http://www.nanak.co.j
p/

百貨店業（衣料
品、食料品、見
回品、雑貨、家
庭用品の購入
加工販売及び専
売品、医薬品、
清涼飲料水、全
酒類、米穀類及
び計量器の販売
を含む）、その他
付随業務

151,900,000 ○ H29.9.27

株式会社フィデアキャピタル 7390001000929 東北財務局 橋本 暢仁 代表取締役 ○ ○ 山形県山形市本町一
丁目4番21号荘銀山形
ビル2階

023-635-5030 http://www.fidea-
venture.co.jp

・投資事業
・ファクタリング
事業
・リース事業
・Ｍ＆Ａ事業
・コンサルティン
グ事業

80,000,000 ○ H29.6.12

一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ 4370005003214 東北財務局 竹井 智宏 代表理事 ○ ○ 宮城県仙台市宮城野
区榴岡五丁目12番55
号NAViSビル5F

022-352-8850 http://www.mkto.org/ ・コワーキングス
ペース運営
・ベンチャー企
業の振興に関す
る業務受託

― ○ H29.10.25

有限会社大手町開発 9010002042114 関東財務局 平本正和 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-6288 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.5

アカディミア株式会社 2011101053925 関東財務局 大畑康壽 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区代々木
3-23-4
クローバー西新宿ビル
10階

03-5333-2900 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.20
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株式会社環境エネルギー投資 6010701016932 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5789-9321 http://www.ee-
investment.jp/

― ― ○ ○ H29.9.15

Ｊ－ＳＴＡＲ株式会社 1010001126841 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6269-9701 http://www.j-
star.co.jp/

― ― ○ ○ H29.4.21

ポラリス・キャピタル・グループ
株式会社

3010001089698 関東財務局 木村 雄治 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目9番1号グラン
トウキョウノースタワー
38階

03-5223-6780 http://www.polaris-
cg.com/

コンサルティン
グ業

200,000,000 ○ H29.10.18

ＮＭＣ２００７合同会社 3010003015512 関東財務局 日本みらいキャピタル株式会社
職務執行者 安嶋 明

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目3番3号
内幸町ダイビル2階

03-3500-4250 ― ― 500,000 ○ H28.8.17

アイ・シグマ・キャピタル株式会
社

2010001070873 関東財務局 安田 和裕 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
錦町3丁目23番地メット
ライフ神田錦町ビル7
階

03-3518-4140 http://www.i-sigma-
capital.co.jp/index.htm
l

コンサルティン
グ業務

300,000,000 ○ H29.10.31

アルスノーバ・キャピタル株式会
社

3010401065019 関東財務局 竹内 宏文 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目6番1号泉ガーデ
ンタワー18階

03-6229-0824 ― ― 5,000,000 ○ H28.8.24

クロステクノロジー・ベンチャー・
パートナーズ株式会社

5012401013896 関東財務局 宮下 真治 代表取締役 ○ ○ 東京部武蔵野市御殿
山1-4-20 服部ビル
201

0422-24-9630 http://www.crosstech
―vp.jp

― 10,000,000 ○ H29.1.6

東京海上キャピタル株式会社 2010001034069 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5223-3516 http://www.tmcap.co.j
p

― ― ○ ○ H29.4.6

株式会社日本テクノロジーベン
チャーパートナーズ

1010901026166 関東財務局 村口 和孝 代表取締役 ― ○ 東京都世田谷区等々
力４丁目１番１号

03-5758-1311 http://www.ntvp.com/ ― 50,000,000 ○ H29.8.16

村口 和孝 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都世田谷区等々
力５丁目１７番１６号

080-4174-
8211

http://www.ntvp.com/ ― ― ○ H30.1.16

有限会社ＤＢＪコーポレート・メザ
ニン・パートナーズ

5010002040410 関東財務局 本野 雅彦 取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番6号
大手町フィナンシャル
シティサウスタワー29
階

03-3244-1351 ― 貸金業 3,000,000 ○ H29.2.7

みずほキャピタル株式会社 2010001077605 関東財務局 齊藤 肇 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目2番1号日土
地内幸町ビル6階

03-3596-1300 http://www.mizuho-
vc.co.jp/

有価証券の取
得、保有、売買
融資、債務の保
証等の信用供
与
企業経営に関す
る経営助言
経営情報の提
供
取引先の紹介、
ビジネスマッチ
ング
社外取締役、社
外監査役等の
派遣
その他のベン
チャーキャピタ
ル業務に付随す
る事業

902,400,000 ○ H29.12.13
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チョモランマ一般社団法人 6010005013973 関東財務局 松本 光博 代表理事 ○ ○ 東京都渋谷区東二丁
目16番9号 ＳＡＮＫＹＯ
第ＩＩＩビル4Ｆ

03-6712-6210 ― ― 12,400,000 ○ H28.7.20

チョモランマ有限会社 4010002051945 関東財務局 松本 光博 取締役 ○ ○ 東京都渋谷区東二丁
目16番9号 ＳＡＮＫＹＯ
第ＩＩＩビル4Ｆ

03-6712-6210 ― ― 12,000,000 ○ H28.7.20

株式会社ザイマックスセンパル 4010402035242 関東財務局 東浦 定宏 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目１番１号赤坂111ビ
ル

03-5544-6860 該当なし 該当なし 3,000,000 ○ H29.4.24

銀座プライムリテールファンド合
同会社

9010003013543 関東財務局 一般社団法人プライムリテール
ホールディングス

職務執行者
吉田 宗一郎

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング7階
三井不動産投資顧問
株式会社

03-3246-3371 ― ― 2,100,000 ○ H28.6.30

アリアケ・ガンマ・フォー合同会
社

9010003014005 関東財務局 シラツユ・ホールディングス一般
社団法人

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 2,100,000 ○ H28.6.30

有限会社ギンザ・プロパティー
ズ

6010002030939 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.30

有限会社鴨居プロパティーズ 7010002040284 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.30

有限会社芝浦アイランド・アパー
トメント

8010002041307 関東財務局 荒川 真司 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階 東京共
同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.1

ファイナンス・リサーチアンドサ
ポート株式会社

9010001074447 関東財務局 藤波 光雄 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
3-2-9三晶ビル4階

03-5204-7015 http://www.frs-
inc.co.jp/

投資事業組合
等の事務受託

10,000,000 ○ H29.4.24

藤波 光雄 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区日本橋
3-2-9 三晶ビル4階
ファイナンス･リサ－チ
アンドサポ－ト株式会
社内

03-5204-7015 ― ― ― ○ H28.8.25

合同会社アール・エス・５５ 3010003013706 関東財務局 一般社団法人ストーリア・ホール
ディングス・フォー
職務執行者
内山 隆太郎

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 300,000 ○ H28.8.25

アイザワ・インベストメンツ株式
会社

1010001094238 関東財務局 真柴 一裕 代表取締役社長 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目20番3号

03-3272-3628 http://www.aizawa.co.
jp/investments/index.
html

不動産賃貸業務 300,000,000 ○ H29.10.30
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あおぞら債権回収株式会社 7010001025427 関東財務局 渡邉 宏実 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル7
階

03-3265-0456 http://www.aozora-
ls.co.jp

1．債権の管理
回収に関する業
務
2．資産適正評
価手続（デュー
ディリジェンス）
業務
3．債権の買取
および仲介に関
する業務
4．債権即時売
買・仲介取引業
務
5．債権の管理
事務代行および
集金代行業務
6．債権管理回
収に関するコン
サルティング業
務
7．債務者の事
業再生に関する
コンサルティン
グ業務
8．前各号に付
帯する一切の業
務

500,000,000 ○ H29.12.26

有限会社あおぞら・リカバリ・ア
クイジション・ワン

4010002043109 関東財務局 井川 篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル7
階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取2．前号に
付帯する一切の
業務

3,000,000 ○ H29.11.27

株式会社ナレッジキャピタル 9011201010919 関東財務局 湯川 洋兒 代表取締役 ― ○ 東京都港区芝大門1-
3-9芝大門第一ビル10
階

090-3043-
5134

― 経営コンサルタ
ント

10,000,000 ○ H29.7.3 ※警告書（虚偽告知）を発出しまし
た。

トラスト・キャピタル株式会社 7010001067865 関東財務局 藤井 一範 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区日本橋
室町四丁目5番1号さく
ら室町ビル8階

03-3517-2377 http://www.trust-
cap.net/

有価証券の取
得、保有、投資
金銭の貸付
経営コンサル
ティング
上記に付帯する
事業

100,000,000 ○ H30.1.17

株式会社ＳＸキャピタル 7010601027277 関東財務局 近藤 秀樹 代表取締役社長 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル12F

03-4360-9221 http://www.sxcapital.j
p/

― 100,000,000 ○ H29.12.5

合同会社新宿みらいデベロップ
メント

9011103003104 関東財務局 一般社団法人
メトロポリタン・インベストメント・
ホールディングス・ファイブ

職務執行者
中野 康光

代表社員 ― ○ 東京都新宿区西新宿
一丁目26番2号
新宿野村ビル
野村不動産株式会社
内

03-3348-8144 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

有限会社ディア・ケイ・アイ 4010402026638 関東財務局 矢野 亮 取締役 ○ ○ 東京都港区六本木
１-６-１
泉ガーデンタワー12階

03-6229-8000 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

事業創造キャピタル株式会社 9110001009129 関東財務局 井東 昌樹 代表取締役 ― ○ 東京都港区芝大門一
丁目1番32号御成門エ
クセレントビル4F

03-6452-8747 http://js-
capital.co.jp/access/

経営コンサルタ
ント業

53,000,000 ○ H29.10.16
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有限会社こだまインベストメント 5100002007499 関東財務局 下田 晴彦 代表取締役 ○ ― 長野市大字中御所字
岡田１７８番地２
長野バスターミナル会
館２階

026-224-4604 ― 金銭債権の買
取

3,000,000 ○ H28.8.16

ネクスト・キャピタル・パートナー
ズ株式会社

5010001095752 関東財務局 立石 寿雄 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区麹町
三丁目5番地2
BUREX麹町3階

03-6379-7710 www.nextcp.jp アドバイザリー
業

50,000,000 ○ H28.8.16

ＤＢＪキャピタル株式会社 4010001124108 関東財務局 鹿島 文行 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目２番１号新大
手町ビル７階

03-3548-0951 https://www.dbj-
cap.jp/

― 99,240,000 ○ H29.5.12

ファーストメイク・リミテッド株式
会社

1010001090303 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5821-7781 http://www.firstmake.
co.jp

― ― ○ ○ H28.9.5 ※金融商品仲介業の全ての業務
について3ヶ月間停止（平成28年3
月25日付）されています。

一般社団法人ＣＶ１ 4010005010188 関東財務局 平野 和俊 代表理事 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号 税理
士法人UAP内

03-6212-2555 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.30

合同会社ＣＶ２ 1010003012676 関東財務局 一般社団法人CV1
職務執行者 平野 和俊

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号 税理
士法人UAP内

03-6212-2555 ― ― 2,500,000 ○ H28.8.30

株式会社電通 4010401048922 関東財務局 山本 敏博

中本 祥一

高田 佳夫

代表取締役 ― ○ 東京都港区東新橋一
丁目８番１号

03-6216-5111 http://www.dentsu.co.jp
/

広告業
コンテンツビジ
ネス
マーケティング
ビジネス
ＩＴ及びネット関
連事業
不動産関連事
業
警備業
損害保険代理
業および生命保
険の募集に関す
る業務労働者派
遣事業
旅行業
倉庫業
古物商
投資業
上記各事業に付
帯又は関連する
事業上記各事
業に関するコン
サルティング業

74,609,812,200 ○ H29.4.25

ウォーターベイン・パートナーズ
株式会社

4010001080012 関東財務局 石川 雅徳 代表取締役 ― ○ 東京都世田谷区三軒
茶屋二丁目8番9号

03-5433-5030 http://www.watervein.jp
/

コンサルタント業
務

13,000,000 ○ H29.8.28

ＡＧキャピタル株式会社 4010401088539 関東財務局 鮫島 卓 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区芝二丁目
31番19号 バンザイビ
ル3階

03-4503-6400 http://www.nf-
partners.co.jp

― 10,000,000 ○ H28.8.29

安田企業投資株式会社 3010001096819 関東財務局 炭竃 和浩 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区麹町
三丁目３番地８丸増麹
町ビル８階

03-6811-7100 http://www.vedvc.co.j
p

企業診断、投資
計画および企業
経営に関するコ
ンサルティング
業務

100,000,000 ○ H29.7.14

ＳＫ泉北有限会社 4010002045055 関東財務局 山本 宏 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号東京日
本橋タワー１１階

03-3270-6288 ― ― 3,000,000 ○ H29.8.17

株式会社ＩＤＩインフラストラク
チャーズ

4010701019805 関東財務局 埼玉 浩史 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山二
丁目26番1号南青山ブ
ライトスクエア9Ｆ

03-5447-6288 http://idi-infra.com/ 貸金業 100,000,000 ○ H29.11.1
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フレンドリー・パートナーズ株式
会社

6010001091627 関東財務局 古川 勝博 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目2番1号岸本
ビルヂング2階

03-5224-6581 ― 投資業、経営コ
ンサル担当業、
他に分類されな
い専門サービス
業

18,000,000 ○ H29.7.20

株式会社アイティーファーム 7011101032049 関東財務局 黒崎 守峰 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区西新宿
６－５－１新宿アイラン
ドタワー５F

03-5324-3531 https://www.it-
farm.com/

コンサルティン
グ業務

44,500,000 ○ H29.6.5

赤浦 徹 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区南麻布五
丁目9番1号

03-3447-5919 http://incubatefund.c
om/

― ― ○ H28.9.29

八十二キャピタル株式会社 4100001002832 関東財務局 小宮山 啓太郎 代表取締役 ○ ○ 長野県長野市大字南
長野南石堂町1282番
地11
長栄第1ビル6階

026-227-6887 http://www.hcc82.co.j
p/

有価証券の取
得および保有な
らびに売却、融
資・債務の保証
等の信用供与な
らびに債権売
却、経営一般に
関するコンサル
ティング、企業
の合併ならびに
技術、販売、製
造等の提携の
斡旋

200,000,000 ○ H29.7.25

グロースパートナーズ株式会社 8040001021711 関東財務局 宮坂 杉雄 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区九段
南三丁目９番１１号
マートルコート麹町１０
０１号室

090-7738-
4489

― 経営コンサルタ
ント業

9,990,000 ○ H28.10.25

株式会社アイピー・インベストメ
ント

3010401047677 関東財務局 平本 光識 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
駿河台2-1-19アルベ
ルゴ御茶ノ水519号

03-5282-4085 http://www.ip-i.co.jp/ ・ベンチャー企
業に対する投資
及び融資
・知的財産権に
関する売買及び
実施、又は使用
許諾の仲介
・投資事業組合
の組成及び運
営・管理
・技術・マーケ
ティングコンサ
ルティング業務

300,000,000 ○ H30.1.4

六本木ヒルズ・フィナンシャル
コープ株式会社

9010401044124 関東財務局 矢野 亮 代表取締役 ― ○ 東京都港区三田三丁
目5番27号住友不動産
三田ツインビル西館10
階

03-5444-1530 ― ― 2,400,000 ○ H28.7.1

有限会社ネオパス・エフアイエス 1010002034787 関東財務局 安藤 隆夫 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

株式会社バリュークリエイト 6010001141497 関東財務局 三冨 正博 代表取締役 ― ○ 東京都中央区銀座一
丁目18番2号辰ビル7F

03-6263-0777 http://www.valuecrea
te.net

経営コンサル
ティング、コーポ
レートツール制
作

10,000,000 ○ H29.9.27

一般社団法人パシフィック・ス
ター・キャピタル

6010405006668 関東財務局 泉部 充 代表理事 ― ○ 東京都港区赤坂7-5-1
赤坂パークハウス405

03-3588-6066 ― ― 9,500,000 ○ H28.10.7

合同会社オー・ワイ・エス芝浦 4010003016311 関東財務局 一般社団法人ミューデベロップ

職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

合同会社ケネディクス・マス
ター・ティーケー

5010403005920 関東財務局 株式会社シー・アンド・ケー 職
務執行者 粕谷 直人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21
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野村リサーチ・アンド・アドバイザ
リー株式会社

7010001067452 関東財務局 森 昌之 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目2番2号アー
バンネット大手町ビル
17階

03-5255-9416 http://www.nomuraholdi
ngs.com/jp/company/gr
oup/nr-a/

企業診断（リ
サーチ）業務、
株式公開支援コ
ンサルティング
業務、ＩＲコンサ
ルティング業務

400,000,000 ○ H29.8.15

ニューホライズンキャピタル株式
会社

5010401065009 関東財務局 安東 泰志 代表取締役 ○ ○ 東京都港区西新橋二
丁目8番6号住友不動
産日比谷ビル4階

03-3519-1260 https://newhorizon.jp
/

― 100,000,000 ○ H29.12.6

サバンナ合同会社 4010403005624 関東財務局 ダービー一般社団法人
職務執行者 河合良之

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂四丁
目1番31号アカネビル5
階

03-5549-9033 ― ― 10,000 ○ H28.8.24

株式会社ＴＮＰオンザロード 9020001044754 関東財務局 山下 勝博 代表取締役 ― ○ 神奈川県横浜市港北
区新横浜3-6-1新横浜
SRビル8階

045-470-8088 http://www.tnp-g.jp 1. 株式・公社債
等有価証券の
取得、保有及び
売却 2. 経営相
談及び財務に関
する診断分析並
びに提案業務
3. 経営に関する
各種情報の提
供 4. 金銭貸付
業務 5. 信
用調査業務 6.
前各号に付帯す
る一切の業務

50,000,000 ○ H28.6.6

ちばぎんキャピタル株式会社 2040001004606 関東財務局 佐々木 英憲 取締役社長 ○ ○ 千葉県千葉市美浜区
中瀬1-10-2ちばぎん
幕張ビル10階

043-298-2232 http://www.chibaginc
apital.co.jp/top.html

経営コンサル
ティング業務
国内・海外企業
との業務提携の
斡旋

100,000,000 ○ H29.10.26

さくら野ＤＥＰＴ仙台合同会社 9010003012982 関東財務局 ビークローバー・インベストメン
ト・カンパニー・リミテッド
職務執行者 金子 智

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座七
丁目15番8号
タウンハイツ銀座406

03-5408-7773 ― ― 10,050,000 ○ H28.9.29

多摩堤合同会社 8010003013528 関東財務局 多摩堤一般社団法人
職務執行者
荒川 真司

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.25

五内川 拡史 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区日本橋
本町１－１０－２
きめたハウジング第２
０ビル１０階

03-5203-0601 ― ― ― ○ H28.9.13

小松 伸多佳 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区日本橋
本町１－１０－２
きめたハウジング第２
０ビル１０階

03-5203-0601 ― ― ― ○ H28.9.13

渡邉 安弘、伊藤 郁夫 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都練馬区中村北4
−7−6 エーデルシュロ
ス102号

03-5939-6423 ― 経営コンサル
ティング、生命
保険代理店

― ○ H28.8.29

ユナイテッドベンチャーズ株式会
社

6010001128924 関東財務局 楜澤 悟 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区永田
町2-17-17アイオス永
田町512号室

03-3527-1395 http://unitedventures.
jp/index.html

・新興上場企業
向けの経営支
援・事業支援業
務
・IT系企業等に
対する経営全般
に関するコンサ
ルティング業務
・M&A仲介業務

9,900,000 ○ H29.10.3
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ＳＢＩインベストメント株式会社 9010401045023 関東財務局 川島 克哉 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木1-
6-1泉ガーデンタワー
19階

03-6229-0129 http://www.sbinvestm
ent.co.jp/

会社の帳簿の
記帳及び決算に
関する事務の受
託
投資事業組合に
関する管理業務
（組合員へのＩＲ
活動業務、
デューデリジェ
ンス（財務調査、
法務リスクの調
査等）、投資先
のモニタリング、
営業支援及び公
開支援、会計決
算業務）の受託
宅地建物取引
業
貸金業

50,000,000 ○ H30.1.30

アドミラルキャピタル株式会社 5010401062170 関東財務局 木下 玲子 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目3番3号内幸
町ダイビル6階

03-6205-4411 http://admiral-
capital.com/

貸金業 30,000,000 ○ H29.7.6

ＡＩＡビジネスコンサルティング株
式会社

7013401004405 関東財務局 堀内昭利 代表取締役社長 ― ○ 東京都稲城市長峰三
丁目２番長峰杜の一
番街１号棟７０８号

042-350-6711 http://aiabus.co.jp/ 金融、経済に関
する情報の分
析、調査、研究
の受託
インターネット等
を利用した情報
提供サービス
講演会等の企
画及び開催
出版業、著述業
海外企業の日
本進出、日本企
業の海外進出
の際の総合コン
サルティング業
務
翻訳業務、通訳
業務

32,000,000 ○ H28.8.30

ダービー一般社団法人 1010405005749 関東財務局 河合 良之 代表理事 ― ○ 東京都港区赤坂四丁
目1番31号アカネビル5
階

03-5549-9033 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.24

有限会社香椎浜開発 5010402034664 関東財務局 伊藤亮 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-5549 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

三井住友トラスト・インベストメン
ト株式会社

1010001068175 関東財務局 水川 篤彦 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝三丁目
33番1号三井住友信託
銀行芝ビル8階

03-6737-0670 http://www.smtic.jp/ ・他の事業者の
事業譲渡、合
併、会社の分
割、株式交換若
しくは株式移転
に関する相談に
応じ、又はこれ
らに関し仲介を
行うこと。
・他の事業者の
経営に関する相
談に応じること。

100,000,000 ○ H30.1.24
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株式会社ケイエスピー 9020001066154 関東財務局 内田 裕久 代表取締役社長 ○ ○ 神奈川県川崎市高津
区坂戸三丁目2番1号
西304

044-819-2001 http://www.ksp.co.jp/ 研究開発型企
業へのオフィス・
ラボスペースの
提供、ビジネス
スクールの運
営、ビジネスマッ
チング事業

4,500,000,000 ○ H29.11.6

だいし経営コンサルティング株
式会社

3110001003335 関東財務局 今泉 彰彦 代表取締役 ○ ○ 新潟市中央区本町通
五番町２２４番地１富
有社ビル２F

025-226-7605 ― 1.有価証券の取
得、保有、売却
2.企業経営に関
するコンサル
ティング業務
3.個人の財産形
成に関するコン
サルティング業
務
4.講演会、セミ
ナーの企画・開
催
5.投資事業有限
責任組合契約
への出資、投資
事業有限責任
組合財産の運
営・管理
6.前各号に付帯
または関連する
一切の業務

20,000,000 ○ H30.1.12

南麻布三丁目有限会社 1010402027093 関東財務局 金谷 正文 取締役 ― ○ 東京都港区赤坂四丁
目2番3号ディアシティ
赤坂一ツ木館309号室
東京エスピーシーマネ
ジメント株式会社内

03-3560-1115 該当なし 該当なし 3,000,000 ○ H29.5.16

リード・キャピタル・マネージメン
ト株式会社

9010001103759 関東財務局 谷本 徹 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂八丁
目5番40号 ペガサス
青山507

03-6804-6823 http://www.leadcapita
l.jp

・経営コンサルタ
ント業
・他に分類され
ない専門サービ
ス業

20,000,000 ○ H28.11.28

アント・キャピタル・パートナーズ
株式会社

1010001073654 関東財務局 飯沼 良介 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目２番１号東京
海上日動ビルディング
新館5階

03-3284-1711 http://www.antcapital.
jp/

投資業、経営コ
ンサルタント業、
他に分類されな
い専門サービス
業

3,086,945,965 ○ H30.1.4

日本ベンチャーキャピタル株式
会社

7010401023170 関東財務局 奥原 主一 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目４番１号丸の
内ビルディング34階

03-6256-0230 http://www.nvcc.co.jp
/

経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

2,050,000,000 ○ H29.7.5

グローバルベンチャーキャピタ
ル株式会社

8010401008625 関東財務局 KORVER MICHAEL JOHN 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目７番５号 BUREX
虎ノ門３０６号

03-3507-7707 www.gvc.jp コンサルタント業 10,000,000 ○ H28.9.8

グローバルベンチャーキャピタ
ル運用株式会社

1010401066679 関東財務局 長谷川 博和 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目７番５号BUREX虎
ノ門３０６号

03-3507-7707 www.gvc.jp コンサルタント業 500,000 ○ H30.1.19

長谷川 博和 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目７番５号 BUREX
虎ノ門３０６号

03-3507-7707 ― ― ― ○ H28.8.16

有限会社タカクラ・ファンディン
グ・コーポレーション

7010002036555 関東財務局 長田 浩司 取締役 ― ○ 東京都千代田区九段
北4-3-14 九段
堀江ビル3階

03-6256-8921 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.22
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三生キャピタル株式会社 3010001017196 関東財務局 大橋 伸行 代表取締役 ― ○ 東京都江東区青海一
丁目1番20号ダイバー
シティ東京オフィスタ
ワー11階

03-3520-2300 http://www.sanseicapi
tal.com/

株式、債券等へ
の投資に関する
業務
企業診断、投資
計画および企業
運営に関するコ
ンサルティング
業務
その他前各号に
付帯する一切の
業務

100,000,000 ○ H29.4.7

株式会社アイビス・キャピタル・
パートナーズ

1010001111975 関東財務局 中條 喜一郎 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区銀座4-
12-15歌舞伎座タワー
20階

03-3524-1211 http://www.ibis-
cap.com/

有価証券の取
得、投資、保有
及び運用
Ｍ＆Ａの仲介経
営コンサルタント
不動産の売買、
賃貸借、仲介及
び管理
信託契約代理
店業
太陽光の発電
及び供給・販売

205,000,000 ○ H29.6.14

有限会社ＲＤ Ｌｅｇｅｎｄ３ 2010002053299 関東財務局 三品 貴仙 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1995 該当なし 該当なし 3,000,000 ○ H29.6.26

有限会社ＡＳＭ 2011102026806 関東財務局 池田卓也 取締役 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 3,000,000 ○ H28.11.25

有限会社ピーアイティーパート
ナーズ

7010002031003 関東財務局 中尾 篤史 取締役 ― ○ 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階いち
ご投資顧問株式会社
内

03-3502-4886 該当なし 該当なし 3,000,000 ○ H29.6.21

合同会社アメジスト 9010003012990 関東財務局 一般社団法人エヌワン
職務執行者
中尾 篤史

代表社員 ― ○ 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
いちご地所株式会社
内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

合同会社スペードハウス 9010003014054 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金2

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_45

― 1,000,000 ○ H28.8.31

有限会社レギーナ 6010002046588 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_60

― 3,000,000 ○ H28.8.31

有限会社チェントロ 3010002046450 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_47

― 3,000,000 ○ H28.8.31

有限会社カスミガセキ・インベス
トメント

4010002038042 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_36

― 3,000,000 ○ H28.8.31

有限会社ポンテ 1010002043994 関東財務局 南野 章 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29
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有限会社リベル 7010002041332 関東財務局 見上 正美 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目7番1号東京日
本橋タワー11階

03-3270-6288 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.5

有限会社シティスクエア 8011002028525 関東財務局 川眞田 啓介 取締役 ― ○ 東京都港区南青山2-
6-21TK南青山ビル
東急不動産株式会社
都市事業ユニット 都
市事業本部
ビル運営事業部

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_43

― 3,000,000 ○ H28.8.31

有限会社ポートサウス・キャピタ
ル・コーポレーション

7010002046199 関東財務局 林 健二 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社ティタワー 4010002043595 関東財務局 中村 里佳 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社シンナン 4010002045105 関東財務局 川眞田 啓介 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_44

― 3,000,000 ○ H28.8.31

キャナル・インベストメント有限
会社

2010002034729 関東財務局 杉本 茂 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社パークビュー・インベス
トメント

4010002037928 関東財務局 杉本 茂 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社シティワン 4010002036938 関東財務局 川眞田 啓介 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

和田 圭祐 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号 アーク森
ビル3Ｆ

03-3568-3155 http://incubatefund.c
om/

― ― ○ H28.9.29

箕面エス・シー有限会社 5010002036615 関東財務局 林 健二 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

のぞみ債権回収株式会社 1010001094444 関東財務局 稲川 琢也 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
本町一丁目9番4号
ヒューリック日本橋本
町一丁目ビル5階

03-5299-5331 http://www.nozomi-
serv.jp/

1．債権管理回
収業に関する特
別措置法に基づ
く債権管理回収
業務2．前号の
業務に該当しな
い特定金銭債権
の管理又は回
収を行う業務3．
企業の会計事
務の代行業務
4．企業再生に
関するコンサル
ティング業務5．
金銭の貸付およ
び金銭消費貸借
の媒介に関する
業務6．古物の
売買に関する業
務7．アドバイザ
リー業務8．前各
号に付帯または
関連する一切の
業務

500,000,000 ○ H29.4.13
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プライムクエスト・スリー株式会
社

1010001093644 関東財務局 三浦 昭彦 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区西新宿
一丁目23番3号廣和ビ
ル9階

03-3342-5857 ― ― 1,000,000 ○ H28.10.26

プライムクエスト・フォー株式会
社

9010001093645 関東財務局 三浦 昭彦 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区西新宿
一丁目23番3号 廣和
ビル9階

03-3342-5857 ― ― 1,000,000 ○ H28.10.26

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 8010001022150 関東財務局 半田 宗樹 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区日本橋
1-7-17日本橋御幸ビ
ル6階

03-5205-8581 http://www.mucap.co.
jp/

経営コンサルタ
ント業
他に分類されな
い専門サービス
業

2,950,000,000 ○ H29.7.3

株式会社アセットソリューション 7010001078185 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5524-0108 http://www.a-
solution.co.jp/index.ht
ml

― ― ○ ○ H28.8.23

エイエムティー・ベンチャーズ・
コーポレーション

9700150000290 関東財務局 内山 隆太郎 日本における代表者 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号東京
共同会計事務所内国
際ビル9階

03-5219-8777 ― ― 2米ドル
2,791,832

○ H29.5.10

西武しんきんキャピタル株式会
社

9011201009498 関東財務局 榊原 隆 代表取締役 ○ ○ 東京都中野区中野2-
29-10

03-3384-6140 http://www.seibucapit
al.co.jp/

M&A仲介、イン
キュベーション・
オフィスの運営

50,000,000 ○ H29.11.14

本間 真彦 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3Ｆ

03-3568-3155 http://incubatefund.c
om/

該当なし ― ○ H29.2.1

日本プライベートエクイティ株式
会社

3010001101867 関東財務局 法田 真一 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区九段
北一丁目１４番２１号
九段アイレックスビル６
階

03-3238-1726 http://www.private-
equity.co.jp/

経営コンサル
ティング業務、
人材紹介業務

60,000,000 ○ H29.12.13

有限会社ノースビーチ・インベス
トメント

5010002038272 関東財務局 荒川 真司 取締役 ― ○ 東京都千代田区九段
南三丁目7番7号
九段南グリーンビル5
階
成和綜合会計事務所

03-3288-6611 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.27

株式会社サイバーエージェント・
ベンチャーズ

6010401098437 関東財務局 中山 豪 代表取締役社長 ― ○
東京都渋谷区道玄坂
一丁目12番1号渋谷
マークシティウエスト13
階

03-6386-3933 https://www.cyberage
ntventures.com/

・国内外投資先
の斡旋および仲
介業務
・企業の合併・
提携、営業権、
有価証券の譲
渡に関する指
導・仲介および
斡旋
・経営コンサルタ
ント業

100,000,000 ○ H29.9.14

ディーアイティー・パートナーズ
株式会社

9010401069542 関東財務局
江口 文敏

代表取締役 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号 日比谷セ
ントラルビル14階

03-5532-7621 ― 有価証券の取
得および保有、
経営に関するコ
ンサルティング
業務、インター
ネットを利用した
各種情報提供
サービス、広告
業、商品等の仕
入および販売

50,000,000 ○ H28.7.29

プライベートエクイティジャパン
株式会社

4010401063467 関東財務局 馬場 和明 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目１１番１号 オ
ランダヒルズ森タワー
ＲｏＰ１３０４

03-5733-2611 http://www.pej.co.jp 経営コンサルタ
ント

60,000,000 ○ H28.10.20

みずほキャピタルパートナーズ
株式会社

8010001080124 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3284-1632 http://www.mizuhoba
nk.co.jp/mhcp/index.h
tml

― ― ○ ○ H29.3.23

株式会社Ｖ－ＬＩＣS 5010601030753 関東財務局 淡河 範明 代表取締役 ― ○ 東京都江東区東陽1-
30-3-501

090-4614-
5060

― ファイナンシャル
プランニング業
務

10,000,000 ○ H29.1.10 ※報告命令に応じません。
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有限会社オーエフ・ファースト 5010002041499 関東財務局 見上 正美 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-6288 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.29

合同会社白金・ＳＰＣ 9010003012834 関東財務局 一般社団法人
白金・SPC

職務執行者
見上 正美

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-6288 ― ― 2,500,000 ○ H28.7.19

有限会社エイチケイディーエック
ス

9010402030825 関東財務局 石本 忠次 取締役 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 3,000,000 ○ H30.1.5

株式会社ＦＥインベスト 7010001125986 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3666-0661 http://www.fe-
invest.com

― ― ○ ○ H29.6.20

信金キャピタル株式会社 2010001028145 関東財務局 山口 和男 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
二丁目3番6号日土地
日本橋ビル6階

03-5299-4356 http://www.shinkin-
vc.co.jp/

・企業の合併・
買収、事業承
継、業務提携等
の仲介・有価証
券の取得・保有

490,000,000 ○ H29.6.30

株式会社ザ・パス・インベストメ
ント

6010401057236 関東財務局 小山 惠三 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
1-9-4 ODAビルディン
グ３F

03-6415-4088 ― ― 10,000,000 ○ H30.1.15

ＨＩ株式会社 8010401084261 関東財務局 石井 浩 代表取締役 ― ○ 東京都港区六本木3-
3-10-1403

03-3568-1880 ― ― 20,000,000 ○ H29.6.5

有限会社コーラス・プロパティ 7010002045606 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_68

― 3,000,000 ○ H28.8.31

日本産業パートナーズ株式会社 8010001094082 関東財務局 馬上 英実 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目１番１号明治
安田生命ビル１５階

03-6266-5781 http://www.jipinc.com
/

経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

100,000,000 ○ H29.6.1

インダストリアル・フォー合同会
社

3010003014051 関東財務局 一般社団法人アセットホールディ
ングス
職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 200,000 ○ H28.6.24

伊藤忠テクノロジーベンチャー
ズ株式会社

2010401041838 関東財務局 中野 慎三 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区北青山二
丁目5番1号伊藤忠ビ
ル

03-3497-8077 http://www.techv.co.j
p/

経営コンサルタ
ント業
他に分類されな
い専門サービス
業

100,000,000 ○ H29.4.27

一般社団法人ＫＺ１ 5011105003270 関東財務局 森田 威 代表理事 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目4番地
四谷駅前ビル5階
あると法律経済綜合事
務所気付

03-5360-8280 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.30

合同会社ＫＺ１ 7011103002925 関東財務局 一般社団法人
ＫＺ１

職務執行者
森田 威

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目4番地四谷駅前ビ
ル 5階あると法律経済
綜合事務所気付

03-5360-8280 ― ― 100,000 ○ H29.11.15

三井物産企業投資株式会社 6010001083062 関東財務局 中田 直樹 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目3番7号

03-3285-3260 http://www.mcpi.co.jp
/

三井物産株式
会社企他本部
大型M&A案件･
既存出資先の
経営強化人材
の供出。

250,000,000 ○ H30.1.25

ネオステラ・キャピタル株式会社 7010001021442 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6202-9521 http://www.neostella-
cap.co.jp/

― ― ○ ○ H28.8.12
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有限会社ＭＬＣバイアウト 5010002050442 関東財務局 鄭 武 壽 取締役 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号
霞が関ビル26階
霞ヶ関国際会計事務
所

03-5157-1214 ― ― 3,000,000 ○ H28.10.11

有限会社エル・ピー・ピー・シー 9011002036072 関東財務局 井主 晃平 取締役 ○ ― 東京都渋谷区渋谷2-
14-13
岡崎ビル2階

03-6672-0085 ― ― 10,000,000 ○ H28.8.24

有限会社エヌ・エル・シー 7010002034105 関東財務局 伊藤 修平 取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権の
売買及び仲介、
斡旋
2．金銭貸付業
3．それに付随
する業務

10,000,000 ○ H29.12.18

グローバル・ブレイン株式会社 2010401077766 関東財務局 百合本 安彦 代表取締役社長 ○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
10番11号

03-6362-5700 http://globalbrains.co
m/

・投資事業組合
等各種組合の
設立の為のコン
サルタント
・経営コンサル
ティング
・企業の合併、
提携、営業権、
有価証券の譲
渡に関する指
導・仲介及び斡
旋
・債権の証券化
のノウハウに関
するコンサルタ
ント業務

100,000,000 ○ H30.1.19

一般社団法人アクア・スリー 8010005010515 関東財務局 平野 和俊 代表理事 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目１番１号 明
治生命館４階

03-6212-2555 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.17

日本アジア投資株式会社 6010001032820 関東財務局 下村 哲朗 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目11番地精
興竹橋共同ビル2階

03-3259-8518 http://www.jaic―
vc.co.jp/

なし 5,426,335,496 ○ H30.1.22

オリックス・キャピタル株式会社 2010401041953 関東財務局 鳥井 雅之 代表取締役 ― ○ 東京都港区浜松町２
丁目４番１号世界貿易
センタービル２７階

03-3435-3332 http://www.orixcapital
.co.jp/

有価証券の取
得、保有および
処分
企業の合併、買
収および提携の
斡旋
投資契約および
企業経営に関す
るコンサルティン
グ

300,000,000 ○ H29.5.23

合同会社赤坂けやき通りレジデ
ンシャル

7010403006462 関東財務局 一般社団法人
呉服町

職務執行者
松澤和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7062 ― ― 100,000 ○ H28.8.12

合同会社エフジェイ・エーシー 6010403006447 関東財務局 一般社団法人
呉服町

職務執行者
松澤和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7062 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

株式会社ビー・エイチ・ピー 2010001118854 関東財務局 松本 竹男 代表取締役 ― ○ 東京都中央区東日本
橋二丁目9番4号
フェアモレトタワーズ
イースト５F

03-3862-4166 WWW.bhp-i.com バイオ関連のコ
ンサルサービス
及び海外投資
家、ベンチャー
キャピタルへの
多様なアドバイ
ス

38,000,000 ○ H28.12.14
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アンカー・シップ・キャピタル合同
会社

2010003015918 関東財務局 アンカー・シップ・インベストメント
株式会社 職務執行者 辻 肇

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋二
丁目2番1号京橋エドグ
ラン20階

03-3242-3950 http://www.anchor-
ship.com/

― 10,000,000 ○ H29.11.16

株式会社ディールメーカーズ 4010001117458 関東財務局 馬 場 博 明 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区三番
町１－１７パークサイド
アネックスビル６階

090-3393-
0540

― 経営コンサルタ
ント、中古車売
買等

10,000,000 ○ H28.8.31

栄インベストメント有限会社 6010002039889 関東財務局 内山 隆太郎 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.10

有限会社エスエス・アセットマネ
ジメント

3010002044917 関東財務局 内山 隆太郎 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.10

フォレスト・ノース・カンパニー・リ
ミテッド

1700150002583 関東財務局 馬場 則明 日本における代表者 ― ○ 東京都千代田区紀尾
井町4番3号
泉館紀尾井町6F

03-3238-1671 ― ― 1米ドル ○ H28.7.12

株式会社ファストトラックイニシ
アティブ

8010001087029 関東財務局 木村廣道 代表取締役 ― ○ 東京都文京区本郷４
－１－４
ユニゾ本郷四丁目ビル
２F

03-5842-3325 www.fti-jp.com ― 10,000,000 ○ H28.8.26

エヌ・アイ・エス・ファンディング
株式会社

4010001074880 関東財務局 内山 隆太郎 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 10,000,000 ○ H28.8.10

ディエイチ・プロパティ・ワン合同
会社

6010003012820 関東財務局 一般社団法人ディエイチ開発
ホールディングス
職務執行者
荒川 真司

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目１番１号
国際ビル９階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8874 ― ― 1,000,000 ○ H28.6.24

株式会社ＳＲＩブレイン 9011001045834 関東財務局 白石 雅成 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区代々木
一丁目27番11号グ
リーンフラット 代々木
1階

03-5333-3741 http://sri-brain.com/ ― 10,000,000 ○ H28.10.14 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（虚偽告知）を発出しまし
た。

フィデル・パートナーズ株式会社 5010901025651 関東財務局 菊池 裕二 代表取締役 ― ○ 東京都世田谷区上馬
3-18-11エルフレア駒
沢1004

03-6805-3675 ― 企業の経営政
策、財務政策、
株主政策に関す
るコンサルティン
グ

10,000,000 ○ H29.6.23

株式会社コラボ産学官 9011701010443 関東財務局 丹治 規行 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区九段
北１－４－７喜助九段
北ビル501

03-6265-4861 http://www.collaboco.
com

企業診断、投資
計画及び経営一
般に関するコン
サルティング
委託による事務
（一般事務、経
理事務）の管理
業務代行
各種研修セミ
ナーの企画、実
施

10,000,000 ○ H29.12.13

ウエルインベストメント株式会社 3011101026293 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5272-0471 http://www.weruinves
t.com/

― ― ○ ○ H30.1.15

株式会社ミレニアムパートナー
ズ

1010401093368 関東財務局 秦 充洋 代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山三
丁目５番６号
青朋ビル ３階

03-4540-7574 http://www.millenniu
mpartners.co.jp/comp
any.html

ベンチャー企業
への投融資及び
その育成、経営
コンサルティン
グ、人材派遣及
びご紹介

53,000,000 ○ H28.8.16

イノベーション・エンジン株式会
社

8010401058612 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5730-6721 http://www.innovation
-engine.co.jp/

― ― ○ ○ H29.12.22

有限会社ジェイエイチホスピタル
アセットホールディングズ

3010002053637 関東財務局 中垣 光博 取締役 ― ○ 東京都千代田区内神
田2-2-6-5F あすな会
計事務所内

03-5577-5047 ― ― 3,000,000 ○ H28.9.12
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ＴＴプリンシパル株式会社 9011001045355 関東財務局 畠中 純 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区広尾1-
11-2 アイオス広尾804
号

03-5475-5386 ― 自己勘定(借入
金を持って行う
ものも含む。)で
の投資運用

30,000,000 ○ H28.8.30

先端科学技術エンタープライズ
株式会社

7010001073863 関東財務局 若林 拓朗 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区渋谷３
－６－２
エクラート渋谷ビル４
階

03-6869-3600 www.ut-astec.com ・研究開発プロ
ジェクトの企画、
運営及びコンサ
ルティング
・経営コンサル
ティング
・セミナー、教養
講座、講演会の
実施及び運営

12,750,000 ○ H28.9.1

有限会社ファースト・ユー 5010402027081 関東財務局 中村 武 取締役 ― ○ 東京都港区六本木一
丁目6番1号
泉ガーデンタワー12階

03-6229-8000 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

ＡＣＡ株式会社 7010001092715 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5510-2880 http://www.acainc.jp/ ― ― ○ ○ H29.9.25

株式会社プライベートバンキン
グ＆コンサルティング

3040001042332 関東財務局 吉田 弘一 代表取締役 ― ○ 千葉県市川市東菅野5
丁目3番23号

090-8856-
4190

該当なし 投資業 50,000,000 ○ H29.4.14 ※報告命令に応じません。

有限会社赤坂見附ランドマーク 7010402026734 関東財務局 三根 健一 取締役 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号

03-5570-2168 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.30

東京リカバリ有限会社 9010002034128 関東財務局 井川篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック 九段ビル
7階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取2．前号に
付帯する一切の
業務

3,000,000 ○ H28.11.2

エイ・ティ・インベストメント株式
会社

3010001067638 関東財務局 井川篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル7
階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取2．前号に
付帯する一切の
業務

80,000,000 ○ H28.11.2

株式会社デフタ・キャピタル 7010001129418 関東財務局 原 丈人 代表取締役 ○ ○ 神奈川県横浜市西区
高島一丁目1番2号横
浜三井ビルディング15
Ｆ

045-232-4280 ― ― 62,000,000 ○ H29.7.31

株式会社インスパイア・インベス
トメント

4010401061009 関東財務局 高槻亮輔 代表取締役 ― ○ 東京都港区南青山五
丁目3番10号FROM-
1st 3F

03-6418-1091 https://www.inspireco
rp.co.jp/

企業への投資、
コンサルティン
グ

10,912,333 ○ H28.10.24

若林 拓朗 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都杉並区浜田山
４－３０－１０－３０８

090-2451-
7183

― ― ― ○ H28.9.1

有限会社エイチ・エム・エックス
池袋ワン

6010002038379 関東財務局 佐々木 弘 取締役 ― ○ 東京都千代田区九段
南三丁目7番7号
九段南グリーンビル5
階
成和綜合会計事務所

03-3288-6611 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.16

有限会社築地アール・ビー・キャ
ピタル

2010002040462 関東財務局 内山 隆太郎 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.6.10
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株式会社ナレッジカンパニー 7011001034351 関東財務局 勝部 日出男 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区千駄ヶ
谷3-4-23
ビクトリーガーデン203

03-5785-2288 http://www.knowledge
co.jp

1.経営コンサル
タント業（包装機
械、コンクリート
製品の成型機、
ロボット装置及
び建設機械の販
売に関するコン
サルタント業を
除く）
2.ベンチャー企
業への投資
3.有価証券の取
得及び保有
4.投資事業組合
財産の運用及び
管理
5.市場調査並び
に各種情報の処
理、提供サービ
ス業
6.会社の合併、
並びに技術、販
売、製造、企画
等の業務提携
の仲介業務
7.前各号に付帯
する一切の事業

10,000,000 ○ H28.12.19

合同会社セゴビア・インベストメ
ント

2010003015967 関東財務局 一般社団法人マテラ
職務執行者
寺田芳彦

代表社員 ― ○ 東京都千代田区永田
町二丁目11番1号 山
王パークタワー25階
トラスティーズ・コンサ
ルティングＬＬＰ気付

03-5771-9005 ― ― 2,700,000 ○ H29.2.22

日本エンジェルズ・インベストメ
ント株式会社

3010401073112 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3230-2383 http://www.naic.co.jp ― ― ○ ○ H28.8.17

合同会社ＡＲ・ＯＮＥ 6010003016598 関東財務局 一般社団法人TR37

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1991 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.1

横浜キャピタル株式会社 3020001016263 関東財務局 櫛淵 徳雄 代表取締役社長 ○ ○ 横浜市西区みなとみら
い三丁目1番1号横浜
銀行本店ビル22階

045-225-2331 該当なし 自己勘定による
投資

300,000,000 ○ H29.11.22

株式会社ベンチャーラボインベ
ストメント

3010401075389 関東財務局 山中 唯義 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区築地六
丁目17番4号築地パー
クビル4階

03-6264-1861 http://www.venturela
boinvestment.co.jp/

他に分類されな
いサービス

40,000,000 ○ H30.1.29

株式会社サンエイトインベストメ
ント

1010401054576 関東財務局 勝方 正英 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門1-
15-7
TG115ビル7階

03-3597-0345 http://www.sun-8.jp 投融資業務の
計算・整理、帳
票の記帳・整理
等の各種事務
処理業務および
審査業務の受
託

50,000,000 ○ H30.1.11

勝方 正英 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区虎ノ門1-
15-7
TG115ビル7階

03-3597-0345 ― ― ― ○ H30.1.11

モバイル・インターネットキャピタ
ル株式会社

9010401039322 関東財務局 山中 卓 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目11番28号ユニゾ赤
坂一丁目ビル8階

03-3568-2170 http://www.mickk.co
m/

経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

100,000,000 ○ H29.8.8

グローバル・イノベーション・
パートナーズ株式会社

3010401060060 関東財務局 塚野 英博 代表取締役 ― ○ 東京都港区東新橋１
－５－２
汐留シティセンター３１
階

03-6252-2166 ― ― 20,000,000 ○ H28.8.26

有限会社アパラギ 9010002053689 関東財務局 伊藤 吉久 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目１番１号
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.18



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

トライコーン株式会社 7010001099883 関東財務局 青木健太郎 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区神宮前
三丁目37番1−912号 
ザ・神宮前レジデンス9
階

03-6447-2631 www.epicure.co.jp 企業財務コンサ
ルティング

200,000 ○ H28.8.1

六本木５有限会社 5010002045748 関東財務局 森田 威 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H29.12.15

Ｂｒｉｄｇｅｈｅａｄ株式会社 4010001127465 関東財務局 山口 好生 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番6号大手
町フィナンシャルシティ
サウスタワー29階

03-3244-1140 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

株式会社アイパス 4010001118547 関東財務局 中島綾子 代表取締役 ― ○ 東京都中央区銀座八
丁目10番6号 銀座Ｍ
Ｅビル2Ｆ

03-5809-3661 ― 投資事業組合
の管理事務代
行

3,000,000 ○ H28.9.1

有限会社トライアングルパート
ナーズ

8010002046693 関東財務局 須田 和彦 取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル25階

03-4323-8698 該当なし 該当なし 3,000,000 ○ H29.3.17

有限会社ＫＳＬＣ 7010402030604 関東財務局 石本 忠次 取締役 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 3,000,000 ○ H29.11.21

株式会社ウィズ・パートナーズ 2010401050707 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6430-6773 http://www.whizp.com
/

― ― ○ ○ H30.1.23

オリオン・キャピタル・マネージメ
ント株式会社

6010401024120 関東財務局 小川 浩平 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南四丁
目1番８号リバージュ品
川３階

03-6451-4300 該当なし 経営コンサルタ
ント業

10,000,000 ○ H29.6.13

株式会社ＧＤ 3010401061174 関東財務局 田中 英治 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目3番20号仙石山ア
ネックス306

03-6402-5081 ― Ｍ＆Ａ業務、コ
ンサルタント業
務

10,000,000 ○ H28.10.5

有限会社北海ゴルフパートナー
ズ

7010002046521 関東財務局 海田 雅人 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

合同会社ＳＲＦ２００７ 5010003013844 関東財務局 一般社団法人スサノオ・ホール
ディング
職務執行者
海田 雅人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

ダイエー・ホール・ビジネス有限
会社

5010002053370 関東財務局 珊瑚 卓哉 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
茅場町一丁目6番17号
トラッドビル8階

03-3661-1309 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.30

株式会社日本海企業支援ファン
ド

5010001113951 関東財務局 大西 倫雄 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権、不
動産、株式、信
託受益権の売
買並びに仲介及
び幹旋
2．それに付随
する業務

3,000,000 ○ H29.12.18

有限会社ＳＣリテールインベスト
メント

9010002048929 関東財務局 中本 昭人 代表取締役 ― ○ 東京都中央区晴海一
丁目8番11号晴海アイ
ランドトリトンスクエア
オフィスタワーY棟

03-5166-5785 ― ― 3,000,000 ○ H29.5.26

株式会社ラルク 5010001060260 関東財務局 鈴木 博司 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町1番10号日証館ビ
ル209

03-5645-5301 http://www.k-larc.jp 経営コンサルタ
ント業、有料職
業紹介事業

10,000,000 ○ H30.1.11
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ＪＡＩＣシードキャピタル株式会社 3010001094871 関東財務局 藤丸 徹 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目11番地精
興竹橋共同ビル2階

03-3259-8514 http://www.jseed.jp/ ・大学及び研究
機関等における
研究成果の事
業化支援とその
仲介
・特許権、実用
新案権、意匠
権、商標権等の
産業財産権、そ
の他無形財産
権の取得、保
有、管理、使用
許諾、売買、賃
貨及びその斡旋
・上記各号に関
する企画・管理・
調査・コンサル
ティング・指導・
教育・訓練の請
負
・経営コンサル
ティング業務

40,000,000 ○ H30.1.19

有限会社ヴィンテージ 7010402029968 関東財務局 Michael J. Khoo 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目1番20号
田中山ビルディング6
階

03-5402-6691 ― １．ぶどう酒の輸
入、販売
２．前号に付帯
関連する一切の
業務

3,000,000 ○ H29.1.27

株式会社東京大学エッジキャピ
タル

3010001087223 関東財務局 郷治 友孝 代表取締役社長 ○ ○ 東京都文京区本郷七
丁目3番1号東京大学
産学連携プラザ4階

03-5844-6671 https://www.ut-
ec.co.jp/

１. 有価証券の
取得及び保有
２．投資事業組
合財産、投資事
業有限責任組
合財産の運用
及び管理、並び
に投資事業組
合、投資事業有
限責任組合へ
の出資
３．投資事業組
合契約、匿名組
合契約及び投資
事業有限責任
組合契約の締
結の媒介、取次
ぎ及び代理
４．経営一般に
関するコンサル
ティング業務
５．会社の合併
及び技術、販
売、製造等の提
携の斡旋
６．金銭の貸付
７．前各号に付
帯又は関連する
一切の業務

10,000,000 ○ H30.1.31

ビー・エル・パートナーズ株式会
社

5010901017021 関東財務局 武内 健 代表取締役 ― ○ 東京都世田谷区宮坂
一丁目37番20-201号

03-4405-5443 www.bl-p.com 経営コンサルタ
ント

40,000,000 ○ H29.9.25

有限会社セラン 7010002032554 関東財務局 安藤 隆夫 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

有限会社五丁目開発 9010402026600 関東財務局 松澤 和浩 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7062 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.17
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ケーティービル有限会社 1010002041098 関東財務局 田中 稔 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディン
グ7階

03-5200-1635 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.22

有限会社東通千種タワー 7010002044574 関東財務局 田中 稔 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目1番14号 日本
橋加藤ビルディング7
階

03-5200-1635 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.2

有限会社東建大津通Ａ 7010002043948 関東財務局 田中 稔 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目1番14号 日本
橋加藤ビルディング7
階

03-5200-1635 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.2

一般社団法人原宿ビル 1010005010389 関東財務局 田中 稔 代表理事 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目1番14号 日本
橋加藤ビルディング7
階

03-5200-1635 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.17

築地ビルキャピタル有限会社 7010002033536 関東財務局 中垣 光博 取締役 ― ○ 東京都千代田区内神
田2-2-6-5F あすな会
計事務所内

03-5577-5047 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.17

有限会社赤坂見附ＡＨ＆ＲＳ 1010402027630 関東財務局 野坂 照光 取締役 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目2番3号
アパ赤坂見附ビル5F

03-5570-2168 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.30

有限会社アパ大阪肥後橋 2010402029519 関東財務局 野坂 照光 取締役 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目2番3号 アパ赤坂見
附ビル5F

03-5570-2168 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.30

株式会社Ｂｅａｃｏｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 2010001088759 関東財務局 濱田 充 代表取締役 ― ○ 東京都中央区京橋一
丁目14番4号
京橋ＴＳビル4階

03-3562-5095 http://beacon-p.co.jp 経営コンサルタ
ント業

10,000,000 ○ H28.7.28

株式会社エフ・アール・シー・
ジャパン

8010001083754 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3562-5211 http://www.frcjapan.jp
/

― ― ○ ○ H28.7.28

ロックウッド・ベンチャー・ワン・エ
ルエルシー

― 関東財務局 杉本 茂 日本における代表者 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 1,000
(アメリカドル)

○ H28.8.29

有限会社イーシス・プロパティー 4010002048636 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-5212-5194 ― ― 3,000,000 ○ H29.6.21

山梨中銀経営コンサルティング
株式会社

6090001002287 関東財務局 井上 久仁 代表取締役 ― ○ 山梨県甲府市丸の内
１－２０－８

055-224-1032 http://www.yamanash
iconsul.co.jp/

投資業務、経営
コンサルティン
グ業務、Ｍ＆Ａ
業務、調査業務

200,000,000 ○ H29.9.15

株式会社千葉リバイタル 2010401089167 関東財務局 成影 善生 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8514 該当なし 該当なし 40,000,000 ○ H29.7.13

篠崎駅西口公益複合施設株式
会社

4011701010638 関東財務局 平出 和也 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
3-4-10 スターツ八重
洲中央ビル3F

03-6202-0377 ― ― 30,000,000 ○ H28.10.21

株式会社ソリューションデザイン 9010001085089 関東財務局 齋藤 隆広 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
小川町三丁目3番地Ｈ
Ｆ神田小川町ビルディ
ング6階

03-5577-8800 http://www.solution-
design.co.jp/

・経営全般に関
するコンサル
ディング
・金銭債権の買
取
・上記に付帯関
連する事業

178,500,000 ○ H29.8.10

合同会社デュープレックス・
フォーティサード

1010403005536 関東財務局 一般社団法人デュープレックス・
フォーティサード 職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号USビ
ル4階シルスフィア会
計事務所内

03-3230-6789 ― ― 1,000,000 ○ H29.10.4

三井住友海上キャピタル株式会
社

7010001030435 関東財務局 五十嵐 仁志 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区京橋一
丁目2番5号京橋ＴＤビ
ル4Ｆ

03-3279-3672 http://www.msivc.co.j
p/

経営コンサル
ティング業務

1,000,000,000 ○ H30.1.16
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有限会社アール・ビー・キャピタ
ル

5010002039816 関東財務局 林 健二 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

りそなキャピタル株式会社 3010001036592 関東財務局 宮嶋 孝 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区日本橋
茅場町1丁目10番5号
エスエフ茅場町ビル4
階

03-5641-3311 http://www.resona-
gr.co.jp/resonacapital
/

― 5,049,500,000 ○ H29.12.8

京橋ＹＳ有限会社 4010002047448 関東財務局 堀川 朋善 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.26

有限会社大崎ファーストステー
ジ

7010002042925 関東財務局 堀川 朋善 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.26

有限会社東京プライムステージ 1010002040620 関東財務局 堀川 朋善 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.26

株式会社エイ・ピー・エム 3010401072469 関東財務局 笹沼 泰助 代表取締役 ― ○ 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17階

03-5733-8546 ― ― 65,000,000 ○ H29.5.25

株式会社ＡＰ ＩＶ ＧＰ 4010401071759 関東財務局 笹沼 泰助 代表取締役 ― ○ 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17階

03-5776-1084 ― ― 5,250,000 ○ H29.4.11

株式会社ＡＰ３ 1010401072875 関東財務局 笹沼 泰助 代表取締役 ○ ○ 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17階

03-6402-0572 ― ― 10,000,000 ○ H29.6.1

合同会社ＪＬＯＣ－Ｍ１ 5010003013786 関東財務局 一般社団法人ＪＬＯＣ―Ｍ１
職務執行者 内山 隆太郎

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.16

有限会社南大沢イン 4010002044486 関東財務局 安藤 隆夫 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社ジーシーファンディン
グ

8010002047956 関東財務局 菊地 康夫 取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら総合事務所内

03-3292-4444 ― ― 14,200,000 ○ H28.8.24

有限会社エスシージェイ・レッ
プ・ジーピー・インベスター

1010402027234 関東財務局 Jon―Paul Toppino 取締役 ― ○ 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
２０階

03-5776-1300 ― ― 3,000,000 ○ H28.11.1

アイピーアールベンチャーキャ
ピタル株式会社

5010001079334 関東財務局 伊藤 謙 代表取締役 ― ○ 東京都品川区北品川
1-1-10-702

090-9814-
8877

http://www.ipr-vc.jp ― 20,000,000 ○ H29.7.7

株式会社ファンバス 4011001020445 関東財務局 丘 世悦 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区神南1-
8-18-505

03-5428-1889 ― 不動産業 18,000,000 ○ H28.8.26

エム・エム・プロパティ・ファン
ディング株式会社

6010401086689 関東財務局 野崎 昭弘 代表取締役 ― ○ 東京都港区芝五丁目
３３番１号森永プラザビ
ル

03-3798-0176 該当なし 該当なし 10,000,000 ○ H29.6.7
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ＳＭＢＣベンチャーキャピタル株
式会社

7010001095593 関東財務局 石橋 達史 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区八重洲
一丁目3番4号三井住
友銀行呉服橋ビル11
階

03-6262-1190 http://www.smbc-
vc.co.jp/

企業の合併・提
携、営業権・有
価証券の譲渡に
関する指導・仲
介及び斡旋。企
業診断、投資計
画及び経営一般
に関するコンサ
ルティグ。

500,000,000 ○ H30.1.17

ＮＩＦコーポレート・インベストメン
ツ株式会社

5010001088434 関東財務局 水越 一吉 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区丸の
内１－９－１
グラントウキョウノース
タワー ３０階

03-5555-6318 ― 1.買収および合
併の対象とした
企業への企業
診断、投資計画
及び経営一般に
関するコンサル
ティング
2.買収および合
併の対象とした
企業への融資
の斡旋業務
3.買収および合
併の対象とした
企業への合併
及び技術、販
売、製造等の提
携の斡旋

10,000,000 ○ H28.7.29

永田 崇 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区二番
町10番地24ＡＩ二番町3
階

03-5212-2471 ― ― ― ○ H28.7.15

株式会社トライハード・インベス
トメンツ

7010001100031 関東財務局 北島 尚樹 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
茅場町三丁目2番2号
ＥＫＫビル2階

03-6206-2410 http://www.tryhard-
i.co.jp

― 94,000,000 ○ H29.3.6

株式会社アルタビジネスコンサ
ルタント

5011101044582 関東財務局 河野 恭秀 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
２－２－３ ＲＩＳＨＥビ
ルＵＣＦ４Ｆ

080-9983-
9212

該当なし 該当なし 10,000,000 ○ H29.3.7

有限会社ＹＯＵキャピタル 5010002039700 関東財務局 堀江明弘 取締役 ― ○ 東京都千代田区 六
番町２番地８番町Ｍビ
ル３階

03-5275-1060 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.19

アコヤ・リミテッド 7700150000037 関東財務局 内山 隆太郎 日本における
代表者

― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,000米ドル ○ H28.8.10

合同会社サマラ・ロジスティク
ス・１

6010003013083 関東財務局 一般社団法人サマラ・リアル・エ
ステート・ホールディング 職務
執行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― 1.不動産の取
得、保有、処
分、賃貸及び管
理
2.不動産の信託
受益権の取得、
保有及び処分
3.その他前各号
に掲げる事業に
付帯又は関連す
る事業

1,000,000 ○ H29.6.30

合同会社タイガーアライアンス 3010403006020 関東財務局 畑 直志 代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門５丁
目３番２０号仙石山ア
ネックス２１４川田法律
事務所内

03-6435-9673 ― ― 300,000 ○ H28.8.31

アゼリア合同会社 1010403006237 関東財務局 さつきホールディングス一般社
団法人

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 4,000,000 ○ H28.8.25
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有限会社ナーシングホーム・ファ
ンディング・ツー

9010402028497 関東財務局 松澤 和浩 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7061 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.16

有限会社ナーシングホーム・ファ
ンディング・スリー

9010402027813 関東財務局 松澤 和浩 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7061 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.16

ＡＢパートナーズ株式会社 3011001060558 関東財務局 北村昭夫 代表取締役 ― ○ 東京都港区北青山三
丁目5番17号R&M702
株式会社ブリッジ
フォートゥモロー内

03-6447-1416 ― 経営コンサルタ
ント業

50,000,000 ○ H28.9.7

株式会社刈田・アンド・カンパ
ニー

1010401069483 関東財務局 刈田 直文 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番2号東京ミッドタ
ウンレジデンシィズ23
階

03-6413-0865 http://karitacompany.com/ ― 13,750,000 ○ H29.7.11

株式会社ＭＩＴ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ａｄ
ｖｉｓｏｒｙ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

9011001054190 関東財務局 松本 章 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目15番1号渋谷クロ
スタワー14階

03-5464-2950 http://www.mit-
cas.com/hp/

経営コンサルタ
ント業

50,500,000 ○ H29.8.1

ジーワイエス・パートナーズ株式
会社

6010001094679 関東財務局 中村 克巳 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目1番地1号

03-3507-5988 ― ― 30,000,000 ○ H28.8.31

リアル・デザイン株式会社 9011801019062 関東財務局 齋藤 夏子 代表取締役 ― ○ 東京都中央区佃１－１
1－９
シティフロントタワー１
４０３号室

03-6278-5608 ― ― 500,000 ○ H28.8.31

ＰＥ＆ＨＲ株式会社 9010001111679 関東財務局 山本 亮二郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
一丁目12番地12
ホーマット半蔵門4階

03-3265-7661 http://www.pehr.jp/ コンサル業、イ
ンキュベーション
オフィス提供、人
材紹介業

54,125,000 ○ H29.1.6

有限会社キャピタル・マネジメン
ト

8010402035726 関東財務局 石井 浩 取締役 ― ○ 東京都港区六本木3-
3-10-1403

03-3568-1880 http://www.cap-m.jp/ ― 3,000,000 ○ H28.10.7

マカオ・プロパティ・マネジメント
株式会社

7011401016321 関東財務局 加藤 修 代表取締役 ― ○ 埼玉県さいたま市南区
太田窪5-1-20

090-1552-
3344

― ― 50,000,000 ○ H29.1.20

ニッセイ・キャピタル株式会社 2010001025943 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3217-5360 http://www.nissay-
cap.co.jp/

― ― ○ ○ H29.11.9

株式会社ファンドクリエーション 7010001140218 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5212-5215 http://www.fundcreati
on.co.jp/

― ― ○ ○ H28.8.26

湘南藤沢インキュベーション株
式会社

7021001002605 関東財務局 齋藤 信男 代表取締役 ○ ○ 神奈川県藤沢市藤沢
607番地の１藤沢商工
会館２階

0466-21-3811 http://www.s-
cns.com/fund/registe
r.html

経営コンサルタ
ント

10,000,000 ○ H29.12.13

コ・クリエーションパートナーズ
株式会社

5011001073384 関東財務局 美澤 臣一 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区代々木
4-41-7
参宮橋マンション503

03-6300-0547 ― 経営コンサル
ティング業

3,000,000 ○ H28.8.31

熱海ホテルプロジェクト株式会
社

2011001061466 関東財務局 代表取締役
中野陽一郎

代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区神宮前
一丁目４番２０号パー
クコート神宮前１４０６

03-5771-8477 ― 不動産事業 10,000,000 ○ H28.10.7

ＣＴリアルティ有限会社 5010002041103 関東財務局 須貝信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

合同会社ニュー・パースペクティ
ブ・ワン

7010003013405 関東財務局 ニュー・パースペクティブ一般社
団法人 職務執行者 須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1994 ― ― 1,200,000 ○ H29.9.19
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有限会社広畑大津キャピタル 6010002043172 関東財務局 荒川 真司 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階 東京共
同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.1

有限会社マーチャント・サービ
ス・ジャパン

6010402029721 関東財務局 太田貴明 取締役 ― ○ 東京都港区六本木七
丁目15番13号六本木
ダイヤハイツ403号

03-5770-5591 ― 宅地建物取引
業

3,000,000 ○ H28.8.24

有限会社インベストメント・パー
トナーズ

5010802019125 関東財務局 塩谷 睦美 取締役 ― ○ 東京都港区六本木七
丁目15番13号六本木
ダイヤハイツ404号

03-5770-5591 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.24

株式会社ヴイ・シー・スクウェア 5010401076922 関東財務局 鉢嶺 登 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区平河
町二丁目12番2号
藤森ビル4階B号室

03-6268-9655 ― 経営コンサルタ
ント業

24,000,000 ○ H28.9.7

合同会社エムジージェイジー
ケーゼロ

3010003017459 関東財務局 一般社団法人エムジージェイ
シーエイチゼロ 職務執行者 福
島 真一

代表社員 ― ○ 東京都渋谷区広尾一
丁目11番2号AIOS広
尾ビル505嶋本公認会
計士事務所気付

03-5251-2335 ― ― 2,000,000 ○ H29.10.5

日本コンシェルジュ株式会社 3020001090358 関東財務局 指輪英明 代表取締役 ― ○ 神奈川県横浜市青葉
区あざみ野４－１８－２
７

045-901-2449 ― 投資事業(イン
キュベーション）

10,000,000 ○ H28.8.25

ドリームキッズベンチャーパート
ナーズ株式会社

3010401060226 関東財務局 石井 靖 代表取締役 ― ○ 東京都港区西麻布１
丁目１４番６号パーク
アクシス西麻布ステー
ジ３０１号

03-3746-0910 該当なし 経営に関するコ
ンサルティング
業務

18,000,000 ○ H29.5.31

ＵＮＪプロパティーズ合同会社 1010403006121 関東財務局 野村不動産株式会社 職務執行
者 塚崎 敏英

代表社員 ― ○ 東京都新宿区西新宿
一丁目26番2号新宿野
村ビル野村不動産株
式会社内

03-3348-8144 該当なし 該当なし 100,000 ○ H29.6.28

株式会社イーストウィングアセッ
トマネージメント

8030001015417 関東財務局 永田 美奈子 代表取締役 ― ○ 埼玉県さいたま市浦和
区針ケ谷三丁目７番２
号２０３号室

050-5806-
8045

― ― 2,000,000 ○ H28.8.26

株式会社タキオンコンサルティ
ング

1010001095450 関東財務局 小尾敏仁 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目１６番１３号
ランディック日本橋ビ
ル１階

080-5474-
7132

― 企業価値評価、
事業計画・経営
戦略、資金・資
金調達に関する
調査ならびに経
営コンサルタン
ト、インベスター
リレーションズ
（投資家向け広
報）、マーケティ
ングに関する企
画、調査、コン
サルタント業務

1 ○ H28.8.30

株式会社野心満々 5010001059600 関東財務局 佐藤 幹雄 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目16番13号
ランディック日本橋ビ
ル1階

03-3510-7288 http://www.yashin.co.j
p/

経営コンサルタ
ント

80,000,000 ○ H28.8.30

ＧＭＯ ＶｅｎｔｕｒｅＰａｒｔｎｅｒｓ株式
会社

1011001045676 関東財務局 杉山 一康 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区桜丘町
２６番１号 セルリアン
タワー７Ｆ

03-5458-8663 http://www.gmo-
vp.com/

― 220,000,000 ○ H28.12.14

株式会社ＧＰＰ 7011101040258 関東財務局 飯沼孝壮 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区四谷4-
30エスツウィン新宿3階
飯沼総合会計内

090-3236-
1694

― コンサルティン
グ業

10,000,000 ○ H28.10.18
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有限会社アンタンウェアハウス 6010402027857 関東財務局 松澤 和浩 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7061 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.16

有限会社高崎ＳＰＣ 5010002046250 関東財務局 松澤 和浩 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目5番1号 日
比谷マリンビル13階

03-3502-1234 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.22

有限会社日比谷ＳＰＣ 3010002038398 関東財務局 松澤 和浩 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目5番1号 日
比谷マリンビル13階

03-3502-1234 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.22

有限会社渋谷ＳＰＣ 7010002041869 関東財務局 松澤 和浩 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目5番1号 日
比谷マリンビル13階

03-3502-1234 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.22

株式会社ハッチエッグ 4010001065517 関東財務局 平田 彰彦 代表取締役 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目２番２号第１弥生
ビル７階

03-3561-2250 http://www.hatcheggs
.co.jp/

受託開発ソフト
ウェア業

10,000,000 ○ H29.10.4

メキキ・キャピタル有限会社 5011002027091 関東財務局 延平 昌弥 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区渋谷一
丁目１７番８号松岡渋
谷ビル３階

03-5464-5181 ― ― 3,000,000 ○ H29.12.22

東海東京インベストメント株式会
社

1010001098560 関東財務局 飯泉 浩 代表取締役 ― ○ 東京都中央区新川1-
17-21茅場町ファースト
ビル９階

03-3553-7174 https://www.tokaitoky
o-
fh.jp/corporate/group
/ttinv/

― 300,000,000 ○ H29.8.1

株式会社ＳＣＭマネジメント 7010001085256 関東財務局 上野 一嘉 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
３-５-１２ニュー八重洲
ビル３階

03-3276-8642 ― ― 11,000,000 ○ H28.8.30

西川緑道有限会社 2010002044769 関東財務局 海田 雅人 取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.29

有限会社Ｃ．Ｉ． 2010002051088 関東財務局 石垣敦朗 取締役 ― ○ 東京都千代田区三番
町14番地ＭＬＣ三番町
ビル

03-5215-7037 ― ― 1,500,000 ○ H28.9.5

いばらきクリエイト株式会社 7050001004914 関東財務局 市村 裕一 代表取締役 ― ○ 茨城県水戸市南町1丁
目3番23号

029-300-8171 ― ― 10,000,000 ○ H29.5.17

インテグラル株式会社 9010001097340 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6212-6100 http://www.integralkk.
com/

― ― ○ ○ H28.8.30

キャピタルソリューション株式会
社

5010001136705 関東財務局 増田 慶作 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内1-8-1トラストタワー
N館10階

03-6860-2601 ― 企業経営全般
等に関するコン
サルティング業
務

20,000,000 ○ H28.8.29

有限会社ＣＨキャピタル 1011002031452 関東財務局 張 春華 取締役 ― ○ 東京都渋谷区本町1-
4-3エバーグレイス本
町202

03-5334-5361 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.18

株式会社アカウンタックス 3010001093444 関東財務局 山口 真導 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区平河
町二丁目11番2号平河
町グラスゲート２階

03-3237-1311 http://accountax.co.jp
/

経理アウトソー
シング

10,000,000 ○ H28.8.25

オーシャン・キャピタル株式会社 3010401067551 関東財務局 青木 寿幸 代表取締役 ― ○ 東京都港区西新橋
一丁目１６番５号
コニシビル４階

03-3539-3047 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

株式会社パシフィック・リム・ベン
チャーズ

2020001051773 関東財務局 坂本 禎子 代表取締役 ― ○ 横浜市中区相生町六
丁目109番地志村ビル
3階

045-680-4441 http://www.pacificrim
-ventures.com

投資先支援、経
営コンサルティ
ング

34,400,000 ○ H28.8.30



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

株式会社ＧＩＰ 3010001089203 関東財務局 永田 崇 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区二番
町１０番地２４
Ａ・Ｉ二番町３階

03-5212-2471 ― 1企業の合併、
事業譲渡、資本
業務提携に関す
るアドバイザー
業務
2株式公開、資
本政策、財務等
のコンサルティ
ング

60,000,000 ○ H28.12.9

いわかぜキャピタル株式会社 4010401079505 関東財務局 植田 兼司 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂7-11-
7ヒルズ赤坂2階

03-5574-8751 http://iwakaze.com 経営コンサルタ
ント、不動産売
買業務

40,000,000 ○ H29.3.28

株式会社ＮＴＴドコモ・ベンチャー
ズ

7010001115608 関東財務局 中山 俊樹 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目１２番３２号アーク森
ビル３１階

050-9012-
1900

https://www.nttdoco
mo-v.com/

― 50,000,000 ○ H29.8.24

しんくみリカバリ株式会社 7010001115756 関東財務局 井川篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル7
階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取2．前号に
付帯する一切の
業務

3,000,000 ○ H28.11.2

ユナイテッド・マネージャーズ・
ジャパン株式会社

3010401056026 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6229-8760 http://www.umj-
jp.com/

― ― ○ ○ H28.8.1

有限会社エスエヌアール・ツー 8010002053120 関東財務局 中川 浩 取締役 ― ○ 東京都千代田区外神
田三丁目12番8号住友
不動産秋葉原ビル10
階

03-6859-3810 ― 他に分類されな
い貸金業、投資
業等非預金信
用機関

3,000,000 ○ H29.12.5

合同会社フジグラン松前 6010403006042 関東財務局 一般社団法人
フジグラン松前

職務執行者
加藤 幸人

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目2番6号赤坂中央ビ
ルアクタスマネジメント
サービス株式会社内

03-3224-8888 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.29

株式会社コロンブス・キャピタル 2010001072507 関東財務局 須藤光男 代表取締役 ― ○ 東京都中央区京橋 １
－６－１3金葉ビル９階

03-5524-1311 http://www.columbus
capital.co.jp

― 10,000,000 ○ H28.8.31

Kakushin Capital, LLC ― 関東財務局 三浦 栄治 日本における代表者 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目12番1号野村ア
セットマネジメント株式
会社内

03-3241-9511 http://www.nomura-
am.co.jp/tokurei/

― 10.00米ドル ○ H29.11.27

株式会社アーク・イノベーション 4010001114579 関東財務局 井上 潔 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目4番1号丸の
内ビルディング13階

03-5224-6750 http://www.ark-
i.com/

経営コンサル
ティング

55,000,000 ○ H28.10.14

グローバルインベストメント株式
会社

3010401074837 関東財務局 趙 承浩 (通称・高山 浩） 代表取締役 ○ ○ 東京都港区浜松町1-
30-5浜松町スクエア14
階

03-5777-3855 該当なし 該当なし 10,000,000 ○ H29.5.31

合同会社ダイヤモンド・リアルエ
ステート・インベストメント・イン
ディア

5010003014248 関東財務局 ＧＫ・ＬＰホールディングス株式会
社 職務執行者 松谷 忠嗣

代表社員 ― ○ 東京都中央区八重洲
一丁目７番２０号八重
洲口会館８階

03-5299-6181 該当なし 該当なし 23,000,000 ○ H29.7.27

株式会社リサ・キャピタル・マネ
ジメント

2010401075662 関東財務局 成影 善生 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティＣ棟19階

03-5796-8542 ― ― 20,000,000 ○ H29.9.26

合同会社コリントス 4010003014430 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金2

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_41

― 1,000,000 ○ H28.8.31

合同会社ジョイントアーク１５ 2010003014606 関東財務局 一般社団法人アークハーバー15
職務執行者 海田 雅人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― 1.不動産の取
得、保有、処
分、賃貸及び管
理
2.不動産の信託
受益権の取得、
保有及び処分

1,000,000 ○ H28.8.25
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店舗流通ネット株式会社 6010401098651 関東財務局 石井 実 代表取締役 ― ○ 東京都港区浜松町2-
4-1 世界貿易セン
タービル32階

03-5777-6510 http://www.tenpo.biz/ 飲食店運営事
業（ショップサ
ポートシステム）

100,000,000 ○ H28.11.1

エアーズシー証券株式会社 2010001086531 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6225-2747 http://airssea.co.jp ― ― ○ ○ H28.8.9

合同会社クイーン 4010003014678 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金2

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_37

― 500,000 ○ H28.8.31

アニメックスジャパンホールディ
ングス特定目的会社

9010405007465 関東財務局 ルイス 純子 代表取締役 ― ○ 東京都港区芝五丁目1
番12号KOWAビル3F

03-6414-2661 ― ― 100,000 ○ H29.9.27

ハヤテインベストメント株式会社 5010001100421 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3551-8113 該当なし ― ― ○ ○ H29.8.17

クレジット・リンク・ファンド１号合
同会社

1010003014722 関東財務局 クレジット・クリエイション一般社
団法人 職務執行者 北川 久
芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 10,000 ○ H29.6.28

アセントパートナーズホールディ
ングス株式会社

6010001143329 関東財務局 太田 将 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区二番
町５－５番町フィフスビ
ル7階

03-6272-3257 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.19

ユニゾン・マネジメント・パート
ナーズ株式会社

5010001074806 関東財務局 宮坂 謙一 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町4番1号ニューオー
タニガーデンコート9階

03-3511-3901 ― ― 10,000,000 ○ H29.11.30

大和チャレンジファンド株式会社 1010401078063 関東財務局 宮平 靖 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権、不
動産、株式、信
託受益権の売
買並びに売買の
仲介及び斡旋
2．金銭貸付業
3．経営及び財
務に関するコン
サルティング業
務
4．前各号に付
帯関連する一切
の事項

1,000,000 ○ H29.12.18

有限会社芝浦キャナル開発 8010002044549 関東財務局 荒川 真司 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
東京共同会計事務所
内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ○ H28.7.13

村山 一憲 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区元赤坂1-
5-11ミリオングランデ
元赤坂ヒルズ8F

03-6447-5408 ― なし ― ○ H29.6.21

ＤＲＣツー株式会社 3010001120982 関東財務局 青松 英男 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目２番１号
岸本ビル５階

03-3201-8603 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.8

ＭＥＴＡ Ｃａｐｉｔａｌ 株式会社 2010401078062 関東財務局 税所 篤 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂9丁目
7番2号ミッドタウンレジ
デンス2014

03-3408-3100 http://www.metacapit
al.co.jp/index.html

― 60,000,000 ○ H29.11.28

ヨウテイ・プロパティーズ合同会
社

9010003014095 関東財務局 ヨウテイ・ホールディングス一般
社団法人

［職務執行者
須貝 信］

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_71

― 2,100,000 ○ H28.8.31

株式会社ティーイーアイ 6012401004333 関東財務局 恒崎賢仁 代表取締役 ― ○ 東京都小金井市梶野
町4-3-11

0422-36-2003 http://www.tei-inc.jp 健康食品販売
業、経営コンサ
ルタント他

50,000,000 ○ H28.8.30

エーエルスリー株式会社 2010001121809 関東財務局 井川篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック 九段ビル
7階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取 2．前号に
付帯する一切の
業務

3,000,000 ○ H28.11.2
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アイリス・アセット・マネージメント
株式会社

4010401076758 関東財務局 東山 英一郎 代表取締役 ― ○ 東京都港区北青山2-
5-1伊藤忠商事ビル18
階

03-3497-3100 なし なし 20,000,000 ○ H29.5.25

有限会社シーアールティー・セブ
ン

5010002053115 関東財務局 中川 浩 取締役 ― ○ 東京都千代田区外神
田三丁目12番8号住友
不動産秋葉原ビル10
階

03-6859-3810 ― 他に分類されな
い貸金業、投資
業等非預金信
用機関

3,000,000 ○ H29.12.5

ゴールデンゲート合同会社 1012403001374 関東財務局 恒崎賢仁 代表社員 ― ○ 東京都小金井市梶野
町4-3-11

090-2548-
1648

― ― 170,000 ○ H28.8.30

森下 嘉治 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区元赤坂1-
1-7
オリエント赤坂モートサ
イド1209

090-2216-
3822

― ― ― ○ H28.8.31

いなばプロパティーズ合同会社 1010003014887 関東財務局 いなばホールディングス一般社
団法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ○ H28.5.30

株式会社ＡＧＳコンサルティング 5010001011775 関東財務局 廣渡 嘉秀 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町1-9-5 大手町フィナ
ンシャルシティ ノース
タワー24階

03-6803-6710 http://www.agsc.co.jp
/

会計コンサル
ティング

35,000,000 ○ H29.2.24

エレガントライフ合同会社 7010003015120 関東財務局 木原 均 代表社員 ○ ― 埼玉県北葛飾郡松伏
町ゆめみ野5丁目4番
地7

090-7405-
6360

該当なし ファイナンシャル
プランニング事
業

1,000,000 ○ H29.6.8

フィンテックグローバル株式会社 7010401025761 関東財務局 ― ― ○ ― ― 03-5733-2121 http://www.fgi.co.jp/ ― ― ○ ○ H28.8.29

アール４０合同会社 2010003014250 関東財務局 都市再開発
ホールディングス
一般社団法人

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_76

― 100,000 ○ H28.8.30

株式会社シークウェル 5010401081022 関東財務局 柴地 隆明 代表取締役
社長

― ○ 東京都港区六本木
6-15-1
けやき坂テラス6F

03-6459-2801 http://seqvel.jp 投資、
経営コンサル
ティング事業

100,000,000 ○ H28.8.26

合同会社リックスレリア 3010003017013 関東財務局 一般社団法人
リックスレリア

職務執行者
須貝信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1938 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_26

― 1,000,000 ○ H28.8.30

東池袋合同会社 8010003015136 関東財務局 都市再開発
ホールディングス
一般社団法人

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_77

― 100,000 ○ H28.8.30

あすかコーポレイトパートナーズ
株式会社

6010001126878 関東財務局 松岡 浩三 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂１丁
目９番１３号
三会堂ビル１階あすか
ホールディングス株式
会社気付

03-3560-6363 ― ― 10,000,000 ○ H28.8.30

ＮＴＰ省エネ機器保有合同会社 3010403007506 関東財務局 岡田 育大 代表社員 ○ ― 東京都中央区八重洲
二丁目７番２号八重洲
三井ビルディング１階

03-6262-1472 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.31

PGIM Real Estate Finance, LLC ― 関東財務局 MALAMUD JONATHAN
STEWART
石川 知行

日本における代表者
日本における代表者

○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目13番10号プ
ルデンシャルタワー16
階

03-3539-5992 http://www.pgimref.com
/finance/businesses-
international-
japan.shtml

なし 100米ドル ○ H29.3.9
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合同会社ネクストステージ 3010003015264 関東財務局 一般社団法人
ネクストステージ

職務執行者
見上 正美

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-6288 ― ― 100,000 ○ H28.7.19

シェンロンエナジー株式会社 2010001119118 関東財務局 石川 紀 代表取締役 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 96,000,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。

矢川 元基 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都文京区本郷三
丁目34番3号本郷第一
ビル8階プロメテック・ソ
フトウェア株式会社内

03-5842-4082 http://www.prometec
h.co.jp/

― ― ○ H28.10.25

株式会社ルート・アンド・パート
ナーズ

3010001132425 関東財務局 増渕 達也 代表取締役 ― ○ 東京都
中央区築地2-7-12
15山京ビル903

03-3541-5051 http://rpartners.jp/ 経営コンサルタ
ント

48,464,000 ○ H28.8.31

株式会社サムライインキュベー
ト

3010701025845 関東財務局 榊原健太郎 代表取締役 ― ○ 東京都品川区東品川
二丁目2番28号
たちばなビル２階

03-6433-2110 http://www.samurai-
incubate.asia/

経営コンサル
ティング業

13,580,000 ○ H28.8.26

合同会社東アジアエネルギー０
１

6010003015278 関東財務局 シェンロンエナジー（株） 職務執
行者 石川 紀

代表社員 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 100,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。

ゴルディロックス合同会社 1010003015316 関東財務局 青木 亮侍 代表社員 ○ ○ 東京都目黒区下目黒
2-21-27 カーサ目黒
802号有限会社スペー
スコスモ内

03-5434-2733 ― ― 10,000 ○ H28.11.8

ＵＴＥＣ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ
株式会社

8010001125580 関東財務局 郷治 友孝 代表取締役 ― ○ 東京都文京区本郷七
丁目3番1号
東京大学 産学連携プ
ラザ4階

03-5844-6671 ― １. 有価証券の取
得及び保有
２．投資事業組合
財産、投資事業
有限責任組合財
産の運用及び管
理、並びに投資事
業組合、投資事
業有限責任組合
への出資
３．投資事業組合
契約、匿名組合
契約及び投資事
業有限責任組合
契約の締結の媒
介、取次ぎ及び代
理
４．投資先企業の
経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務
５．投資先企業の
合併及び技術、販
売、製造等の提
携の斡旋
６．前各号に付帯
又は関連する一
切の業務

12,475,000 ○ H28.7.19
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ＦＰサービス株式会社 4010001085085 関東財務局 椎原 正 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
茅場町一丁目13番13
号七宝ビルディング5
階

03-5642-7560 http://www.doctorsup
portnet.jp/

1.企業診断・財産
運用に関する情
報提供
2.第二種金融商
品取引業
3.投資運用業
4.生命保険の募
集代理店業務及
びその情報提供
に関する業務
5.情報収集・分析
及び情報提供
6.損害保険の募
集代理店業務及
びその情報提供
に関する業務
7.不動産の管理、
売買、賃貸及びそ
の仲介代理
8.金融商品仲介
業
9.労働者派遣事
業法に基づく労働
者派遣事業
10.民営職業紹介
事業
11.前各号に付帯
する一切の業務

98,000,000 ○ H29.5.29

ＵＧＳアセットマネジメント株式会
社

8010401082876 関東財務局 植頭 隆道 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂6-5-
38 ファミールグランス
イートＴＨＥ赤坂807

03-3588-4588 http://www.ugsam.co.j
p/

有価証券の保
有及び売買、企
業の買収・合併
の仲介、経営一
般・株式公開等
に関するコンサ
ルティング、事
業提携先・取引
先の紹介

20,000,000 ○ H29.6.29

合同会社パーシーキャピタル 1011203001626 関東財務局 株式会社
アプリコット

職務執行者

鈴木孝宏

代表社員 ― ○ 東京都渋谷区神宮前
三丁目３２番６号 デュ
オ表参道２０１号

03-5770-7700 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理

1,000,000 ○ H28.8.29

三宮セントラル合同会社 2010003014944 関東財務局 一般社団法人
都市創造再生

職務執行者
藤田収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.26

株式会社クラスコンサルティング 3010401083004 関東財務局 布村 洋一 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門４－
３－２０神谷町MTビル
１４階

03-3596-0551 http://www.class-
consulting.net/

― 80,000 ○ H29.10.13

株式会社トラフィック 3010001119042 関東財務局 ― ― ○ ― ― 03-5640-3973 http://www.traffic-
i.jp/

― ― ○ ○ H28.8.31 ※金融商品取引法の規定に基づ
き、当社に対して、業務改善命令
が発出されています。

合同会社オリエンタル・イー・
ファンド

5010003015279 関東財務局 シェンロンエナジー（株） 職務執
行者 石川 紀

代表社員 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 100,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。

合同会社東アジアエネルギー０
２

3010003015280 関東財務局 シェンロンエナジー（株） 職務執
行者 石川 紀

代表社員 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 100,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。
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株式会社キーストーン・パート
ナース

4010001134610 関東財務局 堤 智章
小山 聡

代表取締役
代表取締役

○ ○ 東京都港区虎ノ門1-
1-28東洋プロパティ虎
ノ門ビル8階

03-6206-1908 http://www.ksg-
p.co.jp/news/

・経営コンサルタ
ント業・他に分類
されない専門
サービス業（不
動産コンサル
ティング業務、
金銭の貸付及び
金銭貸借の媒
介に関するコン
サルティング業
務、Ｍ＆Ａの仲
介及び各種アド
バイザリー業
務、各種マーケ
ティングリサー
チ業務）

80,000,000 ○ H29.4.27

合同会社渋谷本町４丁目開発 2010003012832 関東財務局 一般社団法人ＮＵ渋谷本町 職
務執行者 見上 正美

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号東京日
本橋タワー１１階

03-3270-6288 ― ― 100,000 ○ H29.10.10

合同会社ＫＩリミテッド 1010403007689 関東財務局 一木 広治 代表社員 ― ○ 東京都世田谷区千
駄ヶ谷2-9-6バルビゾ
ン3.403(株）ヘッドライ
ン内

03-5770-7161 無し 無し 100,000 ○ H29.4.18

ルネッサンスキャピタル株式会
社

8010001127123 関東財務局 小布施 敦士 代表取締役 ― ○ 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14階

03-5532-3975 http://rcgi.co.jp/ 該当なし 10,000,000 ○ H29.10.16

クレジット・インベストメント１号
合同会社

1010003015423 関東財務局 クレジット・クリエイション２号一
般社団法人 職務執行者 海田
雅人
ハヤテインベストメント株式会社
職務執行者 大場 翔陽

代表社員
代表社員

○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 20,000 ○ H29.6.15

合同会社東アジアエネルギー０
３

8010003015425 関東財務局 シェンロンエナジー（株） 職務執
行者 石川 紀

代表社員 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 100,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。

合同会社東アジアエネルギー０
４

7010003015426 関東財務局 シェンロンエナジー（株） 職務執
行者 石川 紀

代表社員 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 100,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。

リードオフマネジメント株式会社 8010401087925 関東財務局 植頭 隆道 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂6-5-
38ファミールグランス
イートＴＨＥ赤坂807

03-3588-4588 ― ― 1,000,000 ○ H28.10.4

SBI-HIKARI P.E.株式会社 4010401049664 関東財務局 金子 雄一 代表取締役 ― ○ 東京都港区六本木1-
6-1泉ガーデンタワー
19階

03-6229-0129 ― 経営及び株式上
場に関するコン
サルティング
会社、個人経営
の帳簿の記帳お
よび決算に関す
る事務並びに経
営、経理に関す
る診断および指
導
電気通信サービ
ス、放送サービ
スの加入手続き
に関する代理店
業務
電気通信機器
の販売、リース、
輸出入、製造、
加工、取付工事
及びメンテナン
ス業

10,000,000 ○ H29.10.24
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株式会社ＮＲマネジメント 6010401084189 関東財務局 飯山 英輝 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8542 ― ― 1,000,000 ○ H29.12.26

合同会社ＮＧＩＳ１ 2010003015257 関東財務局 エグザゴン2
一般社団法人

職務執行者
若井 真

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内神
田2丁目3番3号
千代田トレードセン
タービル２階

03-5244-4080 ― ― 500,000 ○ H28.8.31

合同会社ＧＳファンド 3010003015495 関東財務局 シェンロンエナジー（株） 職務執
行者 石川 紀

代表社員 ― ○ 群馬県館林市近藤町
720-4

090-4221-
7117

無 無 100,000 ○ H28.12.28 ※報告命令に応じません。

有限会社ブルーデージー 5010002046309 関東財務局 伊藤 修平 取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権、不
動産、株式、信
託受益権の売
買並びに仲介及
び斡旋
2．それに付随
する業務

3,000,000 ○ H29.12.18

合同会社ジェイ・エム・エックス 3010403007778 関東財務局 一般社団法人ウェスト・オーシャ
ン・ファンディング 職務執行者
粟国 正樹

代表社員 ○ ― 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階株式
会社青山綜合会計事
務所内

03-5404-7061 ― 金銭債権の売
買事業

300,000 ○ H29.11.2

下曽根商業開発合同会社 3010403007786 関東財務局 エスエスケー・インベストメンツ・
エルエルシー

職務執行者
山崎 亮雄

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― 1．不動産の取
得、保有及び処
分
2．不動産の賃
貸及び管理
3．不動産信託
受益権の取得、
保有及び処分
4．前各号に掲
げる事業に付帯
または関連する
事業

1 ○ H28.7.12

合同会社ＥＷ ＴＷＯ 5010403007438 関東財務局 一般社団法人SH2

職務執行者
粟国正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-6699 ― ― 1,500,000 ○ H28.8.18

株式会社プログレスマインド 5010001130088 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6269-3025 https://www.progress
mind.co.jp/

― ― ○ ○ H28.8.24 ※金融商品取引法の規定に基づ
き、当社に対して、業務改善命令
が発出されています。

有限会社ワイ・エス・アール・
ツー

2010002046311 関東財務局 伊藤 修平 取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権の
売買及び仲介、
斡旋
2．金銭貸付業
3．それに付随
する業務

3,000,000 ○ H29.12.18

オメガアセットマネジメント合同
会社

9010003017379 関東財務局 加納 裕久 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
人形町1-2-7
人形町サンシティビル
6F

03-6661-6542 http://www.omega-
asset.jp/

― 3,000,000 ○ H28.8.31

ＨＡＭＡＢＡＹ ＣＡＰＩＴＡＬ合同会
社

8010403007914 関東財務局 ＳＡＤＨＷＡＮＩ ＳＵＮＩＬ Ｇ 代表社員 ― ○ 東京都港区西麻布四
丁目２２番１２号
ＢＩＳ西麻布ビル２階

090-1825-
2200

― ― 1,000,000 ○ H28.10.14

小宮山 譲 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 神奈川県鎌倉市手広2
丁目6番9号

0467-31-7122 ― ― ― ○ H28.8.26
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イー・アセットマネジメント株式会
社

9010001130778 関東財務局 橋本 正人 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
久松町11-8 日本橋
118ビル3階

03-5643-6341 http://www.e-
asst.ecnet.jp

― 5,000,000 ○ H28.10.24 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。
※業務改善命令（投資者保護上
問題のある業務運営）を発出しま
した。

合同会社マイレージスペシャル
ワン

2010003015645 関東財務局 一般社団法人マイレージスペ
シャルホールディングス

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_66

― 300,000 ○ H28.8.30

株式会社太平フィナンシャル
サービス

1010001130273 関東財務局 三田 康貴 代表取締役 ― ○ 〒113-0033東京都文
京区本郷一丁目13番4
号第3太平ビル2Ｆ

03-5689-7888 http://www.taihei-
financial.co.jp/

― 50,000,000 ○ H29.9.22

株式会社社楽パートナーズ 2010401084192 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3560-2881 http://www.sharaku-
corp.co.jp/

― ― ○ ○ H28.8.30

合同会社エムケーワン 3010003015710 関東財務局 一般社団法人ヴィレッジワン
職務執行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号 日本
橋一丁目ビルディング
13階 税理士法人平
成会計社内

03-3231-1994 https;//sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_80

― 1,000,000 ○ H28.12.16

新潟ベンチャーキャピタル株式
会社

4110001010470 関東財務局 永瀬 俊彦 代表取締役 ○ ○ 新潟県新潟市中央区
米山三丁目1番46号

025-250-6306 http://www.niigata-
vc.co.jp/

経営コンサルタ
ント業務

25,500,000 ○ H29.10.27

村田 祐介 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3Ｆ

03-3568-3155 http://incubatefund.c
om/

― ― ○ H28.9.29

ＩＳＣ業務執行合同会社 6040003004344 関東財務局 ISCアドバイザーズ合同会社

職務執行者
木口 愛友

代表社員 ○ ○ 東京都江東区富岡１
－２２－１３ 深川
富岡七番館３０１号

090-9343-
0969
03-5809-8154

― ― 1,000,000 ○ H28.8.26

スボック有限会社 1010402019792 関東財務局 堀江 明弘 取締役 ― ○ 東京都千代田区六番
町２番地８
番町Ｍビル３階
株式会社グローバル・
パートナーズ・コンサ
ルティング内

03-5275-1060 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社ローズマリー 1010402036012 関東財務局 儉本 浩司 取締役 ○ ― 東京都港区新橋二丁
目13番8号
新橋東和ビル5階

03-5511-6506 ― １.金銭債権の売
買及び仲介、斡
旋
２．金銭貸付業
３．上記各号に
付帯関連する一
切の業務

3,000,000 ○ H28.8.26

株式会社サクセス・インベストメ
ント

6011801023612 関東財務局 市川 茂浩 代表取締役 ○ ○ 〒104-0045
東京都中央区築地七
丁目7番8－303号

080-5436-
1992

http://www.successin
vestment.co.jp/

― 5,000,000 ○ H29.10.16

ＭＷＷＭＷＧＰ合同会社 6010403009111 関東財務局 ＭＷＷＭＷ一般社団法人 職務
執行者 荒木 良治

代表社員 ― ○ 東京都港区北青山三
丁目6番7号青山パラ
シオタワー7F

03-5774-0860 ― ― 350,000 ○ H29.8.8

ＬＳＩＰファンド運営合同会社 4010003016113 関東財務局 知的財産戦略ネットワーク株式
会社

職務執行者

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内１－７－１２
サピアタワー１０階

03-5288-5401 http://ipsn.co.jp/ ― 1,000,000 ○ H28.7.15

ＭＣＰＭ２株式会社 8010001119384 関東財務局 亀井 温裕 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目6番1号丸の
内センタービルディン
グ2階

03-3284-1625 ― ― 15,005,000 ○ H29.4.19

株式会社ワンプラスワン 1010001133706 関東財務局 原田 征人 代表取締役 ― ○ 東京都豊島区南大塚
2-11-10 ミモザビル3
Ｆ

090-8580-
4428

― ― 10,000,000 ○ H28.10.19 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。
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合同会社シルバーウェーブ 9010403008317 関東財務局 一般社団法人
メキシコシティ・ゴールド

職務執行者
須貝信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1938 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_23

― 1,000,000 ○ H28.8.30

ＣＣＰ６株式会社 8010001134763 関東財務局 川村 治夫 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区一番
町２番地パークサイド
ハウス５Ｆ

03-3556-5990 該当事項なし 該当事項なし 47,000,000 ○ H29.3.23

合同会社あさがお 3010003016114 関東財務局 一般社団法人あさがおホール
ディング 職務執行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.23

竹本 国夫 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都渋谷区神南1-
13-8 702

03-6416-9017 ― ― ― ○ H28.9.27

ＫＫアセット・マネジメント合同会
社

4010403008362 関東財務局 加納 裕久 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
人形町1-2-7
人形町サンシティビル
6F

03-3668-0323 ― ― 3,750,000 ○ H28.8.31

合同会社ＵＰＲＩＳＥ 9011203001684 関東財務局 板井啓子 代表社員 ― ○ 東京都中野区中野3-
33-15 ＫＨＴビル3Ｆ

03-3229-2128 www.uprisellc.com ― 85,000,000 ○ H28.11.25

合同会社プロートス 6010003015798 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金4

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_55

― 1,000,000 ○ H28.8.31

合同会社デウテロス 5010003015799 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金4

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_49

― 1,000,000 ○ H28.8.31

合同会社トリトス 7010003015797 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金4

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_50

― 1,000,000 ○ H28.8.31

合同会社アール・ピー・ディー・
ファイブ

9010403007979 関東財務局 一般社団法人
おきなわ管財 職務執行者 松
澤 和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8542 該当なし 該当なし 1,500,000 ○ H29.4.25

株式会社はやぶさトラスト 5010001135310 関東財務局 日下 隆史 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目５番２号 内
幸町平和ビル17階

03-6205-0812 ― 不動産等を保有
し、運営管理す
る事業

10,000,000 ○ H28.7.21

株式会社電通イノベーション
パートナーズ

9010401085894 関東財務局 大久保 克彦 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区東新橋一
丁目８番１号

03-6216-8615 http://www.dentsu-
ip.co.jp/

１． 次の事業を
営む会社の株
式を取得、保有
することにより、
当該会社の事
業活動を統括、
管理すること
1広告代理業
2広告、宣伝、販
売促進の企画
立案ならびに製
作
3経営一般に関
するコンサル
ティング業務
２． 経営一般に
関するコンサル
ティング業務
３．前各項に付
帯または関連す
る一切の業務

50,000,000 ○ H29.9.22

トランスパシフィック・アドバイ
ザーズ株式会社

2011001064436 関東財務局 本 章宏 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目9番2号
SNT渋谷ビル10F

03-5428-5955 ― 投資業 10,000,000 ○ H28.8.30
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ジャパン・インダストリアル・ソ
リューションズ株式会社

8010001135547 関東財務局 齋藤 進一
廣本 裕一

代表取締役共同代表
代表取締役共同代表

○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目2番2号丸の
内三井ビル3階

03-6268-0330 http://www.iis.co.jp ― 100,000,000 ○ H29.11.30

合同会社クローバー 7010003014741 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金4

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_39

― 1,000,000 ○ H28.8.31

株式会社十八チャレンジファンド 8010001135704 関東財務局 大西 倫雄 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権の
売買及び仲介、
斡旋
2．金銭貸付業
3．それに付随
する業務

3,000,000 ○ H29.12.18

株式会社ブルーエルフィン 7010001135705 関東財務局 伊藤 修平 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権の
売買及び仲介、
斡旋
2．金銭貸付業
3．それに付随
する業務

1,000,000 ○ H29.12.18

福井投資事業合同会社 8010903001516 関東財務局 福井わこ 代表社員 ― ○ 東京都世田谷区大蔵1
－14－19 プレパ
ルク402

090-2429-
2742

― ― 1,000,000 ○ H28.8.30

アイ・エヌ・シー・ジェイ水２号株
式会社

8010001135951 関東財務局 久米 奈々 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目４番１号丸の
内永楽ビルディング２
１階

03-5218-7200 該当なし 該当なし 20,000,000 ○ H29.11.7

アンカー・キャピタル合同会社 8010003016225 関東財務局 アンカー・シップ・パートナーズ株
式会社 職務執行者 辻 肇

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋二
丁目2番1号京橋エドグ
ラン20階

03-3242-3950 http://www.anchor-
ship.com/

― 5,000,000 ○ H29.11.16

合同会社レジリエンスインベスト
メンツ

3010403008421 関東財務局 清水 輝幸 代表社員 ― ○ 東京都港区南青山
二丁目２番８号 Ｄ
Ｆビル６階

03-5785-3218 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

アクサ・リアル・エステート・イン
ベストメント・マネジャーズ・ジャ
パン株式会社

8010401063397 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5793-2200 該当なし ― ― ○ ○ H28.6.24

榊原 健太郎 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都品川区東品川
二丁目2番28号たちば
なビル２階

03-6433-2110 ― 経営コンサル
ティング業

― ○ H29.9.19

ライジング・ジャパン・エクイティ
株式会社

1010001136808 関東財務局 丸山 哲夫 代表取締役社長 ○ ○ 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27階

03-4500-9590 http://www.rje.jp ― 100,000,000 ○ H30.1.18

株式会社エムズィーワン 8010401091175 関東財務局 権元鎬 代表取締役 ― ○ 東京都港区浜松町1-
30-5浜松町スクエア
1402号室

03-5777-3855 ― ― 10,000 ○ H28.11.10

株式会社ＴＩＣＫ ＳＣＩＥＮＣＥ 7010401084551 関東財務局 万 晧毅 代表取締役 ○ ○ 東京都足立区江北３
－２６－１６

03-6886-1676 http://www.tick-
science.com/

― 9,990,000 ○ H28.9.1

共生技術振興合同会社 3013303001751 関東財務局 共生投資顧問株式会社 職務執
行者 本 澤実

代表社員 ― ○ 東京都豊島区東池袋
4-8-2 KKビル2階

03-6914-0845 ― ― 10,000 ○ H29.2.10

株式会社ドアウェイブ 4020001057091 関東財務局 永石 康利 代表取締役 ― ○ 神奈川県横浜市中区
弁天通2-30 ＯＭＴ関
内ビル4Ｆ

045-681-9801 ― ― 6,000,000 ○ H28.10.17 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（虚偽告知）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。

タニガワ・プロパティーズ合同会
社

6010003014767 関東財務局 タニガワ・ホールディングス一般
社団法人

［職務執行者
須貝 信］

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_69

― 1,000,000 ○ H28.8.31

株式会社ベイビーブラックス 8021001039506 関東財務局 畑村 秀俊 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門5丁
目3-20仙石山アネック
ス306

03-6402-5081 ― ― 100,000 ○ H29.8.29
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楽市楽座株式会社 1010001137806 関東財務局 佐藤 倫教 代表取締役 ― ○ 東京都中央区京橋１
－５－５
京橋共同ビル８階

03-3527-9977 http://rakuichi.asia/ 経営コンサルタ
ント

1,785,000 ○ H28.11.14

合同会社渋谷ＫＩ 8010003016456 関東財務局 一般社団法人
渋谷KIホールディングス

職務執行者
藤田収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.26

エム・ピー・ジャパン株式会社 9010001137807 関東財務局 園田 一成 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
人形町3丁目3番15号
大橋芳町ビル7階

03-6667-6751 www.mp-japan.com ― 5,000,000 ○ H28.10.13 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（虚偽告知）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。

合同会社ＴＲ－Ｘ 6010003016499 関東財務局 一般社団法人ブブゼラ
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.7.29

Ｃａｌｌｉｏｐｅ合同会社 3010403008660 関東財務局 カリオペ・ホールディングス・
ツー・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目
２番９号
日比谷セントラルビル
５階ＥＰコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

合同会社インフォシップ 4010003016542 関東財務局 平城 寿 代表社員 ○ ― 東京都中央区勝どき
2-18-1黎明スカイレジ
テル546号

090-8598-
6209

なし なし 295,000 ○ H29.6.8 ※業務改善命令（投資者保護上
問題のある業務運営）を発出しま
した。

有限会社ラガール新橋 4010002048826 関東財務局 平野 真理子 取締役 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 3,000,000 ○ H28.11.25

ケイ・ワイ・インベストメント合同
会社

9010403008639 関東財務局 山田 浩司 代表社員 ― ○ 〒226-0025
神奈川県横浜市緑区
十日市場町1501 十日
市場ヒルタウン11-1号
棟11階1102号室

080-1223-
7248

― ― 100,000 ○ H28.9.16

あおぞらアセット株式会社 4010001138529 関東財務局 高橋毅 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック 九段ビル
7階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取2．前号に
付帯する一切の
業務

3,000,000 ○ H28.11.2

株式会社アイ・スカイ 7010001142981 関東財務局 黒崎 知岳 代表取締役 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― 国内の金融機
関等から特定金
銭債権を買取
し、債権の管理
回収を行う事
業。

500,000 ○ H29.2.6

Ｐｈｏｅｎｉｘ合同会社 9010403008647 関東財務局 一般社団法人
Orion

職務執行者
井出清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号
品川インターシティC棟
19階

03-5796-8520 ― ― 1,500,000 ○ H28.8.18

アビトラシステム株式会社 1010001139050 関東財務局 篠原 司 代表取締役 ― ○ 東京都中央区銀座7丁
目17-5銀座永谷タウン
プラザ206号

03-6226-1917 ― 経営コンサルタ
ント
不動産売買業
務

10,000,000 ○ H29.12.5

起業投資株式会社 1010001145610 関東財務局 山本 功 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町1-52 レオマッ
クビルＩＩ5階501号

03-3518-9965 ― コンサルティン
グ業務

750,000 ○ H28.8.17

太平エージェンシー株式会社 4010001004565 関東財務局 田渕 昭蔵 代表取締役 ― ○ 東京都文京区本郷一
丁目19番6号 太平ビ
ル本館6Ｆ

03-5689-7888 ― 飲食店の経営
等

40,000,000 ○ H28.10.4

エフアイウォルナットリーシング
有限会社

7010002008083 関東財務局 澤田 幸広 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区神田
三崎町三丁目3番23号
芙蓉総合リース株式会
社内

03-5275-8835 ― ― 3,000,000 ○ H30.1.17
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佐伯 明弘 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都練馬区田柄2丁
目33-9カシワハイツ1F

090-2403-
0481

― ― ― ○ H29.9.14

合同会社愛投 4010003016682 関東財務局 鈴木 美好 代表社員 ○ ― 東京都稲城市東長沼
415−7−102

03-4588-6469 ― ― 60,000 ○ H28.8.31 ※報告命令に応じません。

アンカー・インベストメント株式会
社

1010401094291 関東財務局 山内 玲子 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目２番21号日本
橋二丁目ビル4階

03-3548-9825 ― ― 30,000,000 ○ H29.4.21

株式会社アルバトロス 1011601016606 関東財務局 加藤 修 代表取締役 ― ○ 埼玉県さいたま市見沼
区大字中川269-1

090-1552-
3344

― ― 10,000,000 ○ H28.12.13

合同会社エイチエスエス 2013403000539 関東財務局 鈴木 浩史 代表社員 ○ ― 東京都稲城市押立
1719-10
ピーチコーポ302

090-4608-
8112

― ― 245,000 ○ H28.8.31 ※報告命令に応じません。

ＬＳＧ合同会社 7011103003923 関東財務局 加藤 輝夫 代表社員 ― ○ 東京都渋谷区東2-23-
13サンブリヂ渋谷ビル
３階

03-6419-7491 http://wwwlsgllc.jp ― 2,280,000 ○ H29.6.2

合同会社ドルフィン 1010403008753 関東財務局 一般社団法人
ドルフィン

職務執行者
川村 裕英

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目3番3号
内幸町ダイビル6階

03-6205-4411 ― ― 300,000 ○ H28.9.9

匠ユニキャスト合同会社 4010003016690 関東財務局 杉本 学武 代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町１－６－１４
シャンブリーズ三越前
６F３号室

03-5255-3322 http://www.takumi-
unicast.jp/

ベンチャーキャ
ピタル
経営コンサル
ティング
投資セミナー
法人向け講演会

5,000,000 ○ H28.7.28 ※業務改善命令（事業報告書未
提出）を発出しました。

サプライチェーン・サポート株式
会社

2010001140288 関東財務局 廣瀬 真幸 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番6号大手
町フィナンシャルシティ
サウスタワー29階

03-3244-1230 ― 貸金業 3,000,000 ○ H29.5.31

合同会社常総 6010003016697 関東財務局 一般社団法人常総ホールディン
グ 職務執行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H29.6.30

ＨＴキャピタル株式会社 5010901026765 関東財務局 土屋 泰統 代表取締役 ― ○ 埼玉県所沢市荒幡
152-5

0429-23-3210 http://htcapital.jimdo.co
m

該当なし 1,000,000 ○ H29.3.3

合同会社アイディアン 9050003001305 関東財務局 國谷 幸太郎 代表社員 ○ ○ 茨城県水戸市河和田
1-1535-147

090-8170-
3910

― ― 1,851,000 ○ H28.8.31

ドラゴンパートナーズ合同会社 5010403007941 関東財務局 大門 康彦 代表社員 ○ ○ 東京都港区高輪一丁
目1番3-902号

090-2751-
1120

― ― 300,000 ○ H29.2.6

白崎 杏輔 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂9丁目
7-2
東京ミッドタウンレジデ
ンシィズ
1513号室

050-8886-
4710

― ― ― ○ H28.9.20

Ｂ Ｄａｓｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会社 9010401098475 関東財務局 渡邊 洋行 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F

03-6441-3715 http://bdashventures.
com/

1経営コンサル
ティング業
2インキュベー
ション事業

5,000,000 ○ H29.5.23

ユニゾン・キャピタル株式会社 2010001115067 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3511-3901 https://www.unisonca
p.com/index.html

― ― ○ ○ H28.10.5

合同会社ファイナンシャルリテラ
シー

4020003006880 関東財務局 岩月博 代表社員 ○ ― 東京都目黒区下目黒
四丁目８番１５号

03-4588-6325 ― ― 100,000 ○ H28.10.11
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合同会社八重洲２３１ビル 9010003016827 関東財務局 DREAM1一般社団法人 職務執
行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1995 該当なし ― 100,000 ○ H29.7.20

合同会社アンビション 2011703000853 関東財務局 平城寿 代表社員 ○ ― 東京都中央区勝どき
2-18-1黎明スカイレジ
テル546号

090-8598-
6209

― ― 10,000 ○ H28.10.14

ＩｍｐｒｏＶｉｓｔａ株式会社 3010901028895 関東財務局 沼 真吾 代表取締役 ― ○ 東京都世田谷区中町
1-11-21

03-5706-5870 http://improvista.jp/ 経営に関するコ
ンサルティング
業務

1,000,000 ○ H28.7.7

ドラグーンスナイパーズ合同会
社

1010003016859 関東財務局 ドラグーンキャピタル株式会社
職務執行者 宇田修一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区麹町
三丁目5番2号 ＢＵＲ
ＥＸ麹町8Ｆ

03-6272-5136 ― ― 100,000 ○ H28.10.19 ※当社の代表社員であるドラグー
ンキャピタル株式会社について、
金融商品取引業の登録が取消し
（平成28年6月7日付）されていま
す。
※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ

合同会社小田原１ 7010003016696 関東財務局 一般社団法人小田原１ホール
ディング 職務執行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H29.6.30

合同会社カクタス 1010003014747 関東財務局 一般社団法人
カクタス

職務執行者
海田 雅人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル 9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 2,000,000 ○ H28.8.1

合同会社けやき 5010003016599 関東財務局 一般社団法人欅 職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号USビ
ル4階シルスフィア会
計事務所内

03-3230-6789 ― ― 10,000 ○ H29.11.17

世紀華亜投資株式会社 4011201014998 関東財務局 松永 政信 代表取締役 ― ○ 東京都中野区本町6-
27-13岡本ビル2階

090-4028-
5911

― ― 350,000 ○ H29.1.12

ＪＰＭ株式会社 1010001132674 関東財務局 原田 拓 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
蛎殻町1-20-8 松ビル
4Ｆ

03-3669-5601 ― ― 10,000,000 ○ H28.11.17 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（虚偽告知）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。

合同会社東北早期復興支援ファ
ンド１号

3010003016915 関東財務局 一般社団法人東北早期復興支
援ファンド１号 職務執行者 秋
山 耕一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 300,000 ○ H30.1.15

合同会社ＴＳＭ１０７ 3010403008909 関東財務局 一般社団法人
TSM107

職務執行者
岸本敏

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室
東京エスピーシーマネ
ジメント株式会社内

03-3560-1115 ― ― 500,000 ○ H28.8.26

合同会社ゲインインターナショナ
ル

5011003002845 関東財務局 東 一秀 代表社員 ○ ― さいたま市緑区三室
1499-1

048-874-2054 ― ― 100,000 ○ H28.10.13

のぞみ株式会社 2011701015861 関東財務局 船戸義徳 代表取締役 ― ○ 東京都江戸川区東小
岩一丁目24番15号

090-6101-
4137

― ― 1,000,000 ○ H28.12.5

合同会社ＸＣワン 7010403007114 関東財務局 株式会社ザイマックスアルファ
職務執行者 井上 武

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目１番１号赤坂111ビ
ル

03-5544-6860 ― ― 1,000,000 ○ H29.10.6
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青山システム＆ナレッジマネジメ
ント株式会社

8010401066524 関東財務局 松崎 太郎 代表取締役 ― ○ 東京都港区麻布台二
丁目4番5号メソニック
39MTビル6階
インテリジェントウィル
パワー株式会社 気付

03-6455-9934 ― ストラクチャー
ド・ファイナンス
業務
M＆Aアドバイザ
リー業務
財務アドバイザ
リー業務
法人向け業務ア
プリケーション
サービスの開
発・提供
法人向け業務シ
ステムの開発委
託

300,000 ○ H29.1.13

ギャラクシー合同会社 5010403009021 関東財務局 ギャラクシー一般社団法人 職
務執行者 中島 丈晴

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門三
丁目18番12-502号株
式会社虎ノ門会計神
谷町分室内

03-3580-1077 該当なし 該当なし 100,100 ○ H29.6.28

有限会社東建大津通Ｂ 6010002043949 関東財務局 綿谷 喜信 取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
二丁目1番14号 日本
橋加藤ビルディング7
階

03-5200-1635 ― 不動産の保有 3,000,000 ○ H28.8.8

合同会社オーボ 6011003002860 関東財務局 河済竜也 代表社員 ○ ― 東京都渋谷区神宮前
1-2-12-803

03-4590-6739 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

ＪＳＫパートナーズ株式会社 4011101039220 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5272-3563 http://www.jskpartner
s.com

― ― ○ ○ H28.9.23

Ｍａｘｗｏｏｄ．株式会社 6010001141943 関東財務局 篠崎 弘 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
小川町3-7-16報道ビ
ル7Ｆ

03-3242-6135 http://www.maxwood.j
p

― 50,000,000 ○ H28.8.29

東北みらいキャピタル株式会社 4010001142968 関東財務局 小布施 敦士 代表取締役 ― ○ 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14階

03-5532-3964 http://rcgi.co.jp/ ― 20,000,000 ○ H28.8.16

大和あおぞらファイナンス株式
会社

7010001143006 関東財務局 越智 研至 代表取締役社長 ○ ― 東京都千代田区丸の
内一丁目9番1号 グラ
ントウキョウノースタ
ワー30階

03-5555-6275 ― Ｍ＆Ａにおける
ファイナンスニー
ズに対応した金
銭の貸付、金銭
債権の売買

50,000,000 ○ H28.11.25

ＭＴＭ Ｆｕｎｄ２ Ｌｅｇａｃｙ ＧＰ株
式会社

3010001143042 関東財務局 早瀬 恵三 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内３－４－１
新国際ビル８階

03-6860-3510 ― 経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務、その他
付随する業務

400,000 ○ H28.7.28

クレアシオン・キャピタル株式会
社

2010001123557 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6450-1530 http://www.crea-
cp.com

― ― ○ ○ H30.1.22

合同会社スカイブリッジ 1010003017122 関東財務局 黒崎 知岳 代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― 国内の金融機
関等から特定金
銭債権を買取
し、債権の管理
回収を行う事
業。

300,000 ○ H29.2.6

マーケットバンクアセットマネー
ジメント合同会社

6010503003749 関東財務局 岡山憲史 代表社員 ― ○ 東京都台東区台東4-
5-7
増田ビル2階

03-6809-1015 ― ― 10,000 ○ H28.8.19

ＫＬａｂ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会社 4010401097390 関東財務局 長野泰和 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区六本木6-
10-1
六本木ヒルズ森タワー
22階

03-5771-1107 http://www.klabventu
res.jp

― 50,000,000 ○ H28.8.24

ＪＡＩＣ・キャピタル・パートナーズ
株式会社

4010001144072 関東財務局 下村 哲朗 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目11番地精
興竹橋共同ビル2階

03-3259-8525 http://www.web.jaic―
vc.co.jp/jcp/index.htm
l

なし 10,000,000 ○ H30.1.22
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株式会社青山綜合会計事務所 9010402018374 関東財務局 松澤 和浩 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階

03-5404-5590 ― 経理事務処理に
関する一切の受託
業務
経理コンサルタン

ト業務
情報提供サービ

ス業
経営管理に関す

る講座運営
企業資産に関す

る調査・評価業務
出版業
地域開発・都市開

発及び環境整備に
関する調査、企

画、設計、監理、指
導
の請負
店舗開発・工場設

立の調査、企画、
設計、監理、指導

の請負
企業の合併、提

携、営業権の譲渡
の
調査、企画、斡

旋、仲介
一般労働者派遣

業
有価証券の保有、

売買及び運用
前各号に付帯す

51,000,000 ○ H28.8.24

株式会社テンダネス 1010401094507 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6456-4638 www.tender-am.com ― ― ○ ○ H30.1.31

合同会社スカイランド 8010003017256 関東財務局 黒崎 知岳 代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― 国内の金融機
関等から特定金
銭債権を買取
し、債権の管理
回収を行う事
業。

300,000 ○ H29.2.6

合同会社マエストラ 3013203001868 関東財務局 一般社団法人
ワーグナー
職務執行者
戸嶋 寛人

代表社員 ― ○ 東京都目黒区大橋一
丁目2番10-506号ライ
オンズプラザ池尻大橋

03-6416-9777 ― ― 200,000 ○ H28.6.29

アミュレットキャピタルマネジメン
ト株式会社

7010401098031 関東財務局 松田 利晴 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目19番23東急ドエルプ
レステージ赤坂氷川町
304

03-3505-2405 http://amulet-
cm.com/

該当なし 10,000,000 ○ H29.4.24

合同会社ボンド 9010703002143 関東財務局 山田 ふみ 代表社員 ○ ― 東京都品川区大崎一
丁目14番3 ゲートシ
ティ大崎サウスパーク
タワー18階1802号室

080-1223-
7248

― インターネットの
コンテンツの企
画、制作及び運
営業務

100,000 ○ H28.9.16

合同会社滝野川６丁目計画 6010003014494 関東財務局 なごみホールディングス一般社
団法人

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 1,000,000 ○ H28.5.30

合同会社サード・パーティ・ワン 4010003017268 関東財務局 一般社団法人ＴＫＴ 職務執行者
北川 久芳

代表社員 ○ ― 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 古物営業 100,000 ○ H29.5.9
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インテグラル・パートナーズ株式
会社

1010001144777 関東財務局 山本 礼二郎
佐山 展生

代表取締役
代表取締役

○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
安田生命ビル19階

03-6212-6100 該当なし ・経営及び財務
に関するコンサ
ルティング業務
・経済、産業、有
価証券及び投資
業務に関連する
情報の提供業
務及び助言業務
・その他関連す
る一切の業務

10,000,000 ○ H29.7.25

有限会社ケイエヌプランニング 2010402033875 関東財務局 土居 孝俊 取締役 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号
霞が関ビル15階

03-3539-6300 ― 不動産の売買
及び賃貸

3,000,000 ○ H28.8.26

ＴＭＡファンドマネジメント合同会
社

1010003016256 関東財務局 東京海上アセットマネジメント株
式会社 職務執行者 中村 大
介

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目8番2号鉄鋼
ビルディング18階

03-3212-8421 ― 1投資事業有限
責任組合及び海
外においてそれ
に類するものの
財産運用・管理
に関する業務
2投資事業有限
責任組合の設
立及び組合持分
の募集に関する
業務

10,000 ○ H29.11.2

合同会社伊丹プロジェクト 5010003016590 関東財務局 一般社団法人
伊丹開発研究会

職務執行者
平松 守

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座一
丁目6番2号
銀座Aビル4階
株式会社アセットソ
リューション内

03-5524-0108 ― ― 200,000 ○ H28.8.23

株式会社中田アセットマネジメン
ト

8010901021796 関東財務局 中田 和孝 代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区玉川
1-15-2 二子玉川ライ
ズタワーイースト3502

03-6338-6613 ― 1、経営コンサル
ティング業 2、
ファイナンシャル
プランニング
サービス業 3、
イベント・講演の
企画及び運営
4、有価証券の
取得・保有 5、
不動産の売買、
賃貸管理及びそ
の仲介 6、
インターネットを
利用した各種情
報提供サービス
7、前各号に附
帯する一切の業
務

10,000,000 ○ H28.3.24

合同会社ひのき 6010403009350 関東財務局 一般社団法人ひのきホールディ
ング 職務執行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都港区三田一丁
目4番28号 三田国際
ビル18階(1809)

03-6809-6547 ― ― 1,000,000 ○ H29.2.2

一般社団法人イプシロン 5011005003692 関東財務局 一般社団法人イプシロン
代表理事
齊藤 洋介

代表理事 ― ○ 東京都渋谷区東一丁
目24番1号 渋谷イー
ストレジデンス102号

03-4335-7780 ― ― 0 ○ H28.8.22

赤坂二丁目合同会社 8010003017314 関東財務局 赤坂二丁目一般社団法人
職務執行者 関口 陽平

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目１番１号 国
際ビル9階 東京共同
会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.1
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イーストベンチャーズ株式会社 1010401097559 関東財務局 松山 太河 代表取締役 ― ○ 東京都港区六本木四
丁目2番45号
高會堂ビル2階

03-6434-0630 ― ― 500,000 ○ H28.8.25

合同会社ＣＨＥＲＩＳＨ 2010003016494 関東財務局 松浦直樹 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
兜町17-1日本橋ロイ
ヤルプラザ701（７階）

050-3459-
2222

― ― 10,000 ○ H28.9.14 ※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。

合同会社メトン・ファンド 1010003015836 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金4

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_57

― 3,000,000 ○ H28.8.31

合同会社Ｆｒｅｅ Ｌｉｆｅ Ｆａｍｉｌｙ 1010003017345 関東財務局 上野 真理子 代表社員 ○ ― 東京都港区芝浦2-14-
13 加瀬ビル161-2階

090-4286-
7074

― ― 70,000 ○ H28.10.6

ワールドブリッジ合同会社 6021003003890 関東財務局 渡邊隆吾 代表社員 ○ ― 神奈川県横浜市西区
北幸1丁目11番1号
水信ビル７階

080-5652-
5284

― OA機器の仕入
れ、販売及びそ
れにともなう業
務

1,000,000 ○ H28.8.31

ベンチャーユナイテッド株式会社 3010401095610 関東財務局 藤澤 陽三 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷1丁
目2番5号MFPR渋谷ビ
ル9階

03-6821-0007 http://ventureunited.j
p/

該当なし 10,000,000 ○ H29.4.27

井上 靖 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区神田
須田町二丁目
8番地 ASKビル6F

03-5295-8280 ― ― ― ○ H28.7.6

ディービーアイ・マネジメント株
式会社

2010001145337 関東財務局 塩谷 惣平 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目5番2号三菱
ビル9階

03-6273-4871 ― ― 50,000,000 ○ H29.11.10

ダブルブリッジ・インフラストラク
チャー株式会社

1010001143688 関東財務局 手塚 万峰 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目5番2号三菱
ビル9階

03-6273-4871 なし なし 75,000,000 ○ H29.11.10

有限会社コアネット資産管理研
究所

1100002007742 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 026-286-6217 http://www.core-
net.jp/

― ― ○ ○ H28.6.6

ＮＥＣキャピタルソリューション株
式会社

8010401021784 関東財務局 今関 智雄 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-6720-8400 http://www.necap.co.j
p/

総合リース業、そ
の他の各種物品
賃貸業、貸金業、
その他の補助的
金融業、金融付
帯業、経営コンサ
ルタント業、他に
分類されないその
他の事業サービ
ス業、情報処理
サービス業、情報
提供サービス業、
損害保険代理
業、生命保険媒
介業、他に分類さ
れない非預金信
用機関、信託契
約代理業、他に分
類されない専門
サービス業、中古
電気製品小売
業、貸事務所業、
土地賃貸業、倉
庫業、運送取次
業、労働者派遣
業、受託開発ソフ
トウェア業

3,776,880,000 ○ H29.7.10

株式会社フラッグシップアセット
マネジメント

2010401077188 関東財務局 猪熊 英行 代表取締役 ― ○ 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17階

03-5402-3211 ― ― 10,000,000 ○ H29.11.17
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有限会社ＭＴＭインベストメント
１号

1010002053250 関東財務局 早瀬 恵三 取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内３－４－１
新国際ビル８階

03-6860-3510 ― 企業再建のため
の経営、財務、
事業に関するコ
ンサルティング
業務、その他付
随する業務

1 ○ H28.7.28

佐俣 安理 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都渋谷区渋谷２
丁目６番６－２０１号

090-8569-
0647

http://anri.vc/ ― ― ○ H29.11.30

株式会社アイ・エス・テクノロ
ジー

4010801018896 関東財務局 加藤雅史 代表取締役 ○ ― 東京都渋谷区初台1-
51-1 初台センタービ
ル920

080-1067-
4014

― ソフトウエア開
発

3,000,000 ○ H28.10.3

株式会社ＢｉｚＡｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ

4010401099742 関東財務局 四 井 善 人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山六
丁目８番６号
テロワール南青山８階

03-6418-0522 http://www.bizam.co.j
p/

― 5,000,000 ○ H28.4.25

ディエイチ・ファンド・ファイブ合
同会社

7010003015789 関東財務局 一般社団法人アセットホールディ
ングス
職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 400,000 ○ H28.6.24

ＭＣＤ４株式会社 9010001147005 関東財務局 亀井 温裕 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目6番1号丸の
内センタービルディン
グ2階

03-3284-1669 ― ― 7,505,000 ○ H29.12.7

合同会社壬生キャピタル 3010403008289 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者 畠山 博文

代表社員 ― ○ 東京都港区南青山二
丁目2番8号DFビル5階

03-3470-8307 ― ― 3,000,000 ○ H29.4.11

株式会社ＡＰ ＩＶ－Ｓ ＧＰ 9010401099952 関東財務局 笹沼泰助 代表取締役 ― ○ 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17階

03-5402-3211 ― ― 2,750,000 ○ H28.8.31

Ｈａｎａ合同会社 6010403009532 関東財務局 Hana一般社団法人
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階霞ヶ関国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.9.30

株式会社ＳＥＥＫ ＡＧＥＮＣＹ 2011101059674 関東財務局 川島 寛信 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区渋谷2-
12-13八千代ビル8階

03-6419-7545 http://seek-
agency.com/

該当なし 5,000,000 ○ H29.5.18

株式会社コーポレート・アドバイ
ザーズ

8010401058942 関東財務局 中村 亨 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂二丁
目２番１２号
ＮＢＦ赤坂山王スクエ
ア２階

03-3224-2025 http://www.j-
creas.com/

・経営コンサルティング
・会計、財務、経理等に
関する代行業務及びコン
サルティング
・給与計算、人事、労務
等に関する代行業務及
びコンサルティング
・合併、営業譲渡等を用
いた事業再編の仲介、
支援並びに企画立案
・コンピューターシステム
の開発、販売及び運用
に関するコンサルティン
グ
・資産運用に関するコン
サルティング
・各種セミナーの企画、
立案及び開催
・市場調査及びその分析
等に関する業務
・書籍、その他出版物の
企画、制作、出版及び販
売業
・投資業
・生命保険に関する業務
・生命保険の募集に関す
る業務
・上記に掲げる事業及び
これに関連する事業を営
む会社の株式または出
資持分を保有することに
よる当該会社の事業活
動の支配・管理
・前各号に付帯関連する
一切の業務

73,250,000 ○ H28.10.13

Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ Ｇｒｏｗｔｈ合同会社 3010403009584 関東財務局 一般社団法人 Simplicity Growth
Fund

職務執行者
井出清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル 6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-5549 ― ― 100,000 ○ H28.7.25
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株式会社ガルバナイズ 3010901021462 関東財務局 井上 達雄 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区渋谷2-
10-7大幸第三ビル3階
税） アーニングスター
ズ内

03-5468-8125 ― ― 1,000,000 ○ H28.11.18 ※報告命令に応じません。

合同会社日本高齢者住宅パー
トナーズ

5010403009731 関東財務局 一般社団法人
日本高齢者住宅ホールディング
ス

職務執行者
中村 武

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座１
丁目６番１１号
土志田ビルディング３
階

03-6435-6010 ― ― 500,000 ○ H28.8.26

合同会社ロンドン・シルバー 6010003017588 関東財務局 一般社団法人メキシコシティー・
ゴールド
職務執行者
海田 雅人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,300,000 ○ H28.8.25

合同会社ヘルシンキ・ゴールド 5010003017589 関東財務局 一般社団法人メキシコシティー・
ゴールド
職務執行者
海田 雅人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,300,000 ○ H28.8.25

合同会社メルボルン・ゴールド 2010003017591 関東財務局 一般社団法人メキシコシティー・
ゴールド
職務執行者
海田 雅人

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,300,000 ○ H28.8.25

木下 慶彦 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都品川区荏原1-
25-15

090-6023-
0760

http://www.skyland.vc
/

インターネット
サービスの企
画・開発事業
コンサルティン
グ事業

― ○ H28.8.26

株式会社エクイティ・ＭＩＤＡＳ 8010001145661 関東財務局 大野 省次 代表取締役 ― ○ 〒１０７-００５２
東京都港区赤坂二丁
目１３番１７号
赤坂グリーンランドビ
ルＢ１Ｆ

03-4477-2970 http://www.equity-
midas.com/

― 40,000,000 ○ H28.10.13 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。

ヘッジファンド証券株式会社 4010001133356 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3539-5244 http://hedgefund-
sec.com/

― ― ○ ○ H29.8.2

パインクレスト・アセット・マネジ
メント合同会社

8010403009530 関東財務局 ナミ・ホールディングス・ツー・エ
ルエルシー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区南麻布三
丁目19番23号
オーク南麻布ビル8F

03-6830-0150 http://www.pinecrest
-am.jp/

― 100,000 ○ H28.8.25

合同会社Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ
Ｃａｐｉｔａｌ

9010003017619 関東財務局 本川 悟 代表社員 ― ○ 神奈川県横浜市神奈
川区三枚町573番地14
ジョイム新横浜弐番館
302号

050-3630-
6833

http://s-f-
capital.com/

― 20,000 ○ H28.9.9

Ｅｕｐｈｒａｔｅｓ合同会社 5010403009599 関東財務局 ユーフラテス・エムエム・エルエ
ルシー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

Ｔｉｇｒｉｓ ＩＢＬＰ合同会社 1010403009776 関東財務局 ユーフラテス・エムエム・エルエ
ルシー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

Ｎａｍｉ ＩＢＬＰ合同会社 5010403009806 関東財務局 Umi一般社団法人

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目
２番９号
日比谷セントラルビル
５階ＥＰコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25
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合同会社Ｓｅｎｚａｉ 6010403009788 関東財務局 Senzai Funding
一般社団法人

職務執行者
野坂照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室
東京エスピーシーマネ
ジ
メント株式会社内

03-3560-1115 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

南麻布二十一合同会社 1010403006732 関東財務局 神谷町
一般社団法人

職務執行者
中島丈晴

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門3-
18-12-502
株式会社虎ノ門会計
神谷町分室

03-3580-1077 ― ― 21,000,000 ○ H28.8.31

Ｉｎｄｕｓ合同会社 4010403009600 関東財務局 インダス・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

Ｇａｎｇｅｓ ＩＢＬＰ合同会社 8010403009811 関東財務局 インダス・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

ジーエス・リニューアブル・ホー
ルディングス合同会社

5010403007124 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者 松本 勇二

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー46階

03-6437-1401 ― ― 3,000,000 ○ H29.11.27

有限会社エムワン・インベストメ
ンツ

4010402033139 関東財務局 高橋 嘉昭 取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号
品川インターシティC棟
19階

03-5796-8542 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.24

ＹＪキャピタル株式会社 6010401101241 関東財務局 堀 新一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町1-3東京ガーデン
テラス紀尾井町紀尾井
タワー5階

03-6898-2310 http://yj-
capital.co.jp/

― 200,000,000 ○ H29.7.13

一般社団法人ふるさと再生支援
機構

7010505002070 関東財務局 大河原 宏穏 代表理事 ― ○ 東京都台東区台東一
丁目16番7号

03-6833-0430 http://www.furusatos
aisei.jp/

第一次産業の
総合的支援

50,000 ○ H28.8.31 ※業務改善命令（事業報告書未
提出）を発出しました。

株式会社グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ、株式会社グ
ロービス、堀 義人、仮屋薗 聡
一、今野 穣、高宮 慎一

5010001101361 関東財務局 (株式会社グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ)
堀 義人
(株式会社グロービス)
堀 義人

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区二番
町5-1住友不動産麹町
ビル9階

03-5275-3939 (株式会社グロービス・
キャピタル・パート
ナーズ)
http://www.globiscapi
tal.co.jp/
(株式会社グロービス)
http://ｗｗ
ｗ.globis.co.jp

(株式会社グ
ロービス・キャピ
タル・パートナー
ズ)
1経営コンサルタ
ント業務
2株式投資に関
連するセミナー
の開催及び運営
業務
(株式会社グ
ロービス)
1社会人向けの
経営教育業務

(株式会社グ
ロービス・キャ
ピタル・パート

ナーズ)
10,000,000

(株式会社グ
ロービス)

99,960,000

○ H29.4.26

宇田 修一 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区麹町
三丁目5番2号 ＢＵＲ
ＥＸ麹町8Ｆ

080-6662-
6785

― ― ― ○ H28.12.1 ※当者が代表取締役となっている
ドラグーンキャピタル株式会社に
ついて、金融商品取引業の登録
が取消し（平成28年6月7日付）さ
れています。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。合同会社小田原２ 5010003017705 関東財務局 一般社団法人小田原２ホール

ディング 職務執行者 東 俊三
代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の

内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H29.6.30
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株式会社星光パートナーズ 7010401101769 関東財務局 龍頭直樹 代表取締役 ― ○ 東京都港区六本木１
丁目７番２８号落合麻
布台マンション３０４号
室

03-3460-6661 http://www.seiko-
partners.com/

― 3,000,000 ○ H28.11.7

ｅｍｅｅｔインベストメント合同会社 8010003017727 関東財務局 オー・プロパティーズ一般社団法
人
職務執行者
平本 正和

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目7番1号東京日
本橋タワー11階

03-3270-6288 ― ― 200,000 ○ H28.10.4

カムイ・キャピタル株式会社 7010401094550 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5829-8503 http://www.camui-
capital.com/

― ― ○ ○ H28.8.17

株式会社エー・ディー・アイ・
シー

1010401098895 関東財務局 中島 丈晴 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番28号
東洋プロパティ虎ノ門
ビル9階

03-3580-1077 ― ― 1,000,000 ○ H28.4.19

合同会社ＣＳターゲット 8010003017768 関東財務局 一般社団法人CSターゲット
職務執行者
石田 泉

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目3番3号
内幸町ダイビル6階

03-3500-9870 ― ― 10,000 ○ H28.4.19

合同会社ＤＲＥＡＭ１ 3010003017764 関東財務局 一般社団法人
ドリーム・ワン

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関
三丁目２番５号
霞が関ビル２６階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

合同会社バリュー・ザ・ホテル
ファンド

6010003017778 関東財務局 一般社団法人東北早期復興支
援ファンド２号 職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

アパリゾート株式会社 1010401059179 関東財務局 元谷 芙美子 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目2番3号アパ赤坂見
附ビル

03-5570-2168 ― 広告宣伝事業、
出版事業、投資
事業

10,000,000 ○ H29.3.21

合同会社ネオパス・リブラ 8010003017792 関東財務局 ネオパス・ツー
一般社団法人
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.6.15

株式会社ＦＬＡＶＡ 3010001119843 関東財務局 杉本日出男 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
人形町３－４－７ 三
勝ビル５階

03-5640-5650 http://flava-i.com/ ― 500,000 ○ H28.8.31

株式会社スカイスターファイナン
ス

1010401101337 関東財務局 山中 唯義 代表取締役 ― ○ 東京都中央区築地六
丁目17番4号築地パー
クビル4階

03-6264-1861 http://skystar.jp/inde
x.html

― 1,000,000 ○ H29.11.29

合同会社清澄プロパティーズ 1010003017857 関東財務局 一般社団法人
清澄プロパティーズ
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区
丸の内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.6.10

合同会社アイオー 2010003017897 関東財務局 一般社団法人
アイオー

職務執行者
関口 陽平

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル 9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.1

Ｄｒａｇｏｎ合同会社 3010403009964 関東財務局 Paper一般社団法人 職務執行
者 井出 清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル 6階株式
会社青山綜合会計事
務所内

03-5404-6617 ― ― 100,000 ○ H29.12.1

合同会社ベルデ 7010003015806 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金4

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_56

― 3,000,000 ○ H28.8.31

合同会社シーディーワン 3011103004371 関東財務局 杉山 敏之 代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目６番２号フラット六
本木２０２

03-5422-6155 http://www.cdonejp.c
om

経営コンサルタ
ント業

100,000 ○ H29.10.25
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マックス・ツー・アセット合同会社 4010003017160 関東財務局 都市再開発
ホールディングス
一般社団法人

職務執行者
大村 圭一

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_78

― 100,000 ○ H28.8.30

合同会社Ｓｏｍｅｉ３ 4010003017937 関東財務局 一般社団法人
Ｓｏｍｅｉ３
職務執行者
東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

あおぞら地域再生株式会社 9010001150363 関東財務局 井川篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル7
階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取
2．前号に付帯
する一切の業務

10,000,000 ○ H28.11.2

合同会社ジョイントアーク２３ 7010003017843 関東財務局 一般社団法人
アークハーバー25

職務執行者
須貝信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1938 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_21

― 1,000,000 ○ H28.8.26

株式会社東京リバイタル 7010401103063 関東財務局 成影 善生 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8512 該当なし 該当なし 30,000,000 ○ H29.9.25

やまとパートナーズ株式会社 5010401103049 関東財務局 芳本 正顕 代表取締役社長 ― ○ 東京都港区白金台2丁
目6番10号ストーリア
白金台11階1104号

03-3447-1828 http://yamato-
partners.com/

― 3,000,000 ○ H28.9.9

新生企業投資株式会社 1010001150387 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6860-9660 http://www.shinsei-
ci.com/

― ― ○ ○ H30.1.11

合同会社御堂筋みらいデベロッ
プメント

4011103002853 関東財務局 一般社団法人
御堂筋みらいホールディングス

職務執行者
生田 誠

代表社員 ― ○ 東京都新宿区西新宿
一丁目26番2号
新宿野村ビル
野村不動産株式会社
内

03-3348-8144 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.25

合同会社ＢＩＵ 4011003004248 関東財務局 磯野 史雄 代表社員 ― ○ 東京都渋谷区恵比寿
南三丁目２番１９号
エスペランサ恵比寿４
階

03-6303-0780 ― ― 100,000 ○ H28.11.17

合同会社銀杏 6010003017910 関東財務局 一般社団法人
銀杏ホールディング
職務執行者 東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

株式会社フジ・スタートアップ・ベ
ンチャーズ

8010401103764 関東財務局 金光修 代表取締役 ― ○ 東京都港区台場二丁
目４番８号フジテレビ
本社内

03-5500-8951 http://www.fujistartup
.co.jp/

― 10,000,000 ○ H28.8.31

槍ヶ岳合同会社 5010403010227 関東財務局 涸沢一般社団法人

職務執行者
井出 清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門4-
3-13
株式会社イシン・ホテ
ルズ・グループ内

03-5733-7733 ― 1.有価証券の取
得、保有及び処
分
2.不動産を信託
財産とする信託
受益権の取得、
保有、処分、賃
貸借及び管理
3.不動産の取
得、保有及び処
分
4.不動産の売
買、交換、所
有、賃貸、管理
及び利用
5.前各号に付帯
関連する一切の
業務

300,000 ○ H28.7.5
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間ノ岳合同会社 7010403010200 関東財務局 富士一般社団法人

職務執行者
井出 清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門4-
3-13
株式会社イシン・ホテ
ルズ・グループ内

03-5733-7733 ― 1.有価証券の取
得、保有及び処
分
2.不動産を信託
財産とする信託
受益権の取得、
保有、処分、賃
貸借及び管理
3.不動産の取
得、保有及び処
分
4.不動産の売
買、交換、所
有、賃貸、管理
及び利用
5.前各号に付帯
関連する一切の
業務

300,000 ○ H28.7.5

合同会社シーピーアイ 7010003018057 関東財務局 シーピーアイ
一般社団法人

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_20

― 500,000 ○ H29.2.22

セノーテキャピタル株式会社 5010001144682 関東財務局 岡本 武之 代表取締役 ― ○ 東京都中央区築地2-
15-15セントラル東銀
座709号

03-6228-4268 ― コンサルティン
グ業

10,000,000 ○ H28.11.16

農林水産業協同投資株式会社 9010001151799 関東財務局 中島 隆博 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町1-13-2 ＤＮタワー
21 9階

03-5219-6030 ― ・株式会社又は
投資事業有限
責任組合等に対
する株式又は出
資等の取得、保
有及び処分
・株式会社又は
投資事業有限
責任組合等の
財産運用及び管
理に関する業務
・ビジネスマッチ
ング業務
・企業診断、投
資計画及び企業
経営に関するコ
ンサルティング
業務
・前各号に付帯
関連する一切の
業務

249,500,000 ○ H29.9.4

合同会社グリーンインフラ 4010003018092 関東財務局 一般社団法人グリーンインフラ
職務執行者 北川 久芳

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.7.8

ソーラーテック株式会社 5010001151431 関東財務局 宇都 誠 代表取締役 ○ ― 東京都墨田区
錦糸一丁目
4番13号
金友堂ビル9階

03-3626-2621 ― 太陽光発電事
業

1,000,000 ○ H28.8.31

合同会社南池袋地所 5010003018174 関東財務局 一般社団法人IES1
職務執行者
中尾 篤史

代表社員 ― ○ 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
いちご地所株式会社
内

03-3502-5801 ― ― 1,000,000 ○ H28.11.25

Ｒ－１合同会社 7010003018148 関東財務局 池田 拓弥 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町3-3-1
E.T.S.室町ビル5階

03-6225-4507 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.18

株式会社ＫＧＦＢ 7010001152163 関東財務局 坂野 善明 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区外神
田三丁目2番3号
外神田第IIナガシマビ
ル3階

080-8259-
0552

― 有価証券の保
有、運用、投資
等及び売買

1,000,000 ○ H28.8.24
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カルタ合同会社 3010003015826 関東財務局 カルタ
一般社団法人

職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

水戸ニュータウン・メガソーラー
パーク合同会社

8010003017537 関東財務局 一般社団法人サポートホール
ディングス10号

職務執行者
赤津忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目2番31号六本木ヒ
ルズノースタワー15階

03-6455-4900 ― ― 300,000 ○ H28.8.29

デジタルイメージング株式会社 8010401104564 関東財務局 猪熊英行 代表取締役 ― ○ 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17階

03-5425-8202 ― ― 50,000 ○ H28.8.31

アスパラントグループ株式会社 9010401102237 関東財務局 中村 彰利 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目23番1号アークヒル
ズフロントタワー1001
号室

03-3568-2572 http://www.aspirantgr
oup.jp

― 30,000,000 ○ H29.7.3

合同会社ＮＵ－８ 7010003018222 関東財務局 一般社団法人ＮＵ―8
職務執行者
荒川 真司

代表社員 ― ○ 東京都千代田区九段
南三丁目7番7号
九段南グリーンビル5
階
成和綜合会計事務所

03-3288-6611 ― ― 100,000 ○ H28.5.16

エアーズシーサポート＆アドバ
イザリー株式会社

1010001128961 関東財務局 栗原 友紀 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目7番9号ダヴィン
チ日本橋179 ７階

03-6225-2765 ― コンサルタント業
務

15,000,000 ○ H28.8.8

Rebright Partners Pte. Ltd. ― 関東財務局 蛯原 健 Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ○ ○ 東京都中央区銀座1丁
目13番1号ヒューリック
銀座1丁目ビル4階

090-1124-
5114

http://rebrightpartner
s.com/

経営
コンサルティン
グ

SGD150,000 ○ H29.6.1

株式会社ＫＦソリューション 2010001150782 関東財務局 福永 隆明 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門三
丁目8番21号虎ノ門33
森ビル2階

03-6402-5261 ― 貸金業 500,000,000 ○ H29.11.29

株式会社エーピーアセットマネ
ジメント

6010401104558 関東財務局 中井 努 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝大門2-
10-12
KDX芝大門ビル9階

03-6435-9405 ― ― 10,000,000 ○ H28.12.1

株式会社ペスケリア 8010001150307 関東財務局 久保田 智之 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区岩本
町1-9-4サンクビル201

03-5833-7290 http://pescheria.jp/ ― 10,000,000 ○ H28.10.21

SPIRAL VENTURES PTE. LTD. ― 関東財務局 岡 洋 日本における代表者 ○ ○ 東京都港区虎ノ門5丁
目11番1号オランダヒ
ルズ森タワーＲｏＰ13
階

03-6452-8615 http://www.spiral-
ventures.com

なし 4,153,349米ド
ル

○ H29.8.25

Ｎ＆Ｉホールディングス株式会社 9010401089879 関東財務局 石田 尚也 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂8-6-9
パルティール赤坂508

090-7177-
3186

― ― 10,000,000 ○ H28.12.28

合同会社吉祥寺インベストメント 7010003018263 関東財務局 一般社団法人都市創造再生 職
務執行者 藤田 収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.26

山田ビジネスコンサルティング
株式会社

6010001136704 関東財務局 増田 慶作 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内1丁目8番1号丸の内
トラストタワーN館10階

03-6212-2511 http://www.y-
bc.co.jp/

経営コンサル
ティング事業、
財務コンサル
ティング事業

100,000,000 ○ H29.9.12

トパーズ・キャピタル株式会社 8010001147501 関東財務局 新村 健 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町4番1号
ニューオータニビジネ
スコート7階 2718号室

03-3511-3956 http://topazcap.com/ 経営コンサル
ティング、貸金
業、債権の売
買・斡旋及び管
理、
不動産の売買・
賃貸・仲介・斡
旋・管理及び鑑
定

44,850,000 ○ H28.8.30
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ティー・シー・パートナーズ株式
会社

3010001152803 関東財務局 山田 真樹生 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町4番1号
ニューオータニビジネ
スコート7階 2718号室

03-3511-3956 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

合同会社ＪＲＥ行方 2010403009817 関東財務局 一般社団法人サポートホール
ディングス行方
職務執行者
赤津忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目2番31号六本木ヒ
ルズノースタワー15階

03-6455-4900 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

合同会社ＪＲＥ岩出山 3010403009816 関東財務局 一般社団法人サポートホール
ディングス岩出山
職務執行者
赤津忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目2番31号六本木ヒ
ルズノースタワー15階

03-6455-4900 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.29

合同会社カンブリア 9010003014517 関東財務局 一般社団法人エルエルシー・
ホールディングス 職務執行者
都丸 伸顕

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
三丁目５番１２号ＤＥＣ
ＯＴＯＫＹＯ４階

03-5299-5333 ― 金銭債権、不動
産、株式、信託
受益権の売買
並びに売買の仲
介及び斡旋

1,000,000 ○ H29.12.21

株式会社ソーシャルビジネス
パートナーズ

5011001064219 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6459-0754 ― ― ― ○ ○ H29.9.6

株式会社１８ 9010401093237 関東財務局 株式会社18
代表取締役
渡部 雅史

代表取締役 ― ○ 東京都新宿区西新宿1
丁目18番16号小川ビ
ル9階

03-6805-0397 http://18-inc.jp/ 電気通信事業
法に定める情報
通信事業
不動産管理

18,000,000 ○ H28.10.20

合同会社ＡＧキャピタル 1010403010528 関東財務局 株式会社Progress 職務執行者
野田 貴宏

代表社員 ― ○ 東京都品川区北品川
一丁目29-15品川コー
ポ102号

03-6712-9029 該当なし 該当なし 1,000,000 ○ H29.4.17

日本戦略投資株式会社 2050001016501 関東財務局 佐々木 美樹 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目14-3 錦
町ビル6階

03-3295-3336 http://jstrategic.co.jp ・大学及び研究
機関における研
究成果の事業
化支援とその仲
介
・特許権、実用
新案権、意匠
権、商標権など
の知的財産権、
その他無形財産
の取得、保有、
管理、使用許
諾、売買及び賃
貨または、製品
の製造、販売及
び販売代理
・経営コンサル
ティング業務

34,000,000 ○ H28.10.13

ステディ合同会社 1010003018418 関東財務局 小林 秀徳 代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
須田町1-14-6神田荒
木ビル8F

03-5289-0909 ― ― 100,000 ○ H29.12.4 ※報告命令に応じません。

そーせいコーポレートベンチャー
キャピタル株式会社

6010001153781 関東財務局 Peter James Jonathan Bains 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
二丁目1番地PMO半蔵
門11階

03-5210-3290 http://soseicvc.com/ 該当なし 35,000,000 ○ H29.9.8

ＫＷＩ合同会社 9010003018402 関東財務局 竹森 郁 代表社員 ― ○ 東京都港区麻布台2－
1－2－203

03-6277-7052 なし なし 100,000 ○ H29.6.27

新生クレアシオンパートナーズ
株式会社

6010001153708 関東財務局 松原 一平 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
室町二丁目4番3号日
本橋室町野村ビル15
階

03-6860-9660 ― 経営コンサル
ティング業務

16,000,000 ○ H29.10.20

株式会社アニマティック 6010401106050 関東財務局 旦 悠輔 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区紀尾
井町1-3東京ガーデン
テラス紀尾井町紀尾井
タワー

03-6898-2230 http://www.animatic.j
p/

産業財産権又
は著作権の取
得及び保有

100,000,000 ○ H29.4.13
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合同会社メサイアキャピタル 5010403010607 関東財務局 鳴海 岳人 代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目７番４号
オークウッドプレミア東
京ミッドタウン５階

03-6890-6358 ― ― 1,000,000 ○ H29.1.23 ※報告命令に応じません。

エンデバー・ユナイテッド株式会
社

8010001153111 関東財務局 三村 智彦 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目5番1号丸の
内二丁目ビル6階

03-6880-3341 http://www.endeavou
runited.co.jp

なし 80,000,000 ○ H30.1.17

合同会社麻布十番地所 3010003018259 関東財務局 一般社団法人IES2
職務執行者
荻原 大輔

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.7.29

アイ・シグマ・パートナーズ株式
会社

4010001154237 関東財務局 安田 和裕 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
錦町3丁目23番地メット
ライフ神田錦町ビル7
階

03-3518-4140 http://www.isigma-
p.jp/index.html

― 150,000,001 ○ H29.10.31

厚木地所合同会社 3010003016774 関東財務局 一般社団法人IES2
職務執行者
中尾 篤史

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

柴田 泰成 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂９丁
目７番２号 東京ミッド
タウン・レジデンシィズ
１６０２

090-5632-
3655

http://www.soraseed.
vc/soraseed/

― ― ○ H28.8.30

プラナ合同会社 6010003018512 関東財務局 プラナホールディングス一般社
団法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ○ H28.5.30

株式会社ＳＡＺＡＲＥＩＳＨＩ 8010401106684 関東財務局 福井 尚和 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区西新宿
三丁目9番12号西新宿
ダイヤモンドビル12階

090-1401-
7299

http://sazareishi.jp ― 9,900,000 ○ H28.8.24

株式会社常陽産業研究所 6050001001169 関東財務局 茅根 務 代表取締役 ○ ○ 茨城県水戸市三の丸
1-5-18

029-233-6731 http://www.iir-
web.co.jp/

1都市計画、地域
開発等の事業に
関するコンサル
ティング業務2産
業、経済、金融及
び地域開発等に
関する調査・研究
の受託業務3事業
経営、家計に関す
る各種コンサル
ティング業務4企
業の提携・合併、
国際取引・国際進
出に関するコンサ
ルティング業務5
情報処理及び情
報処理システム
等に関するコンサ
ルティング業務6
経済、経営等に関
する講演会、セミ
ナーの開催等教
育・研修業務7各
種出版物の観光8
前各号に付帯す
る一切の業務

100,000,000 ○ H29.7.14
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みのり株式会社 1010001154702 関東財務局 正田 賢司 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 90,000,000 ○ H28.8.29

合同会社台場プロパティ 1010403010734 関東財務局 一般社団法人台場ホールディン
グス
職務執行者
山本 顕三

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂1-
1-8赤坂コミュニティビ
ル4階株式会社赤坂国
際会計内

03-6804-6748 ― ― 50,000 ○ H28.8.29

Ｍｕｎｒｏ合同会社 4010403010681 関東財務局 ムンロー・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

Ｌｏｍｏｎｄ ＩＢＬＰ合同会社 3010403010682 関東財務局 ムンロー・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

Ｃａｄｉｚ合同会社 4010403010236 関東財務局 カディス・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

Ｇｒａｎａｄａ ＩＢＬＰ合同会社 1010403010239 関東財務局 カディス・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

オリックス・ローン事務センター
株式会社

2010401080349 関東財務局 毛利紳也 代表取締役 ○ ― 東京都港区芝二丁目
１４番５号オリックス芝
二丁目ビル３F

03-5418-4298 http://www.orix.co.jp/
olb/

・各種債権の売
買およびその他
金融業務
・集金代行
・前各号に付随
する一切の事業

10,000,000 ○ H28.8.26

株式会社Ｅ＆Ｄ 3010401104305 関東財務局 後藤 康之 代表取締役 ― ○ 東京都港区北青山２
－７－２８ NAビル７階

03-5772-6601 http://e-and-
d.jimdo.com/

なし 9,900,000 ○ H29.6.29

合同会社鎌倉橋ホールディング
ス

6010003018529 関東財務局 一般社団法人ハイステージ
職務執行者
中尾 篤史

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

村松 竜 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都渋谷区桜丘町
２６番１号 セルリアン
タワー７Ｆ

03-5458-8663 ― ― ― ○ H29.2.13

合同会社名谷不動産 8010003018642 関東財務局 一般社団法人IES2
職務執行者
佐々木 弘

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.7.29

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 1010001154405 関東財務局 中井 一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目６番１号大手
町ビル９階

03-6266-0590 ― ― 100,000,000 ○ H30.1.15
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合同会社プレミアムオートモー
ティブアセット

6010003018628 関東財務局 一般社団法人プレミアムオート
モーティブアセット
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.6.10

合同会社セヴンツー 8010403010760 関東財務局 一般社団法人セヴンツー
職務執行者
井出清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号 ヒュー
リック神谷町ビル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-6699 ― ― 10,000 ○ H28.10.5

株式会社理研イノベーション
キャピタル

2011101066885 関東財務局 徳岡 治衛 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区四谷1-
15アーバンビルディン
グSAKAS．8 B棟3階

03-5312-6541 ― 1.研究開発等を
用いて事業を実
施する会社等に
対する投資、資
金調達支援、コ
ンサルタント及
び育成。
2.技術革新等を
目指す会社等に
対する投資、資
金調達支援、コ
ンサルタント及
び育成。
3.投資事業組合
の設立及び組合
財産の管理。
4.企業経営に関
するコンサルタ
ント。
5.前各号に付帯
する一切の業
務。

8,000,000 ○ H29.1.20

株式会社とちぎネットワークパー
トナーズ

9060001025032 関東財務局 安野 真 代表取締役 ○ ○ 栃木県宇都宮市大通
4-1-20宇都宮けやき
通りビル4F

028-650-5400 ― ― 15,000,000 ○ H29.8.25

合同会社ジェイ・マース２号 2010403010849 関東財務局 一般社団法人
ジェイ・マース

職務執行者
野坂照光

代表社員 ○ ― 東京都港区赤坂四丁
目7番14号赤坂進興ビ
ル4階東京エスピー
シーマネジメント株式
会社気付

03-3560-1115 www.j-mars.net ― 100,000 ○ H28.8.30

ＴＢＳイノベーション・パートナー
ズ合同会社

7010403010869 関東財務局 株式会社東京放送ホールディン
グス 職務執行者 井上 一茂

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂5-3-6
株式会社東京放送
ホールディングス内

03-5571-2595 http://tbs-ip.co.jp/ ― 20,000,000 ○ H29.10.20

デルタ・インベストメント・ジャパ
ン合同会社

5010603005183 関東財務局 岩元 吉弘 代表社員 ― ○ 東京都江東区青海2-
7-4 the SOHO 2階
208-D

050-5850-
5960

http://delta-
investment.co.jp

― 100,000 ○ H28.9.5

ＤＲＣスリー株式会社 4010001155581 関東財務局 青松 英男 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目２番１号
岸本ビル５階

03-3201-8603 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.8

ＷＭパートナーズ株式会社 8010401106610 関東財務局 松本守祥 代表取締役会長 ― ○ 東京都千代田区麹町
三丁目2番地垣見麹町
ビル別館6階

03-6261-4601 http://www.wmpartne
rs.jp/

経営コンサル
ティング、投資
事業有限責任
組合等の組合
財産管理、会計
業務及び一般事
務代行業務

30,000,000 ○ H28.8.17

株式会社ホームドクターファンド 4010001155565 関東財務局 都丸 伸顕 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1．金銭債権の
売買及び仲介、
斡旋
2．金銭貸付業
3．それに付随
する業務

3,000,000 ○ H29.12.18

合同会社茂原ソーラーユートピ
ア

8040003005613 関東財務局 一般社団法人自然エネルギー
利用促進協会 職務執行者 三
宅 茂久

代表社員 ○ ― 千葉県茂原市東郷
2001番地１メックセン
ター内2階

0475-27-2727 なし なし 400,000 ○ H29.7.18
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光速投資実践会合同会社 4010003016518 関東財務局 表 義堅 代表社員 ○ ― 東京都府中市小柳町
３－５－１サンハーモ
ナイズ３０２

042-319-0189 ― ― 3,350,000 ○ H29.10.16

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株
式会社

6011001005411 関東財務局 相浦 一成 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
１丁目１４番６号ヒュー
マックス渋谷ビル７Ｆ

03-3464-2740 https://www.gmo-
pg.com/

クレジットカード
等の決済代行
サービス及び付
帯する一切の
サービス

4,712,900,460 ○ H30.1.11

ＵＴＥＣ ３ Ｐａｒｔｎｅｒｓ有限責任
事業組合（郷治 友孝、山本 哲
也、原口 舞子、黒川 尚徳、井
出 啓介、宇佐美 篤、坂本 教
晃）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都文京区本郷七
丁目3番1号
東京大学 産学連携プ
ラザ4階

03-5844-6671 ― 1.株式会社東京
大学エッジキャ
ピタルと共同の
UTEC3号投資
事業有限責任
組合の無限責
任組合員とし
て、当該投資事
業有限責任組
合に係る投資事
業有限責任組
合契約に規定さ
れる無限責任組
合員としての事
業

― ○ H28.7.19

株式会社四条 9110001021463 関東財務局 田村 信 代表取締役 ○ ○ 新潟県十日町市辰乙
605番地7

080-1338-
1288

― ― 32,500,000 ○ H30.1.15

ＭｅｄＶｅｎｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式
会社

6010001156487 関東財務局 大下 創 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目5番2号 三
菱ビル7階

03-6273-4437 http://www.medvp.co.
jp/

― 10,000,000 ○ H28.8.23

株式会社リンキンオリエント・イ
ンベストメント

9010001156492 関東財務局 田島 克洋 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区麹町
一丁目4番地 半蔵門
ファーストビル5F

03-5212-5198 ― ― 2,000,000 ○ H29.3.24

Ｊａｐａｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ一般社団
法人

8010005021280 関東財務局 中村 里佳 代表理事 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目１１番地
いちご神保町ビル１１
階さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 15,000,000 ○ H28.8.24

合同会社クラウンジュエル 3030003005981 関東財務局 東 一秀 代表社員 ○ ― さいたま市緑区三室
1499-1

048-628-0443 ― 物品販売 100,000 ○ H28.10.13

モンデリーズ・ジャパン株式会社 7010701014638 関東財務局 Cutts Leanne Rosalie 代表取締役 ― ○ 東京都品川区東品川
四丁目12番8号品川
シーサイドイーストタ
ワー13階

03-4510-6600 http://jp.mondelezinte
rnational.com/home

・食料品及び飲
料の研究、開
発、製造、輸出
入及び販売。
・医薬部外品の
研究、開発、製
造、輸出入及び
販売。

450,000,000 ○ H28.8.30

いちごＥＣＯ府中上下町矢野発
電所合同会社

7010403010919 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所4一般社団法
人 職務執行者 五島 英一郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

株式会社ＭＫイプシロン 1430001060379 関東財務局 藤田 尚宏 代表取締役 ― ○ 東京都墨田区江東橋
２丁目１９番７号
富士ソフトビル１２階

080-4062-
5121

― ― 400,000 ○ H28.8.25

合同会社アメジスト 5010003018991 関東財務局 一般社団法人アメジストホール
ディングス
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.10

常盤２合同会社 4010403011052 関東財務局 ジャパン・セルフ・ストーレッジ・
ホールディング・エイチケー・リミ
テッド
職務執行者 菊地 耕平

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7-1006号

03-6205-8991 ― ― 100,000 ○ H28.8.12
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合同会社ダブルオーワン 8010003018956 関東財務局 一般社団法人
ダブルオーホールディングス

職務執行者
小泉 秀樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

合同会社ＴＳＭ１１３ 9010403010058 関東財務局 一般社団法人
ＴＳＭ１１３

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室 東京エ
スピーシーマネジメント
株式会社内

03-3560-1115 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

ＩＰＲＦ６合同会社 9010003019004 関東財務局 一般社団法人銀座ジェンヌ
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

ＴＲＹインベストメント・山下町合
同会社

7010003018858 関東財務局 一般社団法人
ＴＲＹインベストメント・山下町

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

東京海上メザニン株式会社 8010001157203 関東財務局 山藤 憲幸 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町2丁目7番1号有楽町
駅前ビルディング14F

03-6212-6020 http://www.tmmz.co.j
p/

― 150,000,000 ○ H29.7.25

合同会社ＮＮＷアセット 8010003019062 関東財務局 一般社団法人
ＮＮＷアセット

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_62

― 100,000 ○ H28.8.30

フォレストフィールド株式会社 6010401109251 関東財務局 荒金 隆 代表取締役 ○ ○ 東京都港区三田一丁
目6番3号シティタワー
麻布十番１５１２

03-6427-6913 ― ― 3,000,000 ○ H30.1.26

Ｇｉｎｇａ ＩＢＬＰ合同会社 3010403011086 関東財務局 アスター・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階 EPコ
ンサルティングサービ
ス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

Ａｓｔｅｒ合同会社 4010403011085 関東財務局 アスター・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階 EPコ
ンサルティングサービ
ス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

Ｋｉｎｓｅｉ合同会社 2010403011087 関東財務局 キンセイ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-4577-1700 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

Ｋａｓｅｉ ＩＢＬＰ合同会社 1010403011088 関東財務局 キンセイ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-4577-1700 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

合同会社エムシー横浜 2010403011046 関東財務局 エムシー・ヨコハマ・エルエル
シー

職務執行者
堀 好一

代表社員 ― ○ 東京都港区麻布台一
丁目11番9号
BPRプレイス神谷町3
階

03-6893-5831 ― ― 1,000,000 ○ H29.1.27

Ｒａｙｏ合同会社 5010403010771 関東財務局 Ｒａｙｏ
一般社団法人

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目
２番９号
日比谷セントラルビル
５階ＥＰコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25
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ソナーグループ株式会社 2010401109214 関東財務局 Kosaku Yada 代表取締役 ― ○ 東京都港区愛宕二丁
目５番１号
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー34F

03-6809-2782 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

アーキタイプベンチャーズ株式
会社

6010401109367 関東財務局 中嶋 淳 代表取締役 ― ○ 東京都港区麻布十番2
−8−10 麻布松屋ビル
4F

03-3798-3700 http://archetype.co.jp
/

該当なし 11,000,000 ○ H30.1.31

ＡＭＩ合同会社 8010403011164 関東財務局 鶴谷 信直 代表社員 ― ○ 東京都練馬区春日町
二丁目１番１８号
春日町アパート

03-6667-4650 ― ― 10,000 ○ H28.8.31

合同会社ＬＣリテールファンド１
号

9010403011122 関東財務局 株式会社ジャパン･アジア･トラス
ト 職務執行者 西内 幸士

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
(株式会社LCパート
ナーズ内)

03-6229-4070 http://www.nishiuchi-
cpa-office.com/

該当なし 1 ○ H29.5.16

株式会社ｓｐｒｉｎｇ ｐｌｕｓ ｐｌｕｓ 2010401109412 関東財務局 池山 紳 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南麻布三
丁目20番1号 麻布グ
リーンテラス5階

03-6859-8448 http://www.spring-
plus2.jp/

経営コンサル
ティング業務、
国際政治経済・
地政学リスクに
関する調査レ
ポートの企画、
制作、編集及び
販売業務、電力
及び発電機に関
する企画、制
作、販売業務

4,000,000 ○ H28.9.26

Ｋ＆Ｐパートナーズ株式会社 5010401105862 関東財務局 松村 伸也 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区内神
田一丁目2番1号
DAKOTAHOUSE ９F

03-6434-0214 http://www.kppartner
s.jp/

コンサルティン
グ業務

33,500,000 ○ H29.7.28

アンカー・オーシャン合同会社 5010003019156 関東財務局 アンカー・シップ・パートナーズ株
式会社 職務執行者 辻 肇

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋二
丁目2番1号京橋エドグ
ラン20階

03-3242-3950 http://www.anchor-
ship.com/

― 5,000,000 ○ H29.11.16

シグマ・キャピタル株式会社 7011001064101 関東財務局 川村 徹彦 代表取締役 ― ○ 東京都港区東新橋2-
10-10東新橋ビル2階

03-6869-5559 sigmacapital.co.jp 英文翻訳・書類
作成
経営コンサル

10,000,000 ○ H29.4.19

野村ＩＣＧ株式会社 6010001157378 関東財務局 船山 浩一 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町２－１－１大手町野
村ビル２３階

03-5299-0470 ― 金銭の貸付け及
び金銭貸借の媒
介に関する業務

250,000,000 ○ H29.11.30

俵石ホテルアンドリゾート株式会
社

4010001156076 関東財務局 早瀬 恵三 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区丸の
内３－４－１新国際ビ
ル８階

03-6860-3510 https://nestinn-
h.co.jp/

ホテル・旅館等
の宿泊施設の
経営、公衆浴場
の経営

340,399,916 ○ H29.9.26

ＮＭＣスリー合同会社 5010003019189 関東財務局 日本みらいキャピタル株式会社
職務執行者 安嶋 明

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目3番3号
内幸町ダイビル2階

03-3500-4250 ― ― 500,000 ○ H28.8.17

ＬＣＰ３号有限責任事業組合（谷
本 徹、高階 匡史、鈴木 智
也）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂八丁
目5番40号 ペガサス
青山507

03-6804-6823 ― ― ― ○ H28.11.28

ワールドネット合同会社 8021003003930 関東財務局 渡邊 隆吾 代表社員 ○ ― 神奈川県横浜市西区
北幸一丁目11番1号水
信ビル7階

080-5652-
5284

― 海外不動産の
販売、仲介及び
コンサルティン
グ

22,560,000 ○ H29.6.8

クロスハンド・コンサルティング
合同会社

8011103004747 関東財務局 播野 純平 代表社員 ― ○ 東京都新宿区荒木町
１３番地４プラティーヌ
四谷805

090-2740-
0348

― ― 100,000 ○ H29.1.17

合同会社ブルースター 9010003019086 関東財務局 一般社団法人エルエルシー・
ホールディングス 職務執行者
都丸 伸顕

代表社員 ○ ― 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号
DECOTOKYO 4階

03-5299-5333 ― 1.金銭債権の売
買及び仲介､斡
旋
2.金銭貸付業
3.それに付随す
る業務

3,000,000 ○ H29.12.18
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株式会社ティージーアイ 2010401086107 関東財務局 池田 崇宏 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂2-20-
5デニス赤坂ビル4階

03-3568-4357 http://www.tgi-co.jp 各種セミナー、
講演会の開催
各種コンサル
ティング業務

1,000,000 ○ H28.10.31

株式会社アイナップス 2010001143423 関東財務局 田嶋 亨 代表取締役 ― ○ 東京都豊島区池袋二
丁目36番1号光6号ビ
ル地下1Ｆ

03-6894-1304 ― ― 30,000,000 ○ H28.8.31

株式会社トポロジ 3010001157819 関東財務局 小原 毅也 代表取締役 ○ ― 東京都港区芝大門一
丁目2番6号関口ビル3
階

03-5405-4117 http://www.tplg.co.jp インターネット
マーケティング
業、経営コンサ
ルティング業、シ
ステム開発業、
通信販売業

38,730,000 ○ H29.3.27

合同会社ブロケード 9010403011205 関東財務局 一般社団法人
ブロケード

職務執行者
松澤 和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号-6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-5549 ― ― 700,000 ○ H28.8.10

合同会社ＴＧ年金リアルエス
テート

1010003019250 関東財務局 一般社団法人TG年金リアルエス
テート
職務執行者 大村 圭一

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_72

― 10,000 ○ H28.8.31

アズカルアセットマネージメント
株式会社

3010001095606 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3548-9820 www.azucar-am.com ― ― ○ ○ H30.1.11

有限会社カーメル 5010002049014 関東財務局 宮平 靖 取締役 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目21番4号
新日本ビルディング赤
坂4階

03-5575-3457 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.23

合同会社ダブルオーツ― 8010003019236 関東財務局 一般社団法人
ダブルオーホールディングス

職務執行者
小泉 秀樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

いちご東広島西条町田口ＥＣＯ
発電所合同会社

3010403011284 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所7一般社団法
人 職務執行者 五島 英一郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

いちご湧別芭露ＥＣＯ発電所合
同会社

6010403011109 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所5一般社団法
人 職務執行者 五島 英一郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

合同会社晴海インベストメント１ 4010003019215 関東財務局 一般社団法人SCKTインベストメ
ント 職務執行者 荒川 真司

代表社員 ― ○ 東京都千代田区九段
南三丁目7番7号九段
南グリーンビル5階成
和綜合会計事務所内

03-3288-6611 ― ― 100,000 ○ H29.3.31

佐々木 浩史 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号
アーク森ビル3階 プラ
イマルキャピタル

080-4208-
3939

http://primalcap.com/ ― ― ○ H28.12.12

株式会社ｇｕｍｉ ｖｅｎｔｕｒｅｓ 2011101063775 関東財務局 川本 寛之 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区西新宿
4-34-7
住友不動産西新宿ビ
ル5号館3F

03-5358-5322 http://www.gumiventu
res.jp/

― 416,000,000 ○ H28.8.30

ＭＨＩオートモーティブ・キャピタ
ル合同会社

6010403011422 関東財務局 三菱重工業株式会社 職務執行
者 芹澤 剛

代表社員 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目16番5号三菱重工品
川ビル内

03-6716-2030 ― ― 15,000,000 ○ H29.10.19
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ＴＲＹインベストメントＺ合同会社 4010003019363 関東財務局 一般社団法人ＴＲＹインベストメ
ントＺ
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.6.10

ＭＣｏ株式会社 1010001158678 関東財務局 笹山 幸嗣 代表取締役 ― ○ 東京都中央区京橋2丁
目4番12号京橋第一生
命ビルディング5階

03-6367-7970 http://www.mcokk.co
m/

1. 企業買収、合
併、事業統合、
業務提携、営業
譲渡、資本参加
等に関する斡
旋、仲介及びコ
ンサルティング
業務
2. 経営および財
務に関するコン
サルティング業
務
3. 投資事業組
合、投資事業有
限責任組合へ
の出資
4. 投資事業組
合契約、投資事
業有限責任組
合契約及び匿名
組合契約の締
結の媒介、取次
及び代理
5. 投資業務
6. 金銭の貸付
7. 前各号に付帯
又は関連する一
切の業務

10,000,000 ○ H29.11.15

合同会社ケルス・インベストメン
ト

5010403011415 関東財務局 一般社団法人
SH29

職務執行者
湯本康弘

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-6699 ― ― 1,100,000 ○ H28.8.18

株式会社メビウスコンサルティン
グ

5010401106811 関東財務局 岡本 祐志 代表取締役 ― ○ 東京都港区新橋2-20-
15 新橋駅前ビル1号
館402号室Ｂ

03-6869-5272 http://mebius-
consulting.co.jp/

資産運用等に関
するコンサル
ティング業務及
び代理店業務

9,000,000 ○ H28.8.30

株式会社インスパイアＰＮＢパー
トナーズ

2010401105997 関東財務局 高槻 亮輔
Abdul Rahman bin Ahmad

代表取締役 ― ○ 東京都港区南青山五
丁目3番10号FROM-
1st 3F

03-6892-1133 https://www.inspireco
rp.co.jp/

企業への投資、
コンサルティン
グ

20,000,000 ○ H29.3.31

合同会社ＯＫＢ 2010003019258 関東財務局 ＯＫＢホールディングス一般社団
法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ○ H28.5.30

ＡＩＰヘルスケアジャパン合同会
社

3010403009147 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6435-6010 http://www.aipjapan.c
om

― ― ○ ○ H29.4.21

さくらアセット２合同会社 4010403011432 関東財務局 カタール・ホールディング・ルクセ
ンブルク・ツー・エスエーアール
エル 職務執行者 稲垣 正之

代表社員 ― ○ 東京都港区南青山3-
3-3 リビエラ南青山ビ
ルB館5階

03-3408-5111 ― ― 100,000 ○ H29.12.8

ベリトランス株式会社 4010401049813 関東財務局 篠 寛 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区恵比寿
南3-5-7デジタルゲー
トビル5階

03-6367-1500 http://www.veritrans.
co.jp/

オンライン・オフ
ライン決済ソ
リューションサー
ビス、情報セ
キュリティサービ
ス、広告関連
サービス、グ
ローバルショッピ
ングモールサー
ビス 等

1,068,453,710 ○ H29.4.28
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合同会社ＫＲＦ４３ 6010403010606 関東財務局 一般社団法人トレンチ 職務執
行者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21

合同会社ＫＲＦ５０ 2010003019398 関東財務局 一般社団法人ベリンダ 職務執
行者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21

MBLベンチャーキャピタル株式
会社

3180001048745 関東財務局 桂山 靖代 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区内神
田1-2-2小川ビル2階

03-3294-8880 http://www.mblvc.co.j
p

投資事業
コンサルタント
投資に関連した
融資業務

345,000,000 ○ H29.5.8

合同会社パサニア 6010003019304 関東財務局 一般社団法人パサニア
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.7.29

合同会社ＴＯ－Ｚ 1010003018806 関東財務局 一般社団法人ＮＭＢ―Ｚ
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 150,000 ○ H28.7.29

合同会社ダブルオースリー 4010003019405 関東財務局 一般社団法人
ダブルオーホールディングス

職務執行者
小泉 秀樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

佐藤 太郎 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区富ヶ谷
1-8-3志田ビル1階

03-3469-5721 ― ― ― ○ H28.6.21

芝ウインドアベニュー合同会社 3010003019455 関東財務局 一般社団法人芝ウインドアベ
ニューホールディングス
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.16

株式会社レーシー 6011601017442 関東財務局 ― ― ○ ― ― 03-5927-9674 http://www.racy-
investment.com/racy/
web/racy.html

― ― ○ ○ H28.8.5

合同会社ＡＫ３ホールディングス 2010403011459 関東財務局 本荘倉庫株式会社 職務執行者
北林 義成

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
(株式会社LCパート
ナーズ内)

03-6229-4070 該当なし 該当なし 10,000 ○ H29.4.4

合同会社大手町１９５ 2010003019407 関東財務局 一般社団法人
大手町195

職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

合同会社レア名神レジデンス 5010003019445 関東財務局 一般社団法人
公共レジデンシャルファンドI

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

株式会社ＲＤ観光ソリューション
ズ

2010401110832 関東財務局 大谷 仁人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8542 該当なし 該当なし 45,000,000 ○ H29.7.13

合同会社ＶＩＳＩＯＮ 1120003007723 関東財務局
許 仁成

代表社員 ― ○ 東京都文京区白山五
丁目17番23号エムエ
スフラットエスビル5F

03-5319-3077 ― 経営コンサル
ティング

100,000 ○ H29.3.13

Ｃｌｏｖｅｒ合同会社 6010403011496 関東財務局 クローバー・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-4577-1700 ― ― 100,000 ○ H28.8.29
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合同会社ＳＳＧ１３ 1010003019457 関東財務局 有限会社東京エスピーシーサー
ビシーズ

職務執行者
中村 里佳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 200,000 ○ H28.8.25

合同会社イチロクキャピタル 9010403011452 関東財務局 一般社団法人イチロクホール
ディングス 職務執行者 赤津
忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ○ H29.4.11

合同会社ＮＧＩキャピタル 8010403011437 関東財務局 冨田 将顕 代表社員 ― ○ 東京都品川区北品川
一丁目29-15品川コー
ポ102号

03-6712-4149 該当なし 該当なし 100,000 ○ H29.6.27

合同会社ルージュ 5010003013860 関東財務局 一般社団法人
開発計画基金2

職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_59

― 1,000,000 ○ H28.8.31

合同会社バーチインベストメント 6010003019345 関東財務局 一般社団法人バーチファンディ
ング
職務執行者
関口 陽平

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.23

株式会社ＦＡＳＴ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯ
ＮＳ

1120001164839 関東財務局 井本 博 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
茅場町1-9-2第一稲村
ビル7階

03-5645-3337 http://www.fivs.co.jp 美容、健康用品
の企画、開発、
販売
経営コンサル
ティング

10,000,000 ○ H29.11.22

合同会社エルエー３ 6010003018818 関東財務局 相庭 泰男 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディン
グ7階

03-5200-1635 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

合同会社神宮前ホールディング
ス

9010003019664 関東財務局 一般社団法人スター・ホールディ
ング
職務執行者
荻原 大輔

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

合同会社五反田ホールディング
ス

1010003019663 関東財務局 一般社団法人スター・ホールディ
ング
職務執行者
平野 真理子

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

ぐんぎんリース株式会社 4070001000922 関東財務局 室田 雅之 代表取締役 ○ ○ 群馬県前橋市元総社
町171番地1

027-253-3111 http://www.gungin-
leasing.co.jp

1.航空機、船舶、
車両、産業機械、
工作機械、電子
計算機、事務用
機器、商業設備
機器、医療機器、
不動産等各種物
件及び諸権利の
取得、賃貸借並び
に商品割賦購入
あっせん業務 2．
手形並びに売掛
債権の買取り 3．
前2項に関連する
融資または債務
保証並びに事務
代行 4．事務機
械化および経営
合理化コンサルタ
ント業務 5．譲渡
性預金の売買お
よび売買の媒介・
取次または代理
業務 6．貸金業
7．投資事業有限
責任組合の設
立、運用並びに管
理業務 8．全各
号に附帯する一
切の業務

180,000,000 ○ H29.6.30
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スモールキャップ合同会社 9010003019581 関東財務局 千葉 将人 代表社員 ― ○ 東京都文京区音羽1-
17-18 護国寺ＳＩＡビ
ル8階

03-5940-7325 ― ― 20,000 ○ H28.11.29

ＧＬＰ・ＧＰ有限会社 1010402028579 関東財務局 帖佐 義之 取締役 ○ ○ 東京都港区東新橋1-
5-2
汐留シティセンター4階

03-6858-2250 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.24

Ｍｅｒｃｕｒｙ合同会社 4010403011168 関東財務局 マーキュリー・エムエム・エルエ
ルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― (1) 金銭債権、有
価証券（みなし有
価証券を含む）、
各種法人の株
式、出資持分、資
産の流動化に関
する法律に基づく
特定出資その他
の投資用資産の
取得、保有、管理
及び処分
(2) 不動産の取
得、保有、賃貸、
管理及び処分
(3) 不動産信託受
益権の取得、保
有、管理及び処分
(4) 前三号の事業
を目的とする投資
事業組合財産の
運営、運用及び管
理
(5) 前各号に附帯
関連する一切の
業務

100,000 ○ H28.8.19

Ｓｕｉｓｅｉ ＩＢＬＰ合同会社 5010403011167 関東財務局 マーキュリー・エムエム・エルエ
ルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― (1) 金銭債権、有
価証券（みなし有
価証券を含む）、
各種法人の株
式、出資持分、資
産の流動化に関
する法律に基づく
特定出資その他
の投資用資産の
取得、保有、管理
及び処分
(2) 不動産の取
得、保有、賃貸、
管理及び処分
(3) 不動産信託受
益権の取得、保
有、管理及び処分
(4) 前三号の事業
を目的とする投資
事業組合財産の
運営、運用及び管
理
(5) 前各号に附帯
関連する一切の
業務

100,000 ○ H28.8.25

エフエムシー・ファイブ合同会社 9010003015011 関東財務局 新生インベストメント＆ファイナン
ス株式会社 職務執行者 舛井
正俊

代表社員 ― ○ 東京都千代田区外神
田三丁目12番8号住友
不動産秋葉原ビル

03-6859-3900 ― ― 2,500,000 ○ H29.10.26

合同会社ジェイ・エムシー・ワン 5010403011497 関東財務局 株式会社ジョイント・コーポレー
ション

職務執行者
天野 里司

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目3番5号
赤坂アビタシオンビル2
階

03-5574-7617 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.10

グリーベンチャーズ株式会社 6010401096762 関東財務局 天野 雄介 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号 アーク森
ビル3階

03-5770-9190 http://www.greeventu
res.com/

― 100,000,000 ○ H28.10.28

ＬＡＺＯ株式会社 8011101063381 関東財務局 眞野 定也 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂2-9-2
ＷＡＹＴＯＷＥＲＳ 5Ｆ

03-6277-6964 http://lazo-
group.com/

太陽光発電事
業

1,000,000 ○ H28.9.30
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Ｍｏｎｚａ ＩＢＬＰ合同会社 5010403011571 関東財務局 ロンバーディ・エムエム・エルエ
ルシー
職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号 東都ビル
2階 グローバル・ソ
リューションズ・コンサ
ルティング株式会社内

03-3433-6433 ― （1）．金銭債権、
有価証券（みな
し有価証券を含
む）、各種法人
の株式、出資持
分、資産の流動
化に関する法律
に基づく特定出
資その他の投資
用資産の取得、
保有、管理及び
処分 （2）不動
産の取得、保
有、賃貸、管理
及び処分 （3）
不動産信託受
益権の取得、保
有、管理及び処
分 （4）前三号
の事業を目的と
する投資事業組
合財産の運営、
運用及び管理
（5）前各号に附
帯関連する一切
の業務

100,000 ○ H28.8.10

天野 雄介 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号 アーク森
ビル3階
グリーベンチャーズ株
式会社内

03-5770-9190 ― ― ― ○ H28.8.26

堤 達生 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3階
グリーベンチャーズ株
式会社内

03-5770-9190 ― ― ― ○ H28.8.26

フェニックス・アセット・アドバイ
ザーズ株式会社

9180001068589 関東財務局 服部 祐史 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目11番1 オランダヒ
ルズ森タワーＲＯＰ
1204号

03-5408-8796 http://www.shisan-
bouei.com/

経営コンサルタ
ント、富裕層向
けコンサルタント

5,000,000 ○ H28.10.7

アンカー・アドバイザーズ株式会
社

5010401076666 関東財務局 武藤 真一 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門5丁
目11番1号オランダヒ
ルズ森タワーＲｏＰ603

03-5408-4311 http://anchor-g.com/ 経営コンサル
ティング業

8,000,000 ○ H29.12.1

合同会社さつき 5010003019115 関東財務局 一般社団法人井の頭ホールディ
ングス 職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H30.1.29

森原 夏樹 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿3
丁目45番3号 フォーレ
ストヒルズ202

090-1424-
5438

― 経営コンサル
ティング及びそ
れに付随する業
務

― ○ H28.5.13

合同会社アセット投資事業２号 3010403011656 関東財務局 一般社団法人
コアインベストメントホールディン
グス

職務執行者
松澤 和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7014 ― ― 1,500,000 ○ H28.8.30
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パレスフロント有限会社 9010402032474 関東財務局 黒崎 知岳

Richard J. Reitknecht

取締役 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号
赤坂コミュニティビル4
階
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― 1．不動産の賃
貸、管理、所有
及び処分
2．信託受益権
の取得、保有、
管理、運用及び
処分
3．債券の購入、
管理、運用及び
処分
4．金銭債権の
購入及び処分
5．前号に付帯
関連する一切の
業務

10,700,000 ○ H28.7.12

ＤＣＩパートナーズ株式会社 3010001160723 関東財務局 成田 宏紀 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目9番1号グラン
トウキョウノースタワー

03-5555-6410 http://www.daiwa-
inv.co.jp/dcip/

― 50,000,000 ○ H29.4.4

株式会社Ｒ－ファンド 3010401111978 関東財務局 飯山 英輝 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号
品川インターシティC棟
19階

03-5796-8512 ― ― 500,000 ○ H28.8.24

渡邊 洋行 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F B Dash
Ventures株式会社内

03-6441-3715 http://bdashventures.
com/

― ― ○ H29.5.23

Ｏｃｔａｖｅ Ｊａｐａｎ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ Ｆｕｎｄ Ｉ合同会社

1010403011674 関東財務局 Octave Japan Infrastructure
Fund I
一般社団法人

職務執行者
中村 武

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番1号
ミッドタウン・タワー22
階

03-5412-6130 ― ― 1 ○ H28.5.25

いちご厚岸白浜ＥＣＯ発電所合
同会社

3010403011697 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所9一般社団法
人 職務執行者 五島 英一郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

いちご豊頃佐々田町ＥＣＯ発電
所合同会社

9010403011700 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所9一般社団法
人 職務執行者 五島 英一郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

いちご別海川上町ＥＣＯ発電所
合同会社

2010403011698 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所9一般社団法
人 職務執行者 五島 英一郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

株式会社ＭＥＤＳ ＪＡＰＡＮ 9010501022657 関東財務局 皆川 章生 代表取締役 ○ ― 〒110-0015 東
京都台東区東上野一
丁目8番2号
オーイズミ東上野ビル
東館7階

03-3831-1883 http://meds-
grp.jp/index.html

経営コンサル
ティング業、総
合リース業、事
務代行業

20,000,000 ○ H28.7.21
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ジーエイト・ジャパン・ピーアール
イーエフ・マネジャー・ピーティー
イー・リミテッド

― 関東財務局 井出 清彦 日本における代表者 ― ○ 東京都江東区亀戸六
丁目56番15号

03-6836-5245 該当なし 不動産、土地に
関する権利、固
定資産及びそれ
に付随する権
利、法人によっ
て発行又は保証
される株式、社
債、ハイブリッド
証券、債券、手
形、債務証書及
び証券、並びに
政府、統治者、
コミッショナー、
公共団体、最高
権力機関、地方
自治体、その他
世界中の公的
機関等により発
行又は保証され
る社債、ハイブ
リッド証券、公
債、手形、債務
証書及び証券等
の取得、投資及
び保有

14,754,936.49
米ドル

○ H29.7.25

アコーディア・ゴルフ・アセット合
同会社

6011003004980 関東財務局 一般社団法人ＡＧＴ 職務執行
者 高山 知也

代表社員 ― ○ 東京都品川区東品川
四丁目12番4号品川
シーサイドパークタ
ワー9階

03-6688-1600 http://www.koukoku-
web.jp/c/s03716/

不動産の売却、
交換及び賃貸事
業並びにゴルフ
用品等店舗運
営業務の受託
事業

4,000,000 ○ H29.12.21

ＯＳＧアセットマネージメント合同
会社

3010003018044 関東財務局 鈴木修 代表社員 ― ○ 東京都港区新橋四丁
目9番1号新橋プラザビ
ルコアレジデンス401
号室

03-5425-7039 http://www.osg-
llc.com/

― 100,000 ○ H28.12.27

合同会社中央キャピタルワーク
ス

8010403011701 関東財務局 田村 浩二 代表社員 ○ ○ 東京都港区新橋二丁
目１０番７号
新橋新井清太郎ビル３
Ｆ

03-3539-2950 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

ＧＶＣアセットマネジメント株式会
社

9010001146130 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6661-7621 https://sites.google.c
om/a/gvc-
am.com/gvc/

― ― ○ ○ H28.4.8

ジェネラルパートナー株式会社 6011001100170 関東財務局 佐俣 安理 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区渋谷２
丁目６番６－２０１号

090-8569-
0647

http://anri.vc/ ― 10,000 ○ H29.7.24

合同会社Ｘエナジー 3020003008845 関東財務局 一般社団法人アミエルエナジー
職務執行者 留目 津

代表社員 ○ ― 神奈川県横浜市港北
区新横浜二丁目5番地
9新横浜フジカビル6階

045-472-2710 ― ― 100,000 ○ H29.10.10

株式会社Ｅ－ＲＡキャピタル 6010401103329 関東財務局 野口 寛之 代表取締役 ― ○ 東京都品川区北品川
一丁目29-15品川コー
ポ102号

03-6712-1859 該当なし 該当なし 5,000,000 ○ H29.6.27

東和銀リース株式会社 8070001004151 関東財務局 森村 尚之 代表取締役 ○ ○ 群馬県前橋市本町二
丁目１４番８号新生情
報ビル３階

027-224-7481 www.twbl.co.jp 1．各種設備等
のリース
2．各種設備等
の売買及びファ
イナンス
3．前記付帯関
連業務

100,000,000 ○ H29.7.7

合同会社ＦＣキャピタル 4010403011218 関東財務局 株式会社FCパートナーズ 職務
執行者 野田 貴宏

代表社員 ― ○ 東京都品川区北品川
一丁目29-15品川コー
ポ102号

03-6712-4500 該当なし 該当なし 2,000,000 ○ H29.4.17 ※業務改善命令（投資者保護上
問題のある業務運営）を発出しま
した。
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合同会社東京市民ソーラー 5010903002368 関東財務局 特定非営利活動法人世田谷み
んなのエネルギー
職務執行者
浅輪 剛博

代表社員 ○ ― 東京都世田谷区下馬
一丁目29番6号

080-5671-
1882

― ― 200,000 ○ H29.9.7

合同会社ＷＦファンド１号 8010403011899 関東財務局 一般社団法人WFファンド1号
職務執行者
池田 勉

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階

03-6804-6748 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

合同会社市谷地所 6010003020113 関東財務局 一般社団法人
ＩＥＳ２

職務執行者
佐々木 弘

代表社員 ― ○ 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
いちご地所株式会社
内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.7.29

渋谷ホテル株式会社 4010701027510 関東財務局 太田 晴一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区東二丁
目16番9号
SANKYO第IIIビル4F

03-6712-6210 ― ホテルの保有、
運営

10,000 ○ H28.5.17

合同会社トップフィールド 8010403011916 関東財務局 上野 真理子 代表社員 ○ ― 東京都港区芝浦2-14-
13 加瀬ビル161-3階

090-4286-
7074

― ― 3,000,000 ○ H28.10.6

メイフラワー大崎合同会社 8010003014947 関東財務局 メイフラワー大崎
一般社団法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階
税理士法人平成会計
社内

03-3246-3371 ― ― 4,000,000 ○ H28.5.30

株式会社ルートワンソリューショ
ンズ

4010001104860 関東財務局 金森 宏騎 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
三丁目2番9号三晶ビ
ル8Ｆ

03-4582-2201 ― ― 8,000,000 ○ H28.8.31

ＣＦＩアセットマネジメント株式会
社

6010401109482 関東財務局 大平 洋 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号城山トラス
トタワー31階

03-6450-1530 該当なし コンサルティン
グ

1,000,000 ○ H29.12.20

株式会社ＡＤＣ 9010401113127 関東財務局 桑原 学 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区東日本
橋二丁目18番4号
橋爪ビル2階

03-5839-2741 ― 経営、財務、企
業買収、合併、
事業統合、業務
提携、営業譲
渡、資本参加等
に関するコンサ
ルティング業務

14,000,000 ○ H28.6.8

エイチエル・インベストメンツＩＢＬ
Ｐ合同会社

9010403011948 関東財務局 エイチエル・インベストメンツ・エ
ムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社ＪＩＮＵＳＨＩ ＣＳＦ 7010003020186 関東財務局 一般社団法人
JINUSHI CSF

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_63

― 100,000 ○ H28.8.30

株式会社スガノ・ホールディング
ス

1010401113563 関東財務局 野中多聞 代表取締役 ― ○ 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17階

03-5425-8202 ― ― 50,000 ○ H28.8.31

合同会社ＴＳＭ１１６ 2010403011665 関東財務局 一般社団法人
ＴＳＭ１１６

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室 東京エ
スピーシーマネジメント
株式会社内

03-3560-1115 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

合同会社市民ソーラー産直ネッ
トいばらき・県南筑波

6050003002561 関東財務局 農事組合法人県南筑波農産セ
ンター
職務執行者 細田 正幸

代表社員 ○ ― 茨城県取手市新川297 080-5671-
1882

― ― 100,000 ○ H28.8.31
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Ｍｕｎｉａ合同会社 5010403010763 関東財務局 Munia
一般社団法人

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階青山
綜合会計事務所内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.10

エイチエル・インベストメンツ合
同会社

1010403011947 関東財務局 エイチエル・インベストメンツ・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

合同会社皐月プロパティーズ 5010003019932 関東財務局 一般社団法人皐月プロパティー
ズ
職務執行者
藤田 収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

合同会社サンフラワー 9010003020110 関東財務局 一般社団法人RISING
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

光エナジー合同会社 6010403011414 関東財務局 一般社団法人光ホールディング
ス

職務執行者
山口 伸人

職務執行者
大渕 澄洋

代表社員 ○ ― 東京都港区六本木一
丁目4-5
アークヒルズサウスタ
ワー307号室

03-3589-3585 ― ― 20,000 ○ H28.8.29

有限会社ピクシス 9010002047815 関東財務局 須貝 信 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_54

― 3,000,000 ○ H28.8.31

ＡＳＭ１合同会社 5010003020262 関東財務局 ASM1
一般社団法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

バイタルエッジ株式会社 2010001162092 関東財務局 高士 隼人 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区京橋
2-12-9
55-1京橋ビル701

03-6264-4820 http://vital-
edge.co.jp/

各種マーケットリ
サーチ、マーケ
ティング支援事
業、営業コンサ
ルティング及び
営業アウトソー
シング事業、執
筆、校正、編集
の代行業務、業
界特化型イベン
ト及びセミナー
企画、運営事
業、データ入力・
データベース作
成事業

1,000,000 ○ H28.8.22

合同会社Ｌｏｔｕｓ 8010003020268 関東財務局 一般社団法人
Ｌｏｔｕｓ
職務執行者
東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

株式会社とうきょう活性化ソ
リューションズ

7010401113855 関東財務局 藤田 直人 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティＣ棟19階

03-5796-8500 ― 貸金業 10,000,000 ○ H29.5.16
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安中ソーラー合同会社 3010403011920 関東財務局 グレート・ディスカバリー・ホール
ディングス・エルエルシー
職務執行者
山崎亮雄
職務執行者
Ｌｉｅｗ Ｓｈｅａｕ Ｈｕｉ

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号 赤坂日ノ
樹ビル6階 税理士法
人赤坂国際会計事務
所内

03-3505-2480 ― 1．自然エネル
ギー等を用いる
発電所又は発
電施設の取得、
企画、設計、開
発、施工、管
理、運営及び維
持並びに該当発
電所又は発電
施設の販売 2．
自然エネルギー
等を用いた発電
事業並びに電気
の供給及び販売
事業 3．前各号
に掲げる事業に
付帯または関連
する事業

1 ○ H28.8.25

Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｊａｐａｎ株式会社 1010001132014 関東財務局 王 堅民 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区三崎
町二丁目４番１号
TUG-Iビル9階

03-5275-3470 http://www.skysolarja
pan.co.jp/

太陽光発電事
業

100,000,000 ○ H29.1.27

北越リース株式会社 8110001023155 関東財務局 遠藤 公一 代表取締役社長 ○ ○ 新潟県長岡市今朝白
１－９－２０北越東ビル
５Ｆ

0258-33-6511 http://www.hokuetsul
ease.co.jp/

事務用機器・輸
送用機器・産業
機械・商業機械
設備・工作機
械・土木建設機
械その他のリー
ス並びに割賦金
融等業務

100,000,000 ○ H29.6.26

合同会社サンライズ 8010003020284 関東財務局 一般社団法人RISING
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

合同会社ジェイオー 6010003020278 関東財務局 一般社団法人
ジェイオー

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル 9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.1

Ｒａｅｔｉａ ＩＢＬＰ合同会社 4010403012109 関東財務局 アールピー・ホールディングス・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社ＭＳ債権投資 4010003020354 関東財務局 一般社団法人債権投資事業研
究会

職務執行者
平松 守

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座一
丁目6番2号
銀座Aビル4階
株式会社アセットソ
リューション内

03-5524-0108 ― ― 100,000 ○ H28.8.23

合同会社シンジュクイースト 7010003020368 関東財務局 イーストサイド
一般社団法人

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階 東京共
同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.7.28

Ｌｏｍｂａｒｄｙ合同会社 6010403011570 関東財務局 ロンバーディ・エムエム・エルエ
ルシー
職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号 東都ビル
2階 グローバル・ソ
リューションズ・コンサ
ルティング株式会社内

03-3433-6433 ― ― 100,000 ○ H28.9.26
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ＧＴＹインベストメント合同会社 5010003019651 関東財務局 一般社団法人ＧＴＹ
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 2,000,000 ○ H28.8.30

ＹＦＬ合同会社 5010003020279 関東財務局 一般社団法人
都市創造再生

職務執行者
藤田収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 500,000 ○ H28.8.26

Ｓｕｎｒｉｓｅ Ｍｅｇａｓｏｌａｒ合同会社 2010403011418 関東財務局 一般社団法人俺のメガソーラー
高萩1 職務執行者 加藤 律高

代表社員 ○ ― 東京都中央区京橋一
丁目１１番６号第２アザ
ミビル４Ｆ株式会社AOI
Capital Partners内

03-3535-3566 ― ― 100,000 ○ H29.11.13

合同会社青山タワー 4010403012117 関東財務局 一般社団法人霞町プロパティー
職務執行者
赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー 45階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ○ H28.12.28

ネプチューンＬＰＳ ＧＰ合同会
社

7010403012023 関東財務局 ジーエルピー・ジャパン・ディベ
ロップメント・ピーイー・ホール
ディングス・プライベート・リミテッ
ド
職務執行者 帖佐 義之

代表社員 ○ ○ 東京都港区東新橋1-
5-2
汐留シティセンター4階

03-6858-2250 ― ― 100,000 ○ H28.8.24

クレジット・ギャランティ１号合同
会社

1010003020423 関東財務局 クレジット・クリエイション３号一
般社団法人 職務執行者 北
川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目１番１号国際
ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 10,000 ○ H28.8.10

インキュベイトファンド株式会社 6010401090014 関東財務局 村田祐介 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号 アーク森
ビル3Ｆ

03-3568-3155 http://incubatefund.c
om/

・投資事業組合
に係る事務受託
業務・ベン
チャー投資業
務・各種イベン
ト、セミナー、講
演会等の企画、
運営業務・ベン
チャー企業に関
する各種情報の
調査・収集・提
供業務・企業の
合併、提携、営
業権譲渡、株式
譲渡等の調査
及び企画、並び
にそれらの斡
旋、仲介及びコ
ンサルティング
業務・上記業務
に附帯関連する
一切の業務

72,400,000 ○ H28.9.29

ＢＴＰ Ｃａｐｉｔａｌ合同会社 9010003019986 関東財務局 片岡 瑞穂 代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内1-8-3 丸の内トラス
トタワー本館20F

03-5288-5682 ― ― 100,000 ○ H28.12.14

ＬＩＮＥ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会社 9011001101991 関東財務局 舛田 淳 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区新宿四
丁目１番６号JR新宿ミ
ライナタワー２３階

03-4316-2038 該当事項なし 該当事項なし 55,000,000 ○ H29.12.1

合同会社マイレージスカイ 3010003020272 関東財務局 一般社団法人
マイレージスカイホールディング

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_64

― 100,000 ○ H28.8.30
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Ｌ＆Ｐ合同会社 7010403011561 関東財務局 菅波 和宏 代表社員 ― ○ 東京都千代田区麹町
4-5-20KSビル8階

03-6869-2215 ― ― 3,000,000 ○ H29.11.13

株式会社ＩＢＪ 5010401061775 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5404-3520 www.ibjinc.com ― ― ○ ○ H29.5.24

合同会社ＨＣアルタイル 8010003019649 関東財務局 一般社団法人
サポートホールディングス11号

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号 国
際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 2,000 ○ H28.8.29

合同会社ＨＣベガ 1010003020290 関東財務局 一般社団法人
サポートホールディングス11号

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号 国
際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

合同会社リスペクト 7010403011751 関東財務局 酒井 喜生 代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂二丁
目２０番５号デニス赤
坂５階

03-6441-2671 ― ― 5,000,000 ○ H29.7.7

ＭＣＰＭ３株式会社 6010001162551 関東財務局 亀井 温裕 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目6番1号
丸の内センタービル
ディング2階

03-3284-1625 ― ― 5,005,000 ○ H28.7.26

Ｅｐｉｒｕｓ合同会社 1010403012243 関東財務局 Epirus
一般社団法人

職務執行者
目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階 EPコ
ンサルティングサービ
ス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.25

ルナリアインベストメント合同会
社

2010003020430 関東財務局 ルナリア
一般社団法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_27

― 100,000 ○ H28.8.12

株式会社ＧＩＴ 6010401114920 関東財務局 中野 和浩 代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山二
丁目5番1号

03-3497-8130 ― ― 800,000 ○ H28.6.9

ＲＰ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 6010403012354 関東財務局 アールピー・ホールディングス・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

Ａｒｓｅｎａｌ Ａｓｓｅｔ ＩＢＬＰ合同会
社

7010403012353 関東財務局 アールピー・ホールディングス・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

合同会社プレワン 8010003020524 関東財務局 一般社団法人IES2
職務執行者
佐々木 弘

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

合同会社プレツー 7010003020525 関東財務局 一般社団法人IES2
職務執行者
佐々木 弘

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

合同会社アムテック 7010003020632 関東財務局 本田 卓也 代表社員 ○ ― 東京都千代田区永田
町二丁目１４番３号赤
坂東急ビル１１階

080-3231-
3081

― ― 10,000 ○ H29.1.16

合同会社日吉プロパティーズ 9010003020515 関東財務局 一般社団法人ノース・ポート
職務執行者
藤田 収二

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.30
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合同会社サンライズ・ツー 7010003020541 関東財務局 一般社団法人RISING
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

インクルージョン・ジャパン株式
会社

6010001143444 関東財務局 肥後 （服部） 結花 代表取締役 ― ○ 東京都品川区西五反
田1-11-1アイオス五反
田駅前ビル903

03-6421-7555 http://inclusionjapan.
com/

コンサルティン
グ

1,000,000 ○ H28.9.23

肥後（服部） 結花 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都品川区西五反
田1-11-1 アイオス五
反田駅前ビル 903

03-6421-7555 http://inclusionjapan.
com/

コンサルティン
グ

― ○ H28.9.23

吉澤 康弘 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都品川区西五反
田１−１１−１アイオス五
反田駅前ビル９０３

03-6421-7555 http://inclusionjapan.
com/

コンサルティン
グ

― ○ H28.9.23

Ｈｉｓｔｒｉａ合同会社 5010403012108 関東財務局 ヒストリア・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

Ｒａｅｔｉａ ２ ＩＢＬＰ合同会社 5010403012438 関東財務局 ヒストリア・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社ホワイトライズインベス
トメント

6010003020732 関東財務局 一般社団法人福禄寿キャピタル
職務執行者
福永 隆明

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目1番3号 アーバ
ンネット日本橋二丁目
ビル4階

03-3242-7152 ― ― 500,000 ○ H28.10.12

雄渾キャピタル・パートナーズ株
式会社・櫻井 歩身・阿部 知樹

4010401111069 関東財務局 雄渾キャピタル・パートナーズ
株式会社

櫻井 歩身

阿部 知樹

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都千代田区一番
町5番地
アトラスビル2F

03-6272-8810 http://www.yukoncap
-partners.com/

― 10,000,000 ○ H28.8.19

合同会社ＫＦプロパティーズ 5010003020709 関東財務局 一般社団法人京橋
職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号 霞
が関ビル26階 霞ヶ関
国際会計事務所内

03-5157-1214 ― 不動産賃貸業
（取得し、保有す
る不動産信託受
益権の信託財
産である不動産
（建物）に係るマ
スターリース事
業）

100,000 ○ H28.8.25

The Conscious Group株式会社 3010401051150 関東財務局 榎本 英治 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区東二丁
目16番9号SANKYO第
IIIビル4F

03-6712-6211 なし 宅地建物取引
業

100,000,000 ○ H29.3.14

Ｄａｃｉａ合同会社 3010403012217 関東財務局 Dacia一般社団法人 職務執行
者 滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階ＥＰコ
ンサルティングサービ
ス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H30.1.18

Ｆｌｏｒｅｎｔｉａ ＩＢＬＰ合同会社 2010403012589 関東財務局 ビレンズ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

Ｓａｔｕｒｎｉａ ＩＢＬＰ合同会社 8010403012591 関東財務局 マレンマ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28
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Ｃａｌｖｉｓ ＩＢＬＰ合同会社 6010403012593 関東財務局 カリ・エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号東都ビル2
階
グローバル・ソリュー
ションズ・コンサルティ
ング株式会社内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

Ａｄｒｉａ ＩＢＬＰ合同会社 4010403012595 関東財務局 ハトリア・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

ＭＯＩＬ特定事業合同会社 6010403012528 関東財務局 田中 慶子 代表社員 ― ○ 東京都港区芝大門二
丁目7番7号
ベジタビル4階

03-5425-1067 ― ― 10,000 ○ H28.6.29

Ｌｙｃｉａ合同会社 2010403012218 関東財務局 Lycia一般社団法人
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号東都ビル2
階グローバル・ソリュー
ションズ・コンサルティ
ング株式会社内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.4

株式会社プレアデス・アセット・
アドバイザーズ

3010001126253 関東財務局 三木哲郎 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目3番14号
日産研会館301号室

03-6435-9992 ― 経営コンサル
ティング業務

5,000,000 ○ H28.8.30

ダブルブリッジ合同会社 2010403012614 関東財務局 一般社団法人
シングルブリッジ

職務執行者
松崎桃子

代表社員 ― ○ 東京都港区新橋二丁
目１１番８号
セントランス・２ビル４
階

03-6206-1184 ― ― 100,000 ○ H29.1.16

合同会社Ｙエナジー 4020003009520 関東財務局 一般社団法人アミエルエナジー
職務執行者 留目 津

代表社員 ○ ― 神奈川県横浜市港北
区新横浜二丁目5番地
9新横浜フジカビル6階

045-473-3710 ― ― 100,000 ○ H29.10.10

株式会社とちぎんキャピタル 2060001026474 関東財務局 齋藤 隆 代表取締役 ○ ○ 栃木県宇都宮市松が
峰1丁目3番20号とちぎ
んビル別館4階

028-689-9696 http://www.tochigin-
capital.co.jp/

― 10,000,000 ○ H29.7.25

いちご浜中牧場ＥＣＯ発電所合
同会社

3010403010848 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所12一般社団
法人 職務執行者 野坂 照光

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

いちごみなかみ新巻ＥＣＯ発電
所合同会社

9010403012418 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所13一般社団
法人 職務執行者 野坂 照光

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

いちご米子泉ＥＣＯ発電所合同
会社

3010403012472 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所11一般社団
法人 職務執行者 五島 英一
郎

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

秋田太陽光合同会社 9020003008864 関東財務局 馬場 康輔 代表社員 ○ ― 東京都港区南青山3丁
目3-3 リビエラ南青山
ビルA館6階 株式会社
リビエラ内

03-5474-8105 ― ― 100,000 ○ H28.11.11

千本桜太陽光第１合同会社 3020003008812 関東財務局 馬場 康輔 代表社員 ○ ― 東京都港区南青山3丁
目3-3 リビエラ南青山
ビルA館6階 株式会社
リビエラ内

03-5474-8105 ― ― 100,000 ○ H28.11.11
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新居浜太陽光合同会社 6020003008891 関東財務局 渡邊 裕人 代表社員 ○ ― 東京都港区南青山3丁
目3-3リビエラ南青山
ビルA館6階株式会社
リビエラ内

03-5474-8105 ― ― 100,000 ○ H29.11.28

アジアグロース１合同会社 5010003021302 関東財務局 ACA株式会社
職務執行者
椛田 泰央

代表社員 ― ○ 東京都千代田区永田
町一丁目11番30号
サウスヒル永田町5Ｆ

03-5510-2880 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

株式会社ＷＢＩ 9040001022502 関東財務局 堀部伸孝 代表取締役 ― ○ 千葉県船橋市二子町
５８８番地１ 西船橋リ
リエンハイム弐番館
701号

047-364-8236 ― 1美健機器の販
売・レンタル事
業
21に附帯するコ
ンサルティング
事業

30,000,000 ○ H28.10.11

株式会社シリウスキャピタル 7010001161437 関東財務局
片尾英和

代表取締役 ― ○ 東京都中央区明石町1
－7 ラヴェール明石町
911

090-3426-
3600

― コンサルティン
グ業

1,000,000 ○ H28.10.19

ＫＨパートナーズ合同会社 9011103004432 関東財務局 立原 正文 代表社員 ― ○ 東京都千代田区紀尾
井町4番1号
ニューオータニビジネ
スコート2918号

03-5357-1970 ― 1不動産の売
買、賃貸、管理
並びにそれらの
仲介及び斡旋
2物販業
3株式及び有価
証券の投資、保
有、運用並びに
売買
4貸金業
5上記各号に附
帯する一切の事
業

200,000 ○ H28.11.7

合同会社ユーグレナＳＭＢＣ日
興リバネスキャピタル

9010003021190 関東財務局 株式会社ユーグレナインベストメ
ント
職務執行者 出雲 充
職務執行者 永田 暁彦
職務執行者 鈴木 健吾
職務執行者 室賀 文治
職務執行者 若原 智広
職務執行者 小正 瑞季
職務執行者 山家 創
職務執行者 鳥居 早貴
職務執行者 木下 太郎

代表社員 ○ ○ 東京都港区芝五丁目
33番1号森永プラザビ
ル22階

03-6630-1000 http://www.realtech.fun
d/

― 50,000,000 ○ H29.6.26

ＮＳＳＫジェンパー１合同会社 9010403012070 関東財務局 有栖川アセットマネジメント合同
会社

職務執行者
徳山 一晃

代表社員 ― ○ 東京都港区愛宕２－５
－１愛宕グリーンヒル
ズMORIタワー17F

03-5401-5600 ― ― 50,000 ○ H28.8.25

合同会社ジーアイアイ 5010003021293 関東財務局 一般社団法人
フロンティア

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_19

― 100,000 ○ H28.8.12

合同会社サンライズ・スリー 6010003021350 関東財務局 一般社団法人RISING
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

Ｂｅｙｏｎｄ Ｎｅｘｔ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式
会社、Ｂｅｙｏｎｄ Ｎｅｘｔ Ｖｅｎｔｕｒ
ｅｓ１号有限責任事業組合（伊藤
毅、植波 剣吾）

1010001162465 関東財務局 Ｂｅｙｏｎｄ Ｎｅｘｔ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式
会社 伊藤 毅

代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町1丁目4番3号日本
橋ムロホンビル１

03-4405-8073 http://beyondnextven
tures.com/

有料職業紹介
事業

Ｂｅｙｏｎｄ Ｎｅｘｔ
Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式

会社
1,000,000

○ H29.10.12

合同会社Ｃｏｓｍｏｓ 3010003020727 関東財務局 一般社団法人
Ｃｏｓｍｏｓ
職務執行者
東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.29
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合同会社ＴＩ１１ 7011103005498 関東財務局 稲葉 孝史 代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号 US
ビル4階

03-3230-6789 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社ダブルオーフォー 6010003021400 関東財務局 一般社団法人
ダブルオーホールディングス

職務執行者
小泉 秀樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

株式会社ＢＳＨ 5010401116488 関東財務局 小林 孝徳 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号
品川インターシティＣ棟
19階

03-5796-8542 ― ― 500,000 ○ H29.1.20

ＧＡＴ合同会社 7010403008046 関東財務局 一般社団法人
ＧＡＴ開発

職務執行者
野坂照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室 東京エ
スピーシーマネジメント
株式会社内

03-3560-1115 ― ― 300,000 ○ H28.8.25

ヒカリインベストメント合同会社 9010003021273 関東財務局 ヒカリインベストメント一般社団
法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

ＡＺ－Ｓｔａｒ株式会社 8010001166071 関東財務局 細野 克也 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区九段
南三丁目2番7号いち
ご九段三丁目ビル5階

03-6268-9491 http://www.az―
star.com/

― 30,000,000 ○ H29.7.25

合同会社ラバン公共レジデンスＩ 4010003021303 関東財務局 一般社団法人KBF

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号 霞が
関ビル26階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 300,000 ○ H28.6.10

合同会社クリスタル・クリア・エナ
ジー

4010003020445 関東財務局 一般社団法人Ｃ・Ｃ・Ｓホールディ
ング 職務執行者 北川 久芳

代表社員 ○ ― 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H29.8.31

ヨウテイホールディングス合同
会社

2010403012936 関東財務局 ヨウテイホールディングス・ツー・
エルエルシー
Yotei Holdings II LLC

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目２番９号
日比谷セントラルビル
５階
ＥＰコンサルティング
サービス内

03-6438-4213 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

ＪＳＲライフサイエンスベンチャー
キャピタル合同会社

6010403012874 関東財務局 JSR株式会社 職務執行者 神
谷 紀一郎

代表社員 ― ○ 東京都港区東新橋１
－９－２汐留住友ビル
２３階

03-6218-3595 ― ― 5,000,000 ○ H29.7.14

株式会社コロプラネクスト 2011001104092 関東財務局 山上 愼太郎 代表取締役社長 ― ○ 東京都渋谷区恵比寿
4-20-3ガーデンプレイ
スタワー11F

03-6721-7790 http://coloplnext.co.jp
/jp/

― 100,000,000 ○ H30.1.29

Ｈａｔｒｉａ合同会社 5010403012594 関東財務局 ハトリア・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

合同会社ジェイ・エムシー・ツー 7010403012551 関東財務局 株式会社ジョイント・コーポレー
ション

職務執行者
天野 里司

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目3番5号
赤坂アビタシオンビル2
階

03-5574-7617 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.10

合同会社ＲＳＩＣ Ｔｏｋｙｏ Ｒｅｓｉｄ
ｅｎｃｅＩ

2010003021189 関東財務局 一般社団法人
公共RSIC Tokyo ResidenceI

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 300,000 ○ H28.8.25
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ユフインＩＢＬＰ合同会社 5010403012974 関東財務局 オオイタ・エムエム・エルエル
シー
職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号 ヒュー
リック神谷町ビル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.10.21

オオイタ合同会社 4010403012975 関東財務局 オオイタ・エムエム・エルエル
シー
職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号 ヒュー
リック神谷町ビル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.10.21

株式会社ファンドクリエーション
グループ

8010001145769 関東財務局 田島 克洋 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区麹町
一丁目４番地半蔵門
ファーストビル5階

03-5212-5212 https://www.fc-
group.co.jp/

― 1,170,210,000 ○ H29.8.22

株式会社オプトベンチャーズ 1010001166268 関東財務局 野内 敦 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区四番
町６番東急番町ビル５
階

03-5745-3515 http://www.opt-
ventures.co.jp

経営一般及び資
本政策等のコン
サルティング

75,000,000 ○ H28.7.11

株式会社サンブリッジコーポ
レーション

3011001066811 関東財務局 MINER ALLEN PARKER 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区恵比寿
南1-5-5
JR恵比寿ビル11F

03-5488-6006 https://www.sunbridg
e.com/company/grou
p/

投資事業 90,000,000 ○ H28.8.29

株式会社プライムパートナーズ 1010401113860 関東財務局 堀部 大司 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂5-4-
12 TGA AKASAKA
9F

03-5545-7175 http://www.prime-
prtnrs.com/

企業に対する投
資及びその育
成、コンセルティ
ング業務

1,000,000 ○ H29.8.14

合同会社シーエス青海 4010003021220 関東財務局 シーエス・アオミ・インベストメン
ツ・エルエルシー
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

みらいエネルギー・パートナーズ
株式会社

6010401091945 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5860-1990 http://mirai-energy-
partners.jp/

― ― ○ ○ H30.1.22

虎ノ門壱号合同会社 8010003021522 関東財務局 一般社団法人
都市創造再生

職務執行者
藤田収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.26

合同会社アルマ神戸 8010003021588 関東財務局 一般社団法人
ビスタ神戸

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

合同会社ＴＣＴＳ０５ 3010003019653 関東財務局 一般社団法人エーシーピーブ
リッジ０２
職務執行者
北岡 郁

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 2,000 ○ H28.8.30

合同会社三日月 4010003015718 関東財務局 一般社団法人宗近 職務執行者
林 秀次

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目4番地四谷駅前ビ
ル5階

03-5360-8280 該当なし 該当なし 1,000,000 ○ H29.7.27

合同会社あさまシニアレジデン
ス

2010403012812 関東財務局 一般社団法人シニアビーティー
エス
職務執行者
佐藤 雄助

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号 城山トラ
ストタワー33階

03-6435-6010 ― ― 300,000 ○ H28.9.27

ＲＥＶＩＣパートナーズ株式会社 1010001166474 関東財務局 中桐 悟 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目６番１号大手
町ビル９階

03-6266-0350 ― ― 50,000,000 ○ H29.11.6

合同会社ＫＳＬＦ５ 7010003021606 関東財務局 一般社団法人ケーケーパート
ナーズ 職務執行者 石本 忠
次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21
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Ｂｉｒｅｎｚ合同会社 3010403012588 関東財務局 ビレンズ・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

合同会社レジリートブリッジ
ファースト

8010003021571 関東財務局 一般社団法人レジリートブリッジ
ファースト 職務執行者 鄭 武
壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階霞ヶ関国際
会計事務所内

03-5157-1214 ― ― 600,000 ○ H29.11.9

合同会社ＴＳＭ１１９ 2010403012366 関東財務局 一般社団法人
ＴＳＭ１１９

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室 東京エ
スピーシーマネジメント
株式会社内

03-3560-1115 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

Ｓｈｅｆｆｉｅｌｄ ＩＢＬＰ合同会社 1010403013076 関東財務局 フサキ・ホールディングス・エム
エム・エルエルシー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― ― 100,000 ○ H29.2.28

Ｆｕｓａｋｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 2010403013075 関東財務局 フサキ・ホールディングス・エム
エム・エルエルシー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― ― 100,000 ○ H29.2.28

株式会社エバーグローリー・
ジャパン

4010001163840 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6266-5700 該当なし ― ― ○ ○ H28.8.17

伊藤忠エネクス株式会社 9010401078551 関東財務局 岡田 賢二 代表取締役社長 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番1号虎ノ門ツ
インビルディング東棟

03-6327-8021 https://www.itcenex.c
om

石油及び石油加
工品等の販売
高圧ガス等の販
売電気事業法に
基づく電力の販
売製造等 その
他の事業

19,877,679,900 ○ H29.9.8

Ａ－１投資事業合同会社 9010403012946 関東財務局 吉田 弘明 代表社員 ― ○ 東京都港区三田一丁
目2番21号
ZOOMAZABUJUBAN9
02号室

080-1012-
2876
090-7225-
0510

― ― 2,500,000 ○ H28.8.31

合同会社心斎橋地所 8010003015838 関東財務局 一般社団法人IES2
職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

合同会社サンライズ・フォー 8010003021662 関東財務局 一般社団法人RISING
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

合同会社サンライズ・ファイブ 9010003021694 関東財務局 一般社団法人RISING
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

チュウベツ合同会社 7010403013070 関東財務局 チュウベツ
一般社団法人

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.7.25
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クレジット・ギャランティ２号合同
会社

7010003021705 関東財務局 クレジット・ギャランティ２号一般
社団法人

職務執行者

稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内神
田二丁目2番6号田中
ビル5階あすな会計事
務所内

03-5577-5047 ― ― 10,000 ○ H28.8.23

木暮 圭佑 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区神泉町
１７番１４－６０２号

080-5642-
9884

― ― ― ○ H28.9.20

大和ＰＩパートナーズ株式会社 7010001075595 関東財務局 荒木 秀輝 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区丸の
内1丁目９番1号グラン
トウキョウノースタワー
３０階

03-5555-6001 http://www.dpipartner
s.co.jp/

投資業、貸金業 12,000,000,000 ○ H29.4.28

ジュニア・キャピタル株式会社 3010701030358 関東財務局 渡邊 秀晴 代表取締役 ― ○ 東京都品川区戸越五
丁目4番5号

090-3530-
1142

― ― 1,000,000 ○ H29.12.12

Ｃａｌｉ合同会社 7010403012592 関東財務局 カリ・エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号東都ビル2
階
グローバル・ソリュー
ションズ・コンサルティ
ング株式会社内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社コーケンホールディン
グ

1010003021735 関東財務局 一般社団法人
コーケン

職務執行者 安田 和裕

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
錦町3丁目23番地 メッ
トライフ神田錦町ビル7
階

03-3518-4140 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.16

合同会社ＰＩＡファンド 7011103004839 関東財務局 一般社団法人PAホールディング
ス

（職務執行者
森田威)

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目4番地
四谷駅前ビル5階

03-5360-8280 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

ハクバＩＢＬＰ合同会社 1010403013126 関東財務局 ゴリュウ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-4577-1700 ― ― 100,000 ○ H28.8.10

ゴリュウ合同会社 9010403013119 関東財務局 ゴリュウ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-4577-1700 ― ― 100,000 ○ H28.8.10

株式会社ＡＰ Ｖ ＧＰ 2010401117266 関東財務局 笹沼 泰助 代表取締役 ○ ○ 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17階

03-3436-1760 ― ― 250,000 ○ H29.5.22

ＰＬＵＧＡ ＡＩ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ株式会社

2011001104340 関東財務局 知久和彦 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区広尾２
丁目２番２０号
ヴェラハイツ広尾２０１

03-3409-4810 ― ― 1,000,000 ○ H28.6.17

エイチエル・インベストメンツ２ＩＢ
ＬＰ合同会社

9010403013192 関東財務局 エイチエル・インベストメンツ・
ツー・エムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号 赤坂日ノ
樹ビル6階 税理士法
人赤坂国際会計事務
所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15
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一般社団法人コンピュータソフト
ウェア協会

3010405010499 関東財務局 荻原 紀男 代表理事
(会長)

― ○ 東京都港区赤坂一丁
目３番６号赤坂グレー
スビル４階

03-3560-8440 http://www.csaj.jp/ (1)コンピュータソフトウェ
アの権利保護に関する
調査研究
(2)コンピュータソフトウェ
アに係る技術に関する調
査研究及び標準化の推
進
(3)コンピュータソフトウェ
アに係る開発人材の育
成並びに動向等に関す
る調査研究
(4)コンピュータソフトウェ
アに係るベンチャー企業
の発掘及び育成
(5)コンピュータソフトウェ
アの流通・提供に関する
調査研究並びに取引の
高度化の推進
(6)コンピュータソフトウェ
ア産業の国際化の推進
(7)コンピュータソフトウェ
アに係る利用技術向上
のための人材育成
(8)コンピュータソフトウェ
アに係るセキュリティ対
策等の推進
(9)コンピュータソフトウェ
アに関する事項の政府、
関係機関等に対する意
見表明及び具申
(10)コンピュータソフト
ウェアに関係する機関等
との情報交流及び連携

― ○ H30.1.12

株式会社かわ屋東京 7010401112659 関東財務局 田中 彰 代表取締役 ○ ― 東京都港区愛宕二丁
目５－１愛宕グリーン
ヒルズMORIタワー２４
階

03-6452-8647 ― 飲食店経営 100,000 ○ H29.9.19

合同会社ＴＳＭ１２４ 2010403012837 関東財務局 一般社団法人
ＴＳＭ１２４

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

合同会社ＬＣリテールファンド２
号

8010403013045 関東財務局 一般社団法人LCリテールファン
ド1号 職務執行者 西内 幸士

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
(株式会社LCパート
ナーズ内)

03-6229-4070 http://www.nishiuchi-
cpa-office.com/

該当なし 10,000 ○ H29.6.7

ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式
会社

3010401117843 関東財務局 大塚 純 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号 明治
安田生命ビル15階

03-6266-5993 http://www.jipcap.co
m/index.html

経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

10,000,000 ○ H28.8.10

アリマＩＢＬＰ合同会社 9010403013242 関東財務局 ロッコウ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号
日比谷セントラルビル5
階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

ミョウコウＩＢＬＰ合同会社 5010403013246 関東財務局 アカクラ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

ザオウＩＢＬＰ合同会社 6010403013245 関東財務局 ジゾウヤマ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.29
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シラハマＩＢＬＰ合同会社 7010403013244 関東財務局 ニシムロ・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

ドウゴＩＢＬＰ合同会社 8010403013243 関東財務局 シキ・エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

ブレイン・アンド・キャピタル・イン
ベストメンツ株式会社

6010401112602 関東財務局 澤田 宏之 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル13階

03-5561-5210 http://www.brainandc
apital.com/index.html

貸金業 10,000,000 ○ H29.10.31

８ｔｈ Ｋｉｎｇｄｏｍ合同会社 5010403013130 関東財務局 Hsiang
一般社団法人

職務執行者
黒崎知岳

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― ― 100,000 ○ H28.6.20

合同会社ココファンド 1010003021669 関東財務局 一般社団法人
日本橋一丁目プロジェクト

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階・16階

03-3231-1994 ― ― 800,000 ○ H28.8.30

合同会社ＡＩＰプリンシパルイン
ベストメント

9010003017981 関東財務局 一般社団法人
SmartEquityInvestment

職務執行者
川戸航介

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋1-
15-6 内幸町企画ビル
5F

03-6205-7284 ― ― 120,000 ○ H28.8.30

株式会社沖縄活性化ソリュー
ションズ

8360001005533 関東財務局 大谷 仁人 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティＣ棟19階

03-5796-8500 該当なし 該当なし 70,000,000 ○ H29.6.21

ＡＣＡ革新基金運用株式会社 4010001167585 関東財務局 近藤 直樹 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区永田
町一丁目11番30号
サウスヒル永田町5Ｆ

03-5510-2870 ― ― 30,000,000 ○ H28.8.16

ＩＰＡ・Ｓキャピタル株式会社 2010001167793 関東財務局 木嶋 豊 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区二番
町５番地麹町駅プラザ
705

03-3263-8606 ― ― 2,500,000 ○ H29.4.28

イグナイト・インベストメンツ株式
会社

1010401117052 関東財務局 岩本 和広 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号 Ｕ
Ｓビル4階

03-5226-7761 http://www.ignite-
investments.co.jp/

1．企業の事業
計画の策定及び
財務経理数値な
どのモニタリン
グサービスの提
供
2．企業の経営
プロセスや業務
改善の立案及び
実行
3．企業のマー
ケティングや製
品・商品開発の
最適化
4．起業に関する
経営陣のヘッド
ハンティング及
び外部プロ
フェッショナルの
選定に関するア
ドバイス

1 ○ H28.4.11

ＤＡＮベンチャーキャピタル株式
会社

6010001167922 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3507-5728 http://www.danvc.com/ ― ― ○ ○ H29.7.31
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いちご取手下高井ＥＣＯ発電所
合同会社

8010403013227 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所16一般社団
法人 職務執行者 野坂 照光

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

ＡＴ合同会社 5010403013254 関東財務局 一般社団法人
ウエスト新橋

職務執行者
村瀬義徳

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目10番1号 正直屋
ビル9階

050-3631-
9162

― ― 100,000 ○ H28.8.26

合同会社吉祥寺ホールディング
ス

3010603005094 関東財務局 一般社団法人スター・ホールディ
ング
職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

ＳＳＪフィナンシャル・ヴィークル
１合同会社

3010003022021 関東財務局 一般社団法人
SSJメガソーラー2
職務執行者
松本 光博

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区
三崎町二丁目
４番１号
ＴＵＧ－Ｉビル
９Ｆ

03-5275-3470 ― ― 300,000 ○ H28.5.16

合同会社ＴＫＩ 2010003022055 関東財務局 未来創電一般社団法人 職務執
行者 北川 久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 200,000 ○ H28.8.30

合同会社Ｓａｋｕｒａ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ
３

5010003017911 関東財務局 一般社団法人Ｓａｋｕｒａ Ｌｏｇｉｓｔｉ
ｃｓ３
職務執行者 東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

合同会社ＫＲＦ５９ 4010003021971 関東財務局 一般社団法人KRF59 職務執行
者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21

合同会社アセッツブレーン 7011003005870 関東財務局 株式会社ディワン 職務執行者
白濱 満明

代表社員 ○ ○ 東京都目黒区青葉台
二丁目19番10号6階

03-6808-8678 ― ― 1,000,000 ○ H29.7.24

合同会社セブンスター１ 9011103005752 関東財務局 一般社団法人
セブンスター

職務執行者
池田卓也

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目4番地
四谷駅前ビル5階

03-5360-8280 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

ＪＡＩ再生可能エネルギーファンド
２０１５－０１合同会社

2010003022014 関東財務局 一般社団法人再生可能エネル
ギー
職務執行者
高山 知也

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.16

合同会社北関東ＳＣプロジェクト 8010003022082 関東財務局 一般社団法人北関東SCプロジェ
クト 職務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階霞ヶ関国際
会計事務所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H29.3.9

ＮＳＳＫジェンパー２合同会社 8010403012955 関東財務局 有栖川アセットマネジメント合同
会社 職務執行者 津坂 純

代表社員 ○ ○ 東京都港区愛宕２－５
－１愛宕グリーンヒル
ズMORIタワー17F

03-5401-5600 ― ― 50,000 ○ H29.11.20

ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ鉾田合同
会社

3220003001508 関東財務局 一般社団法人俺のメガソーラー
鉾田1 職務執行者 加藤 律高

代表社員 ○ ― 東京都中央区京橋一
丁目１１番６号第２アザ
ミビル４Ｆ株式会社AOI
Capital Partners内

03-3535-3566 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.13

株式会社ぶぎんキャピタル 6030001007399 関東財務局 渡邊 稔 代表取締役 ― ○ さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地8

048-657-0931 ― 有価証券の購
入・保有ならび
に売却
経営コンサル
ティング業務

20,000,000 ○ H29.10.25

合同会社アール 7010003022059 関東財務局 朝生 隆一 代表社員 ○ ○ 東京都中央区月島一
丁目8番1-2903号

03-6228-2247 ― ― 150,000 ○ H28.8.22
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合同会社ＫＳＬＦ６ 1010003022097 関東財務局 一般社団法人KSLF6 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21

アカクラ合同会社 4010403013189 関東財務局 アカクラ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

株式会社Ｇ＆Ｐアセット 1011101074071 関東財務局 杉原 修 代表取締役 ○ ― 東京都新宿区歌舞伎
町2丁目1番2号 ＨＡＮ
ＲＯＫＵビル4階

03-5155-3149 ― ― 1,000,000 ○ H28.12.28

山本 道 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区麻布十番
一丁目10番10号
ジュールA 5階
NKリレーションズ合同
会社内

03-3505-5793 ― ― ― ○ H28.8.30

ソラ株式会社 6010401113831 関東財務局 中谷 正和 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂2-9-2
ＷＡＹＴＯＷＥＲＳ 5Ｆ

03-6277-6964 ― ― 300,000 ○ H29.4.7

ホライズン株式会社 4010401116778 関東財務局 廣瀬 圭子 代表取締役 ― ○ 東京都港区麻布台三
丁目３番９号飯倉三生
マンション７０２号

03-5545-5592 http://horizon-
saisei.co.jp/

経営コンサル
ティング業

11,750,000 ○ H29.6.16

ジゾウヤマ合同会社 5010403013188 関東財務局 ジゾウヤマ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
青山綜合会計事務所
内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.8.29

テピアＩＰＡキャピタル株式会社 3010401115137 関東財務局 江本 真聰 代表取締役 ― ○ 港区虎ノ門四丁目３番
１号城山トラストタワー
３１階

03-6721-5505 ― 財務コンサル
ティング

2,000,000 ○ H29.5.12

合同会社グリーンファイル 1010403013167 関東財務局 三輪 直 代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目7番10号虎ノ門
ニューファッションビル
2階

03-6808-3375 該当なし 該当なし 1,000,000 ○ H29.7.27

株式会社ＪＣＩ 9011601015971 関東財務局 濱口 一城 代表取締役 ― ○ 東京都練馬区練馬
3-19-10

03-5946-7211 http://www.jci-
inc.com/

経営コンサル
ティング、研修・
セミナー

4,000,000 ○ H28.8.23

Ｍａｒｅｍｍａ合同会社 9010403012590 関東財務局 マレンマ・エムエム・エルエル
シー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

株式会社長越 2011001105512 関東財務局 清水 健次 代表取締役 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目12番17号銀座石
川ビル3F

03-6712-6870 http://www.nagakoshi.
co.jp/

監査役及び取締
役に対するアド
バイス事業
会計事務の支
援事業
上場事務の支
援事業

10,000,000 ○ H30.1.15

長南 伸明 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目12番17号銀座石
川ビル3F（株式会社長
越内）

03-6712-6870 ― 公認会計士業 ― ○ H30.1.15

黒越 誠治 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目12番17号銀座石
川ビル3F（株式会社長
越内）

03-6712-6870 ― ― ― ○ H30.1.15

トカチ合同会社 2010403012969 関東財務局 トカチ一般社団法人
職務執行者
松澤 和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階青山
綜合会計事務所内

03-5404-5500 ― ― 100,000 ○ H28.9.30
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ＳＨＨＡ合同会社 6010403010671 関東財務局 一般社団法人ＳＨ４３
職務執行者
小川 聡

代表社員 ― ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目2番2号 東
宝日比谷ビル13Fクリ
フィックス税理士法人
事務所内

03-3500-5270 ― ― 300,000 ○ H28.8.10

ＴＳ４０合同会社 1010003022023 関東財務局 一般社団法人ＩＷＫ８０２ 職務
執行者 小川 聡

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目２番２号東宝
日比谷ビル13Fクリ
フィックス税理士法人
事務所内

03-3500-5270 ― ― 310,000 ○ H30.1.11

合同会社那覇ホールディングス 1010403013258 関東財務局 一般社団法人琉球ホールディン
グス

職務執行者
山本顕三

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4F 株式会
社赤坂国際会計内

03-6804-6748 ― ― 50,000 ○ H28.8.16

合同会社ＣＰ１号 6010403013690 関東財務局 株式会社クラフトコーポレーショ
ン

職務執行者
品川裕司

代表社員 ○ ○ 東京都港区新橋５丁
目７－１２ ひのき屋ビ
ル４階

03-6721-5673 ― ― 500,000 ○ H28.8.23

イシカリ合同会社 6010403013071 関東財務局 イシカリ
一般社団法人

職務執行者
福永 隆明

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号
東都ビル2階
グローバル・ソリュー
ションズ・コンサルティ
ング株式会社内

03-3433-6433 ― ― 100,000 ○ H28.8.10

株式会社アクロホールディング
ス

8010001068136 関東財務局 小野 賀津雄 代表取締役ＣＥＯ ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町四丁目8番15号ネ
オカワイビル6Ｆ

03-4530-0001 https://www.acroholdi
ngs.com/

ＩＴ企業向け経営
支援グループ会
社の統括

281,000,000 ○ H29.10.6

合同会社那覇ホールディングス 1010003022262 関東財務局 一般社団法人スター・ホールディ
ング
職務執行者
山本 祐紀

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

彩都東部合同会社 1010003021512 関東財務局 一般社団法人ディエイチ・アセッ
ト・ワン 職務執行者 中村 樹

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1993 ― ― 100,000 ○ H29.8.14

合同会社元住吉さがみ野開発
プロジェクト

2010003022261 関東財務局 一般社団法人元住吉さがみ野
開発プロジェクト 職務執行者
菅谷 英伸

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号東京日
本橋タワー１１階

03-3270-6288 ― ― 100,000 ○ H29.3.9

合同会社エスアイエム・インベス
トメンツ

2010403013546 関東財務局 エスアイエム・ホールディングズ・
エルエルシー

職務執行者
山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― ― 100,000 ○ H29.1.27

Ｆ＆Ｔ Ｈｙｄｒｏ ｐｏｗｅｒ合同会社 4010403013536 関東財務局 トレイダーズホールディングス株
式会社

職務執行者
新妻 正幸

代表社員 ― ○ 東京都港区浜松町
1-10-14 住友東新橋
ビル３号館７階

03-4330-4771 ― ― 300,000 ○ H28.4.1

合同会社琉球ホスピタリティ 4010403013759 関東財務局 一般社団法人霞町プロパティー
職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ○ H29.4.11

Ｇｏｌｄｅｎ Ｐｉｃｃｏｌｏ合同会社 2010003021734 関東財務局 一般社団法人Ｇｏｌｄｅｎ Ｐｉｃｃｏｌｏ
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1 ○ H28.8.10

合同会社ＳＡアリーナ 1010003022353 関東財務局 シンヨコハマ
一般社団法人

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階 東京共
同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 1,000,000 ○ H28.7.28
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合同会社西船橋南鳩ヶ谷開発
プロジェクト

4010003022318 関東財務局 一般社団法人西船橋南鳩ヶ谷
開発プロジェクト 職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階霞ヶ関国際
会計事務所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H29.3.9

日本協創投資株式会社 3010001170037 関東財務局 櫻田 浩一 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディン
グ20階

03-5244-5918 ― ― 35,000,000 ○ H29.4.11

合同会社プラムイースト 4010003022350 関東財務局 一般社団法人
プラムイースト

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル 9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.1

合同会社ダブルオーファイブ 5010003021995 関東財務局 一般社団法人
ダブルオーホールディングス

職務執行者
小泉 秀樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

合同会社両国西川口開発プロ
ジェクト

7010003022364 関東財務局 一般社団法人
両国西川口開発プロジェクト 職
務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階霞ヶ関国際
会計事務所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H29.3.9

ＭＳＤ企業投資株式会社 3010001170243 関東財務局 安田 浩
會田 英正

代表取締役
代表取締役

― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目３番７号日本
経済新聞社本社ビル８
階

03-3285-3622 http://www.msdi.jp ― 49,500,000 ○ H29.7.26

ＭＪ物流ファンド・フォー合同会
社

4010003022375 関東財務局 エム・ジェイ・アイ・エイ一般社団
法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_14

― 500,000 ○ H28.8.12

合同会社エル・ブルー 8010403013805 関東財務局 一般社団法人
SH75

職務執行者
松澤和浩

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7062 ― ― 100,000 ○ H29.2.23

株式会社アコード・ベンチャーズ 6010701030958 関東財務局 石丸 文彦 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木4丁
目1番4号黒崎ビル6階

090-5763-
0701

http://accordventure
s.co.jp/

経営コンサルタ
ント業

1,000,000 ○ H29.5.11

合同会社さきがけスクエア・ワン 8010003022405 関東財務局 一般社団法人さきがけホール
ディングス・ワン 職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.6.10

ニシムロ合同会社 6010403013187 関東財務局 ニシムロ・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

株式会社ＡＢＢＡＬａｂ 4010401107348 関東財務局 小笠原 治 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
練塀町３番地富士ソフ
トビル12階

03-6869-3362 abbalab.com 1.投資業
2.投資先企業の
事業支援、助
言・指導に関す
る業務
3. 不動産の賃
貸、管理、仲
介、斡旋及びこ
れらの代理
4. 各種コンサル
ティング業
5. 前各号に附帯
する一切の事業

151,500,000 ○ H29.11.21
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合同会社ジャパンコアインベスト
メント

4010403013800 関東財務局 一般社団法人
ジャパンコアインベストメント

職務執行者
松澤 和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-6699 ― ― 1,200,000 ○ H28.8.30

テピア・インベストメント株式会
社

4010401119723 関東財務局 江本 真聰 代表取締役 ― ○ 港区虎ノ門4-3-1城山
トラストタワー３１階

03-6403-5880 ― 財務コンサル
ティング

50,000,000 ○ H29.5.12

合同会社プラム 2010403012077 関東財務局 一般社団法人
ルテニウムキャピタル

職務執行者
松澤和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目１番１号
赤坂111ビル

03-5544-6860 ― ― 660,000 ○ H28.7.25

西湖ＩＢＬＰ合同会社 8010403013838 関東財務局 フジ・ホールディングス・スリー・
エムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号 赤坂日ノ
樹ビル6階 税理士法
人赤坂国際会計事務
所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

合同会社ユービジョン 2010403013703 関東財務局 福田 拓哉 代表社員 ― ○ 東京都新宿区新宿一
丁目3番5号
新進ビル303

03-6380-4165 ― ― 10,000 ○ H28.8.31

コスモプロパティー合同会社 8010603005098 関東財務局 コスモホールディング１一般社団
法人

職務執行者
宮里 猛

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号
明治生命館5階

03-6880-2800 ― ― 100,000 ○ H28.8.12

株式会社KHホールディングス 4010401105797 関東財務局 藤井 潤 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
茅場町三丁目2番2号
ＥＫＫビル2階

03-6206-2410 ― ― 1,500,000 ○ H29.8.30

Ｌｉｎｋ Ａｓｉａ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 7010901036886 関東財務局 小尾 一介 代表取締役 ― ○ 東京都世田谷区下馬
六丁目30番15号
パークコート学芸大学
408号室

03-5433-2213 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.4

笠井 玲央 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂二丁
目23番1号
アークヒルズフロントタ
ワー705

03-3568-3155 ― ― ― ○ H28.4.19

ブルーパートナーズ株式会社 8010001170981 関東財務局 沖元 佑介 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番6号大手
町フィナンシャルシティ
サウスタワー29階

03-3244-1351 ― 貸金業 3,000,000 ○ H29.5.2

ヘルスケアブリッジ２号合同会
社

1010003019655 関東財務局 一般社団法人
サポートホールディングス11号

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号 国
際ビルヂング9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 2,000 ○ H28.8.29
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フィデル・アドバイザリー有限責
任事業組合（菊池 裕二、関口
崇、久田 哲生、西本 清身、菅
祐治、密田 隆志、八代 智弘）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都世田谷区上馬
3-18-11 エルフレア
駒沢1004

03-6805-3675 ― 菊池裕二：会社
経営（フィデル・
パートナーズ株
式会社 代表取
締役） 関口崇：
会社経営（ス
リーアローズ財
務コンサルティ
ング株式会社
代表取締役）
久田哲生：会社
経営（スリーア
ローズ財務コン
サルティング株
式会社 代表取
締役）

― ○ H28.10.28

DBJ地域投資株式会社 7010001170784 関東財務局 本野 雅彦 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町1-9-6大手町フィナ
ンシャルシティサウスタ
ワー29階株式会社日
本政策投資銀行内

03-3244-1351 該当なし ― 7,000,000 ○ H30.1.15

Ｓ１合同会社 3010003022459 関東財務局 アセットマネジメント株式会社
職務執行者
須田 幸生

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目1番7号 ＮＢ
Ｆ日比谷ビル24階 ｍ
ａｎｅｏ株式会社内

03-6205-7437 ― ― 10,000 ○ H28.10.18

ユニバーサルマテリアルズイン
キュベーター株式会社

6010001170983 関東財務局 月丘 誠一 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区明石町
8-1聖路加タワー32階

03-5148-5241 http://www.umi.co.jp/ 企業診断、投資
計画及び経営一
般に関するコン
サルティング
企業の合併・提
携、営業権・有
価証券の譲渡に
関する指導・仲
介及び斡旋
市場調査及び産
業経済調査
投融資業務の
経理事務及び審
査業務の受託

19,000,000 ○ H29.8.30

シキ合同会社 7010403013186 関東財務局 シキ・エムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号 赤坂日ノ
樹ビル6階 税理士法
人赤坂国際会計事務
所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

合同会社ウェストゴールドリーシ
ング

2010003022542 関東財務局 一般社団法人虎ノ門アセットリー
シング
職務執行者
本郷雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.10

合同会社常総２プロパティーズ 3010003022541 関東財務局 一般社団法人常総２プロパ
ティーズ
職務執行者
藤田 収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.30

合同会社ＥＧ３ 6010003022539 関東財務局 エム・ジェイ・アイ・エイ一般社団
法人 職務執行者 在原 博

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号東京日
本橋タワー１１階

03-3270-6288 ― ― 100,000 ○ H29.3.21

合同会社ＫＲＦ４５ 8010003019450 関東財務局 一般社団法人大森 職務執行者
石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21
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スカイランドベンチャーズ株式会
社

8010701030493 関東財務局 木下 慶彦 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区荏原1-
25-15

090-6023-
0760

http://www.skyland.vc
/

インターネット
サービスの企
画・開発事業
コンサルティン
グ事業

1,000,000 ○ H28.8.26

ＴＲＹインベストメントシータ合同
会社

1010003022543 関東財務局 一般社団法人TRYインベストメン
トシータ
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.6.15

株式会社アジアピクチャーズエ
ンタテインメント

3011001097550 関東財務局 上野 由洋 代表取締役 ○ ― 東京都港区芝浦2-14-
13 加瀬ビル161
4階

03-3452-2211 http://apie.jp 映像製作及び関
連業務全般

34,200,000 ○ H28.8.31

合同会社西日本ホールディング
ス

9010003022593 関東財務局 一般社団法人ブイエスエル
職務執行者
佐々木 弘

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

Ｏｃｅａｎ Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 5011001107877 関東財務局 桐谷 直毅 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区神宮前5
丁目38-6パシフィック
神宮前3F

03-6419-7372 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ○ H29.10.11

琉球ホールディングス合同会社 4010403014039 関東財務局 リュウキュウ・ホールディングス・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

八重山リゾートホテルＩＢＬＰ合同
会社

1010403014066 関東財務局 リュウキュウ・ホールディングス・
エムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号 赤坂日ノ
樹ビル6階 税理士法
人赤坂国際会計事務
所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

合同会社Ａｌｖａｍａｒ Ｊａｐａｎ Ｆｕ
ｄｏｓａｎ

7010403013483 関東財務局 一般社団法人Alvamar Japan
Fudosan 職務執行者 山中 宏
之

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階株式
会社青山綜合会計事
務所内

03-5404-6699 ― ― 100,000 ○ H29.7.11

合同会社難波3丁目開発事業 3010003022566 関東財務局 一般社団法人Ａｐｒｉｃｏｔ 職務執
行者 東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H29.11.8

恒信サービス株式会社 6011101006557 関東財務局 山田 悦弘 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区四谷二
丁目13番地第一勧業
信用組合本店5階

03-3358-9455 ― 第一勧業信用
組合の事業用
不動産の管理お
よび第一勧業信
用組合の事務
代行
・不動産の所
有、管理および
賃借
・文書、証票等
書類の作成、印
刷、配送等

250,000,000 ○ H30.1.26

Ｇａｎｇｅｓ２ＩＢＬＰ合同会社 7010403014085 関東財務局 インダス・ツー・エムエム・エルエ
ルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25

Ｉｎｄｕｓ２合同会社 6010403014086 関東財務局 インダス・ツー・エムエム・エルエ
ルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル5階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.25
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株式会社みらい創造機構 9020001107544 関東財務局 岡田 祐之 代表取締役社長 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目２番１号岸本
ビルヂング6階

03-6311-6958 http://miraisozo.co.jp
/

企業、及び自治
体への経営アド
バイス

10,000,000 ○ H29.10.17

株式会社Ｈ＆Ｄパートナーズ 1010001171929 関東財務局 奥 直子 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目９番６号大手
町フィナンシャルシティ
サウスタワー３１階

03-3244-2748 ― 1 金銭債権、不動
産、株式の売買
並びに売買の仲
介および斡旋
2 金銭の貸付業
務
3 経営および財務
に関するコンサル
ティング業務
4 投資事業有限
責任組合契約に
関する法律に基
づく投資事業有限
責任組合への出
資および投資事
業有限責任組合
の組成・運営に関
する業務
5 他の会社（株式
会社および合同
会社等）の株式、
社債または持分
等に対する投資
業務
6 前各号に付帯
関連する一切の
業務

10,000,000 ○ H29.9.20

合同会社セイクリッドツリー 9010003019656 関東財務局 一般社団法人セイクリッドツリー
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目１番１号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 ― ― 2,000 ○ H29.8.31

株式会社エナリス 9011801020788 関東財務局 小林 昌宏 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
駿河台2-5-1御茶ノ水
ファーストビル14階

03-6657-5453 www.eneres.co.jp エネルギー情報
業

3,571,537,000 ○ H29.12.19

佐野 順一郎 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区二番
町４番地４パークハウ
ス二番町９０４号

090-4819-
6107

― ― ― ○ H28.6.16

ピーピーエフエー・ジャパン・
ピーアールイーエフ・マネ
ジャー・ピーティーイー・リミテッ
ド

― 関東財務局 加藤 順一 日本における代表者 ― ○ 東京都江東区亀戸六
丁目56番15号

03-6836-5245 該当なし 1.不動産、土地に関
する権利、固定資
産及びそれに付随
する権利、法人に
よって発行又は保
証される株式、社
債、ハイブリッド証
券、債券、手形、債
務証書及び証券、
並びに政府、統治
者、コミッショナー、
公共団体、最高権
力機関、地方自治
体、その他世界中
の公的機関等によ
り発行又は保証さ
れる社債、ハイブ
リッド証券、公債、
手形、債務証書及
び証券等の取得、
投資及び保有
2.上記に関連し、若
しくは、当会社の資
産の価値又は利益
の向上のために直
接的又は間接的に
予測される、当会社
に有用と考えられる
一切の業務
3.その他上記に付
帯関連する一切の
業務

298,642.84米ド
ル

○ H29.11.14
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合同会社八王子寺町開発プロ
ジェクト

8010003022719 関東財務局 一般社団法人
八王子寺町開発
プロジェクト

職務執行者
菅谷 英伸

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-6288 ― ― 100,000 ○ H28.7.28

合同会社ジュピター 3010903002758 関東財務局 進藤 翔太郎 代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋二
丁目22番1号 ル・グラ
シエルＢＬＤ4 9階

03-5425-8240 http://jupitor-
llc.com/

― 20,000,000 ○ H28.8.18

ＳＳＪフィナンシャル・ヴィークル
２合同会社

5010003022713 関東財務局 一般社団法人
SSJメガソーラー2
職務執行者
松本 光博

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区
三崎町二丁目
４番１号
ＴＵＧ－Ｉビル
９Ｆ

03-5275-3470 ― ― 300,000 ○ H28.5.16

合同会社Ｈ＆Ｍ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 6010703002939 関東財務局 安藤 博 代表社員 ○ ○ 東京都品川区上大崎
一丁目１２番２４号

090-1422-
5161

― ― 1,000,000 ○ H28.8.2

合同会社亀戸駅前松原団地開
発プロジェクト

1010003022766 関東財務局 一般社団法人亀戸駅前松原団
地開発プロジェクト 職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階霞ヶ関国際
会計事務所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H29.3.9

ｍｔｍｙｙ合同会社 8010003022768 関東財務局 マイルストーンターンアラウンド
マネジメント株式会社
職務執行者
早瀬 恵三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内３－４－１
新国際ビル８階

03-6860-3510 ― 経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務、その他
付随する業務

0 ○ H28.8.8

横浜大黒物流センター合同会社 8010003015020 関東財務局 一般社団法人アセットホールディ
ングス
職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 100,000 ○ H28.6.24

ＲＪＡエナジーＧＰ株式会社 2010001172034 関東財務局 佐野 大祐 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目11番地
精興竹橋共同ビル2階

03-3259-8527 ― ― 5,000,000 ○ H28.8.26

合同会社ブリック 2010003022848 関東財務局 一般社団法人
ブリック

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1995 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.10

株式会社エースタート 2010401115955 関東財務局 渡邊一正 代表取締役 ― ○ 東京都港区三田3-5-
27
住友不動産三田ツイン
ビル西館17階

03-5444-3611 http://www.astart.co.j
p/

1.ベンチャービ
ジネスへの投資
及び育成
2.経営コンサル
ティング業
3.ファンドの募
集、運用及び管
理
4.会社の合併並
びに技術、販
売、製造、企画
等の業務提携
の斡旋
5.講演会、講習
会、セミナー等
の企画、開催及
び運営
7.前各号に付帯
する一切の業務

10,000,000 ○ H28.12.12
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筑波総研株式会社 9050001009283 関東財務局 五島 裕輔 代表取締役 ○ ○ 茨城県つくば市竹園一
丁目7番

029-829-7560 https://www.tsukubair
.co.jp

1．コンピュータ運
行業務の受託
2．コンピュータシ
ステムの企画、開
発、販売、保守に
関する業務
3．コンピュータシ
ステムによる計算
業務の受託
4．コンピュータソ
フト販売に伴う付
属機器の販売
5．現金自動設備
及び店舗防犯機
器の保守・管理業
務
6．経営管理の指
導に関する業務
7．金融・経済に関
する調査、研究、
出版事業
8．各種企業及び
団体に属する社
員の研修業務
9．前各号に付帯
する一切の業務

50,000,000 ○ H29.7.21

株式会社ＧＸインキュベート 8010701031574 関東財務局 松田 光希 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区平河
町二丁目5番3号
Ｎａｇａｔａｃｈｏ ＧＲＩＤ3Ｆ

03-6869-0005 http://www.gaiax.co.jp
/gxincubate/

― 5,000,000 ○ H29.2.23

富士ホールディングス３合同会
社

9010403013837 関東財務局 フジ・ホールディングス・スリー・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社中洲ホールディングス 6010003022778 関東財務局 一般社団法人ブイエスエル
職務執行者
荻原 大輔

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

合同会社川端ホールディングス 7010003022777 関東財務局 一般社団法人ブイエスエル
職務執行者
平野 真理子

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 100,000 ○ H28.11.25

株式会社カタリストキャピタル 7010401122393 関東財務局 加藤 慶也 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目７番１６号エグゼ
クティブタワー虎ノ門７
０４号

03-3507-8480 http://catalyst-
capital.jp

― 10,000,000 ○ H28.8.31

キャピタル・ダイナミックス株式
会社

6010001136035 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6551-2700 無 ― ― ○ ○ H29.6.29

アストマックス・ファンド・マネジメ
ント株式会社

7010701031798 関東財務局 小幡 健太郎 代表取締役 ― ○ 東京都品川区東五反
田二丁目１０番２号東
五反田スクエア５階

03-5447-8424 ― ― 200,000 ○ H29.7.21

合同会社ＸＲＢ１ 6010003018693 関東財務局 一般社団法人
XRB1

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1991 ― ― 100,000 ○ H28.8.26

本栖湖ＩＢＬＰ合同会社 6010403014318 関東財務局 フジ・ホールディングス・ワン・エ
ムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号 東都ビル
2階 グローバル・ソ
リューションズ・コンサ
ルティング株式会社内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15
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精進湖ＩＢＬＰ合同会社 3010403014312 関東財務局 フジ・ホールディングス・ツー・エ
ムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号 東都ビル
2階 グローバル・ソ
リューションズ・コンサ
ルティング株式会社内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

河口湖ＩＢＬＰ合同会社 1010403014314 関東財務局 フジ・ホールディングス・フォー・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

山中湖ＩＢＬＰ合同会社 1011003006503 関東財務局 フジ・ホールディングス・ファイブ・
エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.5

合同会社大手町第三インベスト
メント

6010003022902 関東財務局 一般社団法人
グランキューブ

職務執行者
在原 博

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-6288 ― ― 100,000 ○ H28.7.25

五戸町ソーラー合同会社 4012803001211 関東財務局 代表社員 株式会社糺の森
職務執行者 朝倉 潤

代表社員 ○ ― 東京都国分寺市南町
3-27-7白馬ビル5F

03-6261-1243 ― 太陽光発電事
業

100,000 ○ H29.1.19

いちご土岐下石町ＥＣＯ発電所
合同会社

7010403013632 関東財務局 いちごＥＣＯ発電所18一般社団
法人 職務執行者 野坂 照光

代表社員 ○ ― 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号 オリエン
ト赤坂モートサイド
1112号室 東京エス
ピーシーマネジメント
株式会社内

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

ソナー・アドバイザーズ株式会
社

2010001137540 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6380-8199 http://sonaradvisers.c
o.jp/

― ― ○ ○ H28.8.5

ＴＨＥ汐留インベストメンﾄ合同会
社

2010003022699 関東財務局 一般社団法人
THE汐留インベストメント

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 ― ― 100,000 ○ H28.3.4

ウェアハウス２９合同会社 8010003020895 関東財務局 さくら坂一般社団法人 職務執
行者 井出 清彦

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館 ラサール不動
産投資顧問株式会社
内

03-6880-2800 ― 1.不動産の取
得、保有及び処
分
2.不動産の賃貸
借及び管理
3.上記に掲げる
事業に附帯又は
関連する一切の
事業

1,000,000 ○ H29.12.8

モズプロパティー合同会社 7010603005099 関東財務局 さくら坂
一般社団法人

職務執行者
宮里 猛

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号
明治生命館 ラサール
不動産投資顧問株式
会社内

03-6880-2800 ― 1.不動産の取
得、保有及び処
分
2.不動産の賃貸
借及び管理
3.不動産の開発
4.上記に掲げる
事業に附帯又は
関連する一切の
事業

100,000 ○ H28.6.22

合同会社Ｐｌｕｍ 2010003022897 関東財務局 一般社団法人Ｐｌｕｍ
職務執行者
東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.10.6
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株式会社丸の内キャピタル 6010001172492 関東財務局 朝倉 陽保 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内3丁目1番1号国際ビ
ル6階

03-6212-6400 http://marunouchi-
capital.com/

投資事業有限
責任組合の管
理事務の受託
業務 金銭債権
の取得ならびに
その斡旋および
仲介 融資およ
び債務の保証等
の信用供与なら
びにその斡旋
財務一般に関す
るコンサルティン
グ業務企業間の
提携、買収およ
び合併等に関す
るコンサルティン
グ業務 経営コ
ンサルタント業
務および経営管
理者の派遣業
務

250,000,000 ○ H29.9.25

グローイングストック合同会社 7010403012485 関東財務局 内田 裕里 代表社員 ― ○ 東京都中央区築地4-
3-11アクアビル302号
室

03-6264-7248 http://growingstock.jp
/

上場株式を含む
有価証券の取
得、保有及び運
用等

10,000 ○ H30.1.17

Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 8011001108922 関東財務局 桐谷 直毅 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区神宮前5
丁目38-6パシフィック
神宮前3F

03-6419-7372 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ○ H29.10.11

株式会社ソーシャルビジネス
パートナーズ

4010001151151 関東財務局 山崎 伸治 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山四
丁目13番1号プレジデ
ント南青山102

03-6447-4156 ― 経営コンサル
ティング業
自己投資

17,450,000 ○ H29.9.25

ルビープロパティー合同会社 9010003018807 関東財務局 ルビーホールディング１一般社
団法人

職務執行者
本郷雅和

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号
明治生命館5階

03-6880-2800 ― ― 150,000 ○ H28.8.12

合同会社東扇島冷蔵倉庫 4010003022862 関東財務局 一般社団法人東扇島冷蔵倉庫
職務執行者 鄭武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号
霞が関ビルディング26
階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ○ H28.7.27

慶應イノベーション・イニシアティ
ブ１号有限責任事業組合（株式
会社慶應イノベーション・イニシ
アティブ、山岸 広太郎）

― 関東財務局 山岸 広太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都港区三田1-4-
28三田国際ビル10階

03-6435-0945 http://www.keio―
innovation.co.jp/

（株式会社慶應
イノベーション・
イニシアティブ）
コンサルティン
グ業務、 市場
調査及び経済産
業調査業務 等

50,000,000 ○ H29.5.16

新生青山パートナーズ株式会社 4010001173344 関東財務局 山崎 剛 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町二丁目4番3号日
本橋室町野村ビル19
階

03-6880-6898 ― ― 3,000,000 ○ H30.1.23

平安ジャパン・インベストメント株
式会社

5010401121513 関東財務局 中林 毅 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目11番1号 山
王パークタワー3階

03-5575-3328 http://www.pinganjapa
n.com/

― 100,000,000 ○ H28.11.25

ニュー・パラダイム・ファンド１号
有限責任事業組合（フロネシス・
パートナーズ株式会社、小板橋
貴尚、白石 智哉）

― 関東財務局 フロネシス･パートナーズ株式会
社
小板橋 貴尚
白石 智哉

代表取締役 ○ ○ 〒102-0083
東京都千代田区麹町
三丁目5番地2ビュレッ
クス麹町404号フロネ
シス・パートナーズ株
式会社内

03-6261-1470 http://www.phronesis
-partners.co.jp

― フロネシス・
パートナーズ株

式会社
47,500,000

○ H30.1.15
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飯沼 良介 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目２番１号
東京海上日動ビルディ
ング新館5階
アント・キャピタル・
パートナーズ株式会社
内

03-3284-1711 ― ― ― ○ H28.8.25

ＭＪ物流ファンド・ファイブ合同会
社

2010003018689 関東財務局 エム・ジェイ・アイ・エイ一般社団
法人

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_11

― 500,000 ○ H28.8.12

合同会社プルーガ・ファイナンス 8010003022545 関東財務局 一般社団法人プルーガ 職務執
行者 知久 和彦

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区永田
町２丁目１４番３号赤
坂東急ビル８階

03-6268-8960 ― ― 1,000,000 ○ H29.9.1

合同会社テックアクセルベン
チャーズ

1010403014446 関東財務局 株式会社リコー 職務執行者
外山 正邦

オムロン株式会社 職務執行者
大場 正利

SMBCベンチャーキャピタル株式
会社 職務執行者 安岡 伸浩

代表社員 ○ ○ 東京都港区芝五丁目
29番20号クロスオフィ
ス三田407-408号室

03-5439-4622 http://www.techaccel.
co.jp/

無し 50,000,000 ○ H29.11.2

合同会社ジーケーゼロニ 5010003019627 関東財務局 一般社団法人
エフ・ビー・ホールディング

職務執行者
北川久芳

代表社員 ○ ― 東京都千代田区丸の
内3-1-1国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 300,000 ○ H28.8.30

Ｍｅｒｉｄｉｅｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 6010403014235 関東財務局 メリディエス・ホールディングス・
エムエム・エルエルシー
職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号 日比谷セ
ントラルビル5階 ＥＰコ
ンサルティングサービ
ス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ○ H28.8.15

ＣＴＮＦキャピタル株式会社 4010001173690 関東財務局 鈴木 雅之 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディン
グ20階

03-5244-5936 ― ― 28,000,000 ○ H28.8.8

合同会社名古屋栄ホールディン
グス

7010003014262 関東財務局 一般社団法人エヌツー
職務執行者
山本 祐紀

代表社員 ― ○ 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 い
ちご地所株式会社内

03-3502-5801 ― ― 1,000,000 ○ H28.11.25

株式会社トライディション 8010401070600 関東財務局 松澤 和浩 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階株式
会社青山綜合会計事
務所内

03-5404-6699 ― ― 2,000,000 ○ H29.5.26

株式会社ＧＢＰ 5011001107489 関東財務局 林 正栄 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区神宮前5
丁目38-6パシフィック
神宮前3F

03-6419-7372 ― 経営コンサル
ティング業

1,000,000 ○ H29.10.11

Ｕｎｉｃｏｒｎ Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 8011001108352 関東財務局 林 正栄 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前5
丁目38-6パシフィック
神宮前3F

03-6419-7372 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ○ H29.10.5
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合同会社甲子園開発 7010403014449 関東財務局 一般社団法人
甲子園開発

職務執行者
石田 泉

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋二
丁目7番4号CJビル11
階エーアンドシー総合
事務所内

03-5510-5283 ― ― 300,000 ○ H28.8.23

ｍｔｍｋｏ合同会社 8010003022842 関東財務局 マイルストーンターンアラウンド
マネジメント株式会社
職務執行者
早瀬 恵三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内3-4-1 新国際ビル8
階

03-6860-3510 ― 経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務、その他
付随する業務

1 ○ H28.8.8

アストマックス・トレーディング株
式会社

3010701023857 関東財務局 牛嶋 英揚 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区東五反
田二丁目10番2号東五
反田スクエア5階

03-5447-8435 http://www.astmaxtr.i
nfo/

ディーリング事
業
再生可能エネル
ギー事業
電力取引関連
事業

1,000,000,000 ○ H29.11.6

合同会社楢葉大谷ソーラー 1380003003556 関東財務局 一般社団法人N・O・Sホールディ
ング 職務執行者 北川 久芳

代表社員 ○ ― 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 http://www.koukoku-
web.jp/c/s04785/

太陽光発電事
業

2,000,000 ○ H29.8.31

合同会社富岡杉内ソーラー 2380003003506 関東財務局 一般社団法人Ｔ・Ｓ・Ｓホールディ
ング 職務執行者 北川 久芳

代表社員 ○ ― 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 http://www.koukoku-
web.jp/c/s04734/

太陽光発電事
業

2,000,000 ○ H29.8.31

合同会社ＴＴＴ 5010003022746 関東財務局 一般社団法人TTT
職務執行者
古田 謙一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ○ H28.8.19

合同会社ＫＳＬＦ９ 1010003022956 関東財務局 一般社団法人KSLF9 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ○ H29.11.21

Ｄ４Ｖ有限責任事業組合（伊藤
健吾、MTパートナーズ株式会
社、あすかホールディングス株
式会社、IDEO Tokyo合同会社）

― 関東財務局 MTパートナーズ株式会社 高野
真
あすかホールディングス株式会
社 松岡 浩三
IDEO Tokyo合同会社 IDEO LP
職務執行者 デビッド・ストロング

代表取締役

代表取締役

代表社員

○ ○ 東京都港区東麻布一
丁目9番16号MTP東麻
布ビル8階

03-5797-7504 MTパートナーズ株式
会社
htto://mtpartners.co.j
p/

あすかホールディング
ス株式会社
http://asuka-
holdings.com/

IDEO Tokyo合同会社
該当なし

MTパートナーズ
株式会社
該当なし

あすかホール
ディンス株式会
社
コンサルティン

グ業

IDEO Tokyo合
同会社
該当なし

MTパートナー
ズ株式会社
50,000,000

あすかホール
ディングス株式

会社
3,750,000

IDEO Tokyo合
同会社
10,000

○ H29.8.31

株式会社リスクマネジメントブレ
イン

5120001118171 関東財務局 白石 雅成 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区代々木
一丁目27番11号グ
リーンフラット代々木1
階

03-5333-3354 http://rm-brain.co.jp/ ― 10,000,000 ○ H28.10.14 ※警告書（虚偽告知）を発出しまし
た。

合同会社川崎ブリッジ２号 9010003023047 関東財務局 一般社団法人
川崎ブリッジ２号

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 ― ― 100,000 H28.3.2

合同会社ＢＢリーシング 3010003023135 関東財務局 一般社団法人
虎ノ門アセットリーシング

職務執行者
出澤貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋一
丁目11番6号第2アザミ
ビル3階
AOJ税理士法人内

03-3535-3566 ― 不動産賃貸業
務

100,000 H28.3.7
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合同会社首都圏レジ学生寮開
発プロジェクト

1010003023104 関東財務局 一般社団法人首都圏レジ学生
寮開発プロジェクト 職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.3.9

合同会社恵比寿駅前西口開発
プロジェクト

8010003023147 関東財務局 一般社団法人
恵比寿駅前西口開発プロジェク
ト
職務執行者
古田 謙一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区
丸の内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.3.9

合同会社プレ・ビジネストラスト
ファンド１号

6010403014474 関東財務局 一般社団法人プレ・ビジネストラ
ストファンド１号 職務執行者 田
中 博之

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
(株式会社LCパート
ナーズ内)

03-6229-4070 http://www.nishiuchi-
cpa-office.com

該当なし 100,000 H29.4.4

合同会社ＴＣＴＳ０９ 8010003019657 関東財務局 一般社団法人
エーシーピーブリッジ02
職務執行者
北岡 郁

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区
丸の内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 2,000 H28.5.12

合同会社カシオペア 2010003015026 関東財務局 一般社団法人
コズミックコアホールディングス

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1995 ― ― 3,000,000 H28.3.17

合同会社ＴＳＭＹ２３ 6010403010795 関東財務局 一般社団法人
ＴＳＭＹ２３

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室

03-3560-1115 ― ― 300,000 H28.3.22

合同会社ＫＳＬＦ８ 4010003022929 関東財務局 一般社団法人KSLF8 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 H29.11.21

合同会社ニコラスキャピタル９ 1010403008051 関東財務局 一般社団法人
ニコラスファンディング9

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 H28.3.24

合同会社幕張ブルー 5010003023216 関東財務局 一般社団法人Makuhari Blue
職務執行者
東俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号東京
共同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 50,000 H28.6.8

合同会社えん企画 8013303003173 関東財務局 クレアシオン・キャピタル株式会
社
職務執行者
玉置真悟

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号城山トラス
トタワー31階

03-6450-1530 ― ― 900,000 H29.1.16

株式会社Ｒ－ファンド２号 7010401123771 関東財務局 小林 孝徳 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号 品川イン
ターシティC棟 19F

03-5796-8542 ― ― 500,000 H28.3.25

ハルクプロパティー合同会社 7010003018809 関東財務局 ハルクホールディング1一般社団
法人

職務執行者
北川久芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号 明
治生命館

03-6880-2800 ― ― 150,000 H28.3.28

合同会社幕張レッド 6010003023215 関東財務局 一般社団法人Makuhari
職務執行者
東 俊三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル 9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 50,000 H28.3.28

青山ノースサイド合同会社 2010003022096 関東財務局 青山ノースサイド一般社団法人
職務執行者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 H29.11.21
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グリーベンチャーズII有限責任
事業組合（グリーベンチャーズ
株式会社・天野雄介・堤達生）

― 関東財務局 グリーベンチャーズ株式会社
天野雄介

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号 アーク森
ビル3階グリーベン
チャーズ株式会社内

03-5770-9190 http://www.greeventu
res.com/

― 100,000,000 H29.2.3

８ｔｈ Ｋｉｎｇｄｏｍ ２合同会社 3010403013859 関東財務局 Hsiang一般社団法人
職務執行者
松澤和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-6699 ― ― 100,000 H28.4.4

合同会社柏１プロパティーズ 9010003023030 関東財務局 一般社団法人
柏1プロパティーズ
職務執行者
藤田 収二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区
丸の内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.4.8

合同会社ケーアール・インベスト
メンツ

6010403014292 関東財務局 ケーアール・インベストメンツ・
ホールディングズ・エルエルシー

職務執行者
山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番５号
赤坂日ノ樹ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― ― 100,000 H28.4.8

株式会社今治西条成長事業支
援ファンド

9010401123860 関東財務局 飯山 英輝 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19F

03-5796-8542 ― ― 500,000 H29.12.26

ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング株式会社

1011001110488 関東財務局 BASNAYAKE ARUNA 代表取締役 ○ ○ 〒150－0022
東京都渋谷区恵比寿
南1-5-5 JR恵比寿ビ
ル11F

03-5488-6006 http://www.iccvc.com
/

該当なし 250,000 H29.7.13

株式会社Ｒ－ファンド３号 8010401124125 関東財務局 飯山 英輝 代表取締役 ○ ― 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟 19F

03-5796-8542 ― ― 500,000 H29.12.26

合同会社ヴェリタス 4010403014559 関東財務局 株式会社
ヴェリタス
職務執行者
加藤澄生

代表社員 ○ ○ 東京都港区
赤坂2-6-15
パークハビオ
赤坂タワー1010

03-5797-7838 http://veritas-
inc.jp/investment_j.ht
ml

― 1,000,000 H28.4.15

合同会社錦糸町開発 5010403014649 関東財務局 一般社団法人霞町プロパティー
職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 H29.4.11

いちご宮崎ホールディングス合
同会社

8010003023386 関東財務局 いちごECO発電所19一般社団法
人

職務執行者
荻原 大輔

代表社員 ○ ○ 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

03-3502-4884 ― ― 100,000 H28.4.22

ＫＬａｂ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株
式会社、ＫＶＰ１号有限責任事業
組合（長野 泰和、御林 洋志）

― 関東財務局 KLab Venture Partners株式会社
長野 泰和

代表取締役社長 ― ○ 東京都港区六本木6-
10-1六本木ヒルズ森タ
ワー22階

03-4500-9032 http://www.kvp.co.jp/ 無 KLab Venture
Partners株式会

社
10,000,000

H29.10.2

クラウド・インベストメンツ・ジャ
パン株式会社

8010001148706 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5766-9220 無 ― ― ○ H29.11.14

ＮＳＳＫ中部・北陸ジェンパー合
同会社

7010403013673 関東財務局 有栖川アセットマネジメント合同
会社 職務執行者 津坂 純

代表社員 ○ ○ 東京都港区2-5-1愛宕
グリーンヒルズＭＯＲＩ
タワー17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 H29.10.30

合同会社さきがけスクエア・ツー 6010403014656 関東財務局 一般社団法人
さきがけホールディングス・ツー

職務執行者
松澤 和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-7062 ― ― 500,000 H28.5.11
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ゴールデンアーチジャパン株式
会社

7010001161404 関東財務局 中川 勝洋 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
須田町2丁目23番9号
大和ビル2階

03-3526-2547 http://www.goldenarc
hjapan.co.jp/corporate
.html

経営コンサル
ティング業
各種マーケティ
ングリサーチ業
飲食店事業、飲
食店コンサル
ティング事業

2,000,000 H28.5.12

株式会社ワークハピネスキャピ
タル

4010401124723 関東財務局 吉村 慎吾 代表取締役 ○ ○ 東京都港区浜松町
二丁目６番２号 浜松
町２６２ビル２階

03-6402-2170 ― 企業向け研修・
コンサルティン
グ業務

1,000,000 H28.5.18

株式会社日本創生投資 8010001175353 関東財務局 三戸政和 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
岩本町1番地14 KDX
秋葉原ビル9階

03-6206-8821 ― ― 24,500 H28.5.18

グローバルＩｏＴテクノロジーベン
チャーズ株式会社

6010001173862 関東財務局 安達 俊久 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町2-6-2日本ビル7階

03-6262-7200 ― 経営コンサルタ
ント業

165,000,000 H29.8.24

Ｍ＆Ｄ合同会社 3010003023531 関東財務局 一般社団法人
Ｍ＆Ｄ

職務執行者
在原 博

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
二丁目7番1号
東京日本橋タワー11
階

03-3270-5279 ― ― 100,000 H28.6.1

東京大学協創プラットフォーム
開発株式会社

2010001173123 関東財務局 大泉 克彦 代表取締役 ○ ○ 東京都文京区本郷三
丁目40番10号三翔ビ
ル本郷6階

03-3830-0200 https://www.utokyo-
ipc.co.jp/

― 45,000,000 H29.4.25

マイルストーン・キャピタル・マネ
ジメント株式会社

4010401097969 関東財務局 浦谷 元彦 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町1-6-1
大手町ビル4階

03-6675-4884 ― 有価証券の取
得、投資先への
指導

10,000,000 H28.6.6

日本映画投資株式会社 3010001172792 関東財務局 丸山 俊 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区丸の
内1-7-12
サピアタワー8階

03-6273-4824 ― イベント等エンタ
テインメントに関
する事業

42,000,000 H28.6.15

株式会社ｉＳＧＳインベストメント
ワークス

2010401125203 関東財務局 五嶋 一人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル34階

03-5575-1286 http://isgs-
iw.com/home/

― 10,000,000 H30.1.24

フェムトグロースキャピタル有限
責任事業組合（磯崎 哲也、新
生企業投資株式会社）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区日本橋
室町2丁目4番3号日本
橋室町野村ビル15階

03-6860-9660 http://femto.vc なし ― H29.10.31

合同会社Ｎａｃｒａ 7010403014770 関東財務局 一般社団法人
Koajiro

職務執行者
福永 隆明

代表社員 ○ ○ 〒105-0001
東京都港区虎ノ門
5-1-4
東都ビル2階

03-3433-6433 ― ― 300,000 H28.6.17

合同会社ＴＳＭ１３３ 5010403013683 関東財務局 一般社団法人
ＴＳＭ１３３

職務執行者
野坂 照光

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 H28.6.20

合同会社上野行徳開発プロジェ
クト

1010003023649 関東財務局 一般社団法人上野行徳開発プ
ロジェクト 職務執行者 鄭 武
壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.3.9

JAIアビエーションファンド2016-
01合同会社

3010003023325 関東財務局 一般社団法人中立第三者法人
職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町1-11 さくら綜
合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 H28.9.5
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合同会社モアナ 8010003019599 関東財務局 一般社団法人
リキッドシックス
職務執行者
関口 陽平

代表社員 ― ○ 東京都千代田区
丸の内三丁目1番1号
国際ビル9階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 500,000 H28.6.21

エンデバー・ユナイテッド・パート
ナーズ・ツー株式会社

4010001176660 関東財務局 三村 智彦 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目5番1号丸の
内二丁目ビル6階

03-6880-3341 該当なし 該当なし 10,000,000 H29.4.14

日本成長投資アライアンス株式
会社

1010001176548 関東財務局 立野 公一 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル25階

03-5572-3270 https://www.jgia.co.jp
/

無し 15,750,000 H30.1.5

合同会社フェニックス 3010003015025 関東財務局 一般社団法人
コズミックコアホールディングス

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1995 ― ― 3,000,000 H28.7.13

ロングブラックパートナーズ株式
会社

5010001114826 関東財務局 永井 崇志 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布台1-
7-2 神谷町麻布台ビ
ル6階

03-6674-2314 http://www.longblack.
co.jp/

財務アドバイザ
リー、事業再生
コンサルティン
グ、経営改善コ
ンサルティング、
財務・事業・資
金繰りに関する
デューデリジェ
ンス、経営の意
思決定に関する
サポート、資本
政策及び資金調
達に関するサ
ポート、システム
構築に関するサ
ポート等

11,700,000 H28.10.26

合同会社メトロ 3010003023721 関東財務局 一般社団法人メトロ 職務執行
者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.11.6

合同会社LCRF13 2010403014230 関東財務局 一般社団法人LCリテールファン
ド1号 職務執行者 西内 幸士

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 http://www.nishiuchi-
cpa-office.com

該当なし 100,000 H29.5.16

Innovation Finders Capital GP,
LLC

― 関東財務局 江藤 哲郎 マネージング・ディレクター ○ ○ 東京都渋谷区代々木
四丁目42番17号 コス
モ参宮橋パークビュー
1202

090-4531-
4938

― ― USD 150,100
（約15,010,000）

H28.7.22

合同会社ＤＲＩＦ 6010403014961 関東財務局 ＤＲＥＡＭ1
一般社団法人

職務執行者
松澤和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル6階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-5404-6699 ― ― 100,000 H28.7.26

合同会社プライムロック・インベ
ストメント

5011003006920 関東財務局 杉原 健太郎 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
六丁目１９番１４号神
宮前ハッピービル８階

03-5467-7067 http://www.primerock.
co.jp

― 1,000,000 H29.12.5

株式会社DG Daiwa Ventures 1010001176837 関東財務局 荻野 明彦
踊 契三

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
南三丁目5番7号デジタ
ルゲートビル

03-6367-1081 ― ― 25,000,000 H30.1.17

岸和田プロパティー合同会社 4010003020635 関東財務局 岸和田ホールディング1 一般社
団法人
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館

03-6880-2800 ― ― 150,000 H28.10.14
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合同会社KSD 5010003023827 関東財務局 一般社団法人KSD 職務執行者
飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 H29.11.21

SKEW合同会社 5011003006895 関東財務局 竹本国夫 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区神南1-
13-8 702

03-6416-9017 ― ― 100,000 H28.8.1

合同会社アモーレ 6010003014692 関東財務局 一般社団法人
コズミックコアホールディングス

職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1995 ― ― 3,000,000 H28.8.2

合同会社ライブラ 3010003014695 関東財務局 一般社団法人
コズミックコアホールディングス
職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1995 ― ― 3,000,000 H28.8.30

合同会社鳩ヶ谷開発プロジェク
ト

4010003023976 関東財務局 一般社団法人
鳩ヶ谷開発プロジェクト

職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H28.8.23

洞爺湖合同会社 4010403015144 関東財務局 洞爺湖
一般社団法人

職務執行者
山崎亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 H28.12.5

エイチエル・インベストメンツ2合
同会社

6010403012882 関東財務局 エイチエル・インベストメンツ・
ツー・エムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号
赤坂日ノ樹ビル6階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 H28.8.25

合同会社アクアマリーン 2010003023929 関東財務局 一般社団法人アクアマリーン
ホールディングス
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.8.25

合同会社難波中三丁目開発プ
ロジェクト

9011103006346 関東財務局 一般社団法人難波中三丁目開
発プロジェクト
職務執行者 森田威

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目４番地四谷駅前ビ
ル５階

03-5360-8280 ― ― 100,000 H28.8.26

Global Catalyst Venture
Management Japan合同会社

4010403015128 関東財務局 大澤 弘治 代表社員 ○ ○ 東京都港区南青山一
丁目1番1号 新青山ビ
ル西館7階

03-6455-5950 ― ― 100,000 H28.11.10

合同会社ＣＯＡＣＨ 9010003023947 関東財務局 一般社団法人ＣＯＡＣＨ 職務執
行者 三品 貴仙

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1日本橋一丁目ビ
ルディング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_75

― 100,000 H29.5.15

MC Co-investment
Management Limited

― 関東財務局 淺木 純

青木 俊哉

手塚 万峰

小田切 拓也

ディレクター

ディレクター

ディレクター

ディレクター

○ ○ 東京都千代田区丸の
内2-5-2三菱ビル9階

03-6273-4871 なし なし 米国135,000ド
ル

H29.11.30

株式会社熊本リバイタル 7010401126411 関東財務局 大谷 仁人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8542 該当なし 該当なし 25,000,000 H29.6.21
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Spiral Ventures Japan有限責任
事業組合（奥野 友和、SPIRAL
VENTURES PTE. LTD.、Spiral
Capital株式会社）

― 関東財務局 SPIRAL VENTURES PTE. LTD.
岡 洋
Spiral Capital株式会社 奥野
友和

日本における代表者、取締役

代表取締役

○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目11番1号オランダ
ヒルズ森タワーRoP13
Ｆ

03-6452-8615 http://www.spiral-
ventures.com
該当なし

なし

なし

SPIRAL
VENTURES
PTE. LTD.

4,153,349米ド
ル

Spiral Capital株
式会社

100,000円

H30.1.11

JRP7合同会社 3010003023671 関東財務局 一般社団法人JRP7 職務執行
者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 H29.11.21

あおぞら再生支援株式会社 6010001115757 関東財務局 井川 篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目13番5号
ヒューリック九段ビル7
階

03-3265-0452 ― 1．金銭債権の
買取
2．前号に付帯
する一切の業務

3,000,000 H28.11.2

富士ホールディングス1合同会
社

7010403014317 関東財務局 フジ・ホールディングス・ワン・エ
ムエム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号東都ビル2
階
グローバル・ソリュー
ションズ・コンサルティ
ング株式会社内

03-6438-4222 ― ― 100,000 H28.9.9

合同会社のぞみシニアレジデン
ス

5010403015127 関東財務局 一般社団法人
のぞみＢＴＳ

職務執行者
佐藤 雄助

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目３番１号
城山トラストタワー３３
階

03-6435-6010 ― ― 300,000 H28.9.9

株式会社アルファトレーディング 5010401125670 関東財務局 東 高広 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布十番
１丁目７番１号
ヨーロッパハウス5階

03-6434-7180 htt://alphatrading-
inc.com/

経営コンサル
ティング、
インターネットの
ウエブサイトの
企画、運営及び
管理、
アプリケーション
ソフトウェアの企
画、開発及び保
守、
コンピューター
ネットワークシス
テムの設計、開
発及び販売、
コンピューター
ネットワーク及
び情報通信技術
に関するコンサ
ルティング

10,000,000 H28.9.14 ※業務改善命令（事業報告書未
提出）を発出しました。

合同会社秋葉原本八幡開発プ
ロジェクト

9010003024103 関東財務局 一般社団法人秋葉原本八幡開
発プロジェクト 職務執行者 鄭
武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.3.9

内本町プロジェクト合同会社 6010003024089 関東財務局 内本町プロジェクト一般社団法
人
職務執行者
古田 謙一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.9.16

青山インベストメンツ合同会社 1010403015221 関東財務局 ライトハウスキャピタル５一般社
団法人

職務執行者
中村武

代表社員 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目６番１号泉ガーデ
ンタワー12階

03-6229-8039 ― ― 100,000 H28.9.20
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アンカー･グローバル合同会社 9010003024152 関東財務局 アンカー・シップ・パートナーズ株
式会社 職務執行者 辻 肇

代表社員 ○ ○ 東京都中央区京橋二
丁目2番1号京橋エドグ
ラン20階

03-3242-3950 http://www.anchor-
ship.com/

― 5,000,000 H29.11.16

株式会社Ａ-ｇｏｎパートナーズ 3010001176397 関東財務局 内田 健治 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
南4-5-11
富士ビル8階

03-3261-3141 ― 経営コンサル
ティング

500,000 H28.9.16

合同会社CRE9 5010403015333 関東財務局 一般社団法人CREディベロップメ
ント４
職務執行者 成願 隆史

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番1号虎ノ門ツ
インビルディング東棟
19階株式会社シー
アールイー内

03-5545-7414 ― ― 100,000 H28.9.21

合同会社KRF62 7010003022736 関東財務局 一般社団法人KRF62 職務執行
者 中津 正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 H29.11.21

合同会社KRF63 1010003023302 関東財務局 一般社団法人KRF63 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 H29.11.21

合同会社六甲ケア 6010403015191 関東財務局 一般社団法人霞町プロパティー
職務執行者
赤津忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー
45階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 H28.12.28

合同会社ＭＢインベストメント１ 4010003024041 関東財務局 一般社団法人ＭＢキャピタル
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号東京
共同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H29.6.14

合同会社東北早期復興支援ファ
ンド3号

3010703003270 関東財務局 一般社団法人東北早期復興支
援ファンド3号 職務執行者 田
中 博之

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
(株式会社LCパート
ナーズ内)

03-6229-4070 http://www.nishiuchi-
cpa-office.com

該当なし 100,000 H29.6.7

合同会社台場地所 9010003024136 関東財務局 一般社団法人
ＩＥＳ２

職務執行者
佐々木 弘

代表社員 ― ○ 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
いちご地所株式会社
内

03-3502-5801 ― ― 100,000 H28.9.27

合同会社サンライズ・シックス 4010003024116 関東財務局 一般社団法人ＲＩＳＩＮＧ
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.12.1

響きパートナーズ株式会社 7010001115525 関東財務局 山川 善之 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区麹町
五丁目3番地麹町中田
ビル9階

03-5212-4360 http://www.hibikipartn
ers.com/index.php

上場ならびに経
営に関するサ
ポート事業、人
材紹介事業

30,750,000 H29.4.26

株式会社フィデス会計社 5010001137430 関東財務局 内田 健治 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区九段
南4-5-11 富士ビル8
階

03-3261-3141 ― 企業会計コンサ
ルティング 企
業経理事務受
託

3,000,000 H28.10.3

株式会社刈田・アンド・カンパ
ニー

8010401069452 関東財務局 刈田 直文 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番2号東京ミッドタ
ウンレジデンシィズ23
階

03-6413-0865 ― ― 1,000,000 H29.6.22

株式会社エヌ・エイチ・シー・トゥ
エルブ

5010401118716 関東財務局 安東 泰志 代表取締役 ○ ○ 東京都港区西新橋2-
8-6 住友不動産日比
谷ビル4階

03-3519-1260 ― ― 1,000,000 H28.11.10

株式会社ＱＣアセット 1011001053927 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3234-5151 http://www.qcasset.jp ― ― ○ H28.10.6
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合同会社ＩＫインベストメント・
フォー

9010003024169 関東財務局 一般社団法人ノース・ポート
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.10.12

駒沢インベストメント有限責任事
業組合（菊池 裕二、関口 崇、
久田 哲生）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都世田谷区上馬
3-18-11 エルフレア
駒沢1004

03-6805-3675 ― 菊池裕二：会社
経営（フィデル・
パートナーズ株
式会社 代表取
締役）関口崇：
会社経営（ス
リーアローズ財
務コンサルティ
ング株式会社
代表取締役）久
田哲生：会社経
営（スリーアロー
ズ財務コンサル
ティング株式会
社 代表取締
役）

― H28.10.31

株式会社HKKキャピタル・マネー
ジメント

7010001167715 関東財務局 木下 慎也 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区平河
町1-8-9半蔵門KDビル
4階

03-4405-8499 該当なし コンサルティン
グ業

3,000,000 H29.9.28

函館IBLP合同会社 4010403015276 関東財務局 ホクト・ホールディングス・エムエ
ム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号 日比谷セ
ントラルビル 5階 EP
コンサルティングサー
ビス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 H28.10.19

北斗ホールディングス合同会社 3010403015277 関東財務局 ホクト・ホールディングス・エムエ
ム・エルエルシー

職務執行者
滝澤和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号 日比谷セ
ントラルビル5階 EPコ
ンサルティングサービ
ス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 H28.10.19

ヘルスケアマネジメントパート
ナーズ株式会社

4010401067419 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6860-5501 http://www.hcmp.jp/ ― ― ○ H28.10.21

ＭＴラボキャピタル株式会社 7010401073133 関東財務局 高村 博也 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目3番17号 虎ノ門二
丁目タワー10階

03-3595-0015 ― 投資業 100,000,000 H29.1.26

ワイガヤベンチャーズLLP有限
責任事業組合(鶴丸 倫太郎、
山本 直延、市川 圭介）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区南青山２
－２－１５Win Aoyama
ビルUCF917

090-9365-
2505

― ― 該当なし H29.10.5

合同会社パーク・レーン 5010003019899 関東財務局 一般社団法人
千代田富士見
職務執行者
北川 久芳

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 150,000 H28.10.28

株式会社サステイナブル・イン
ベスター

2360001012535 関東財務局 瀧澤 信 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区三番
町２－２千鳥ヶ淵ハウ
ス５０４号

03-6265-0590 www.sustainable-
investor.co.jp

経営コンサル
ティング、映像
制作、ウェブ作
成等

30,000,000 ○ H28.10.28

合同会社エスアイエム・オオモリ 2010403012853 関東財務局 エスアイエム・オオモリ・エルエ
ルシー

職務執行者
山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― ― 50,000 H28.11.1
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合同会社Ｇ２ 4010003015726 関東財務局 一般社団法人
Ｇ２

職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 H28.11.2

合同会社V京橋 5010403015440 関東財務局 一般社団法人
V京橋
職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号
オリエント赤坂モートサ
イド1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 H28.11.7

ＳＳＧ３合同会社 3010003016535 関東財務局 一般社団法人
ＳＳＧ３

職務執行者
林 健二

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 H28.11.8

合同会社KRF46 7010003019451 関東財務局 一般社団法人KRF 職務執行者
石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 ― ― 5,000,000 H29.11.21

合同会社SIAブリッジ3号 8010003019459 関東財務局 一般社団法人SIAブリッジ

職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
いちご神保町ビル７階
さくら綜合事務所内

03-3292‐4444 ― ― 200,000 H29.1.6

株式会社Ｒ-ファンド５号 8010401127912 関東財務局 飯山 英輝 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号
品川インターシティC棟
19F

03-5796-8542 ― ― 500,000 H28.11.16

PLC5合同会社 1010003020638 関東財務局 一般社団法人
エスエイチ1号

職務執行者
黒崎 知岳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号
（明治生命館、ラサー
ル不動産投資顧問株
式会社内）

03-6880-2800 ― 1.不動産の取
得、保有、処
分、賃貸及び管
理
2.上記に掲げる
事業に付帯又は
関連する事業

150,000 H28.11.17

合同会社米里リーシング 4010003024289 関東財務局 一般社団法人
虎ノ門アセットリーシング

職務執行者
本郷雅和

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号
国際ビル９階
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H28.11.21

ダヴィンチ・プリンシパルファンド
合同会社

8010703003274 関東財務局 一般社団法人ダヴィンチ・プリン
シパルファンド 職務執行者 田
中 博之

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.29

パークサイドプロパティー合同会
社

7010003020640 関東財務局 パークサイドホールディング1
一般社団法人

職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号 明
治生命館

03-6880-2800 ― ― 150,000 H29.2.2

合同会社FLAG1st 6010003024345 関東財務局 一般社団法人
FLAG1st

職務執行者
在原 博

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号
東京日本橋タワー１１
階

03-3270-5279 ― ― 100,000 H28.11.28

川越西合同会社 2010003024290 関東財務局 川越西ホールディングス一般社
団法人
職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号シル
スフィア会計事務所内

03-3230-6789 ― ― 100,000 H28.11.28
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SAMURAI INVESTMENT株式会
社

4010001178384 関東財務局 安藤 潔 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目４番１号新国
際ビル８Ｆ

03-6869-3256 ― コンサルティン
グ業

11,000,000 H29.7.18

合同会社ＴＳＭ１１７ 8010403012121 関東財務局 一般社団法人ＴＳＭ１１７
職務執行者 野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号オリエント
赤坂モートサイド1112
号

03-3560-1115 ― ― 100,000 H28.12.6

千葉・武蔵野パートナー有限会
社

4010002048710 関東財務局 井川 篤 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北一丁目１３番５号
ヒューリック九段ビル７
階

03-3265-0452 ― １．金銭債権の
買取
２．前各号に付
帯する一切の業
務

3,000,000 H28.12.6

Octave Japan Infrastructure
Fund II 合同会社

3010403015723 関東財務局 Octave Japan Infrastructure
Fund II
一般社団法人
職務執行者 中村 武

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番1号
ミッドタウン・タワー22
階

03-5412-6130 ― ― 1 H28.12.7

合同会社伏見ファースト 4010003024446 関東財務局 伏見プロパティ一般社団法人
職務執行者
安藤 隆夫

代表社員 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町一丁目11番地
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 H28.12.8

齊藤 元章 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区神田
小川町1丁目11番地千
代田小川町クロスタビ
ル3階

090-3318-
6662

― ― ― H29.8.10

ディエイチ・ディベロップメント・
ツー合同会社

7010003018684 関東財務局 一般社団法人アセットホールディ
ングス
職務執行者
須貝 信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1993 ― ― 1,000,000 H28.12.12

CK東品川インベストメント合同
会社

2010003024480 関東財務局 CK東品川ホールディング一般社
団法人 職務執行者 中津 正
憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番17号ア
イオス永田町ビル5階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 H29.9.26

合同会社銀座８丁目開発プロ
ジェクト2

1011103006584 関東財務局 一般社団法人銀座８丁目開発プ
ロジェクト２
職務執行者 森田威

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目４番地四谷駅前ビ
ル５階

03-5360-8280 ― ― 100,000 H28.12.15

合同会社西船橋ツー開発プロ
ジェクト

3010003024505 関東財務局 一般社団法人西船橋ツー開発
職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号シル
スフィア会計事務所内

03-3230-6789 ― ― 100,000 H28.12.16

合同会社ＤＡヘルスケア２ 3010403015665 関東財務局 一般社団法人日本シニアホール
ディングス
職務執行者 佐藤 雄助

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号城山トラス
トタワー33階

03-6435-6010 ― 不動産の売買、
保有、賃貸及び
管理
不動産信託受
益権の取得、保
有、処分及び売
買

300,000 H28.12.19

IoT Bridge株式会社 1011001113689 関東財務局 井上 北斗 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区
神宮前5丁目38-6
パシフィック神宮前3F

03-6419-7372 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 H28.12.22

株式会社リライアンスパート
ナーズ

1010401123934 関東財務局 野原 淳史 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビルディング13階

03-6550-8743 ― 経営コンサル
ティング、投資
業等

9,000,000 H29.11.15
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ONEA一般社団法人 6011105007386 関東財務局 林 秀次 代表理事 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目４番地四谷駅前ビ
ル５階

03-5360-8280 ― ― 11,000,000 H29.12.28

合同会社トライデント 4010003024561 関東財務局 一般社団法人ヴィレッジツー
職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/hsk―
tax.com/spc/home/s
pc_81

― 100,000 H29.2.24

GEイー・エフ・エス・エナジー・
ジャパン合同会社

7010403015570 関東財務局 GEキャピタル・アセット・ファイナ
ンス合同会社 職務執行者 中
村 哲也

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂五丁
目2番20号赤坂パーク
ビル15階

03-5544-3471 なし なし 1,000,000 H29.12.25

ジャパンエステート合同会社 9010003024490 関東財務局 ジャパンエステート一般社団法
人 職務執行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1994 ― ― 1,000,000 H29.7.3

YATキャピタル株式会社 1010001178577 関東財務局 兼松 亨 代表取締役 ○ ○ 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16階

090-2532-
2013

― ― 50,000 H29.1.12

合同会社レア名北レジデンス 8010003024640 関東財務局 一般社団法人公共レジデンシャ
ルファンドII
職務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.1.17

合同会社三条 7010003023841 関東財務局 一般社団法人三条
職務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.1.17

合同会社PRファースト 2010403015740 関東財務局 一般社団法人PRファースト 職
務執行者 野坂 照光

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂一
丁目１番７号オリエント
赤坂モートサイド1112
号室東京エスピーシー
マネジメント株式会社
内

03-3560-1115 ― ― 100,000 H29.12.5

株式会社大宗地所 5011001113933 関東財務局 八木 浩史 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
二丁目10番7号新大宗
ビル1号館11階

03-3463-5121 http://asa-
epn.jp/di/0008/3fj8/

― 3,000,000 H29.10.4

東扇島インベストメント合同会社 5010003024593 関東財務局 ＥＦＩ一般社団法人
職務執行者
宮里 猛

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号
（明治生命館、ラサー
ル不動産投資顧問株
式会社内）

03-6880-2800 ― 1.不動産の賃貸
借及び管理
2.資産の流動化
に係る業務を目
的として設立さ
れる特定目的会
社の特定出資
の取得、保有及
び処分
3.前各号に付帯
関連する一切の
業務

1,000,000 H29.1.30

名古屋吹上プロパティ合同会社 2010403014404 関東財務局 一般社団法人
Nプロパティ
職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号オリエント
赤坂モートサイド1112
号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 H29.2.3

PLC6合同会社 1010003022659 関東財務局 一般社団法人
エスエイチ1号
職務執行者
山本 顕三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号
明治生命館5階
ラサール不動産投資
顧問株式会社内

03-6880-2800 ― ― 200,000 H29.2.3
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IDS Capital Japan株式会社 1011101078361 関東財務局 金 基周
竹内 尚寿

代表取締役
代表取締役

○ ○ 東京都中央区日本橋
室町四丁目４番３号
喜助日本橋室町ビル８
階

03-6205-9439 なし なし 5,000,000 H29.6.27

フェノックス・ベンチャーマネジメ
ント・ジャパン２合同会社

4010003024520 関東財務局 Md Anis Uzzaman 代表社員 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目５番１号大手
町ファーストスクエア
イーストタワー４階

03-5219-1507 www.fenoxvc.com ― 1,000 H29.9.7

リニューアブルエナジーパート
ナーズ合同会社

2010403016053 関東財務局 一般社団法人
ケイエス
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目3番1号
西新橋スクエア11階
日立キャピタル信託株
式会社内

03-3503-2205 ― ― 500,000 H29.2.8

合同会社エスアイエム・トウヨウ 9010403015940 関東財務局 エスアイエム・トウヨウ・エルエル
シー
職務執行者
山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階
税理士法人赤坂国際
会計事務所内

03-3505-2480 ― ― 100,000 H29.2.9

グロースポイント・エクイティ有限
責任事業組合（吉崎浩一郎、上
田谷真一、新谷大輔）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目１０番１５号エキス
パートオフィス渋谷２０
１号

050-5240-
5484

www.gp-equity.com 経営その他に係
るコンサルティン
グ業務

― H29.3.9

日本風力開発アセットマネジメン
ト株式会社

3010401128452 関東財務局 吉田 成希 代表取締役 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目４番１４号物産ビ
ル５階

03-3519-7256 ― ― 10,000,000 H29.9.21

三宮町一丁目合同会社 3010003024752 関東財務局 一般社団法人
都市創造再生
職務執行者
中垣 光博

代表社員 ― ○ 東京都千代田区
内神田二丁目
2番6号
田中ビル5階

03-5577-5047 ― ― 1,000,000 H29.2.10

新浦安プロパティー合同会社 5010003020642 関東財務局 丸の内ホールディング1一般社
団法人 職務執行者 本郷 雅
和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館

03-6880-2800 該当なし 該当なし 300,000 H29.5.18

ジーナイン・ジャパン・ピーアー
ルイーエフ・マネジャー・ピー
ティーイー・リミテッド

1700150082675 関東財務局 宮里 猛 日本における代表者 ○ ○ 東京都江東区亀戸六
丁目56番15号

03-6836-5245 ― 1.不動産、土地に関
する権利、固定資
産及びそれに付随
する権利、法人に
よって発行又は保
証される株式、社
債、ハイブリッド証
券、債券、手形、債
務証書及び証券、
並びに政府、統治
者、コミッショナー、
公共団体、最高権
力機関、地方自治
体、その他世界中
の公的機関等によ
り発行又は保証さ
れる社債、ハイブ
リッド証券、公債、
手形、債務証書及
び証券等の取得、
投資及び保有
2.上記に関連し、若
しくは、当会社の資
産の価値又は利益
の向上のために直
接的又は間接的に
予測される、当会社
に有用と考えられる
一切の業務
3.その他上記に付
帯関連する一切の
業務

107,808.33米ド
ル

H29.10.10
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合同会社賑やかしレジリートブ
リッジワン

6010003023900 関東財務局 一般社団法人賑やかしレジリー
トブリッジワン
職務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 ― ― 100,000 H29.2.15

合同会社ダブルオーシックス 9010003024739 関東財務局 一般社団法人ダブルオーホール
ディングス
（職務執行者 弓岡 万洋 ）

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング 13階

03-3231-1992 ― ― 100,000 H29.2.20

合同会社エヌティ後楽園 4010003024850 関東財務局 本郷四丁目一般社団法人
職務執行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1992 ― ― 1,000,000 H29.2.20

合同会社本町 4010403011655 関東財務局 一般社団法人コアインベストメン
トホールディングス 職務執行者
石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号メンター
キャピタル税理士法人
内日比谷セントラルビ
ル二階

03-6811-2270 該当なし 該当なし 1,500,000 H29.12.12

MJインダストリアルファンド合同
会社

3010003024819 関東財務局 MJ物流ファンド一般社団法人
職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1
日本橋一丁目ビルディ
ング13階

03-3231-1938 https://sites.google.com
/a/hsk-
tax.com/spc/home/spc_
82

― 500,000 H29.2.23

ＩＰＨＦ５新町通合同会社 3010003024843 関東財務局 一般社団法人
京都新町通
キャピタル
職務執行者
本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階 東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 H29.2.23

JMTCキャピタル合同会社 7010003024864 関東財務局 日本材料技研株式会社 職務執
行者 浦田 興優

代表社員 ○ ○ 東京都中央区銀座八
丁目17番5号アイオス
銀座3階

03-6264-7140 ― ― 5,000,000 H29.8.25

ＪＡＩ再生可能エネルギーファンド
２０１７－０２合同会社

8010003024616 関東財務局 一般社団法人再生可能 職務執
行者 在原 博

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号東京日
本橋タワー１１階

03-3270-5279 ― ― 100,000 H29.4.5

西田 隆一 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F B Dash
Ventures株式会社内

03-6441-3715 ― ― ― H29.5.23

寺田 真二 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F B Dash
Ventures株式会社内

03-6441-3715 ― ― ― H29.5.23

合同会社SSインベストメント 8010403015545 関東財務局 一般社団法人SS 職務執行者
成願 隆史

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番1号ストラテ
ジック・パートナーズ株
式会社内

03-5572-6401 該当なし 該当なし 500,000 H29.3.2

合同会社末広町ウエスト 8010003024830 関東財務局 一般社団法人末広町エステート
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.2

民泊ファンド1号合同会社 2010003024836 関東財務局 上村 憲司 代表社員 ○ ○ 東京都中央区築地一
丁目3番4号築地ニイク
ラビル2F

03-3549-1997 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.2

合同会社ＰＣ５ 1010003024861 関東財務局 一般社団法人プルーガ 職務執
行者 知久和彦

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区永田
町２丁目１４番３号赤
坂東急ビル８階

03-6268-8960 なし なし 1,000,000 H29.3.3
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マルタスインベストメント株式会
社

6010701033779 関東財務局 澁谷 剛 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区上大崎
二丁目25番5号久米ビ
ル6階

03-6431-8311 該当なし （1）企業経営に
関する研修・指
導及び教育並び
に経営コンサル
ティング業
（２）国内外の会
社、法人、組合
（以下、会社等と
いう）の株式及
び持分を所有す
ることにより、そ
の会社等の事
業活動を管理、
支配、支援、育
成する業務

25,000,000 H30.1.12

合同会社KRF66 6010003024667 関東財務局 一般社団法人KRF66 職務執行
者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

合同会社KSD2 2010003024489 関東財務局 一般社団法人KSD2 職務執行
者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

新生響きキャピタル株式会社 2010001181786 関東財務局 山川 善之 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
五丁目3番地麹町中田
ビル9階

03-5212-4360 該当なし 該当なし 6,000,000 H29.10.27

合同会社ブリッジフォース 9010003024846 関東財務局 一般社団法人ブリッジフォース
職務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 なし なし 100,000 H29.3.3

PLC7合同会社 9010003024920 関東財務局 一般社団法人エスエイチ1号 職
務執行者 山本 顕三

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館5階ラサール不
動産投資顧問株式会
社内

03-6880-2800 該当なし 該当なし 1,000 H29.3.27

合同会社オールドリバー 9011003007485 関東財務局 一般社団法人オールドリバー
職務執行者 古川 宗

代表社員 ― ○ 東京都渋谷区広尾五
丁目14番2号NIKIビル5
階

03-3560-1115 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.8

ASM2合同会社 6010003020187 関東財務局 ASM2一般社団法人 職務執行
者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1994 ― ― 170,000 H29.3.30

合同会社アイランドシップ1号 7010003024897 関東財務局 一般社団法人アイランドシップ1
号 職務執行者 在原 博

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目7番1号東京日
本橋タワー11階

03-3270-5279 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.9

株式会社青山インベストメント・
パートナーズ１号

8010401130040 関東財務局 蓮見 正純 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂八丁
目4番14号青山タワー
プレイス3階

03-6439-5825 該当なし 該当なし 2,000,000 H30.1.24

合同会社ＡＣＥ 3010003024934 関東財務局 一般社団法人ＡＣＥ 職務執行
者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.13

合同会社五条 5010003024420 関東財務局 一般社団法人五条 職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 なし なし 100,000 H29.3.13

近藤 正純ロバート ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂８丁
目11番38号乃木坂
パークハウス1202号

090-7410-
0319

該当なし 該当なし ― H29.3.13
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合同会社アスールワン 5010003024957 関東財務局 一般社団法人アスールワン 職
務執行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1994 https://sites.google.com
/a/hsk-
tax.com/spc/home/spc_
83

― 100,000 H29.3.15

合同会社Formula 1010403013968 関東財務局 一般社団法人Hashirimizu 職務
執行者 福永 隆明

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目1番4号東都ビル2
階

03-3433-6433 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.15

合同会社西船橋スリー開発プロ
ジェクト

4010003024925 関東財務局 一般社団法人船橋スリー開発
職務執行者 稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号シル
スフィア会計事務所内

03-3230-6789 該当なし ― 100,000 H29.3.16

合同会社ＨＨインベストメント 4010003024792 関東財務局 一般社団法人ＨＨ 職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号シル
スフィア会計事務所内

03-3230-6789 該当なし ― 100,000 H29.3.16

合同会社パインヒルコーポレー
ション

8011103006875 関東財務局 一般社団法人パインヒルコーポ
レーション 職務執行者 神永
信吾

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目７番１号有楽
町電気ビルヂング北館
１５階（株式会社ジェ
イ・ウィル・アドバンス
内）

03-6266-5839 該当なし 該当なし 300,000 H29.3.17

合同会社ＤＲＩＦ２ 7010003024922 関東財務局 DREAM1一般社団法人 職務執
行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階税理士法人平成会
計社事務所内

03-3231-1994 該当なし ― 100,000 H29.7.20

サイアムライジングインベストメ
ント１号合同会社

9010003025019 関東財務局 米道利成 代表社員 ○ ○ 東京都千代田区九段
北１－４－１日本地所
ブルックスビル７階

03-5213-7092 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.22

合同会社ブルー 4010003024958 関東財務局 一般社団法人ブルー 職務執行
者 粟国 正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷ビル6階株式会
社青山綜合会計事務
所内

03-5404-6699 該当なし 該当なし 100,000 H29.7.27

合同会社KRF48 5010003019453 関東財務局 一般社団法人カリスト 職務執
行者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.28

常盤インベストメンツ合同会社 7010403016172 関東財務局 ライトハウスキャピタル８一般社
団法人 職務執行者 中村 武

代表社員 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目６番１号泉ガーデ
ンタワー12階

03-6229-8039 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.24

グリーンインベストメンツ合同会
社

6010403016173 関東財務局 ライトハウスキャピタル９一般社
団法人 職務執行者 中村 武

代表社員 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目６番１号泉ガーデ
ンタワー12階

03-6229-8039 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.24

合同会社樫の木3 3010003021576 関東財務局 一般社団法人樫の木3 職務執
行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号東京
共同会計事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.24

合同会社AP亀井野 5010403016257 関東財務局 一般社団法人AP亀井野 職務執
行者 荒川 和也

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階

03-6804-6748 該当なし 該当なし 100,000 H29.3.24

株式会社ハルエネパワー 5013301039957 関東財務局 神山 仁志 代表取締役 ○ ○ 東京都豊島区南池袋
三丁目13番5号光３号
ビル１F

03-6692-1183 該当なし 該当なし 100,000,000 H29.6.20

ロジフィーダー2合同会社 8010003024888 関東財務局 ロジフィーダー2ホールディング
ス一般社団法人 職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号シル
スフィア会計事務所内

03-3230-6789 該当なし ― 100,000 H29.3.28
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Reality Accelerator有限責任事
業組合（郡 裕一、Otsumu株式
会社）

― 関東財務局 Otsumu株式会社 郡 裕一 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区幡ヶ谷3
丁目39番12号渋谷
ウェストビル1階

050-5874-
1976

― (1)投資事業有
限責任組合その
他同様の組合
等の組成、運
営、管理その他
の業務
(2)株式、新株予
約権その他の有
価証券の取得、
保有及び利用
(3)前各号に附
帯関連する一切
の業務

Otsumu株式会
社

350,000

H29.3.28

丸の内ハイドロパワー株式会社 6010001182426 関東財務局 奈尾 真一 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区平河
町二丁目16番1号平河
町森タワー10階

03-5212-4800 該当なし 該当なし 75,000,000 H29.12.22

丸の内インフラストラクチャー株
式会社

7010001182425 関東財務局 奈尾 真一 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区平河
町二丁目16番1号平河
町森タワー10階

03-5212-4800 該当なし 該当なし 245,000,000 H29.12.22

株式会社nana music 8011001094667 関東財務局 文（文原） 明臣 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区宇田川
町14-13宇田川町ビル
ディング5階

03-4540-3437 http://nana-
music.co.jp/

アプリケーション
開発

10,000,000 H29.3.30

札幌東プロパティー合同会社 5010403012421 関東財務局 一般社団法人SH82 職務執行
者 宮里 猛

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館

03-6880－
2800

該当なし 該当なし 10,000 H29.3.30

博多駅東一丁目合同会社 3010003025040 関東財務局 一般社団法人都市創造再生 職
務執行者 中垣 光博

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内神
田二丁目2番6号田中
ビル5階あすな会計事
務所内

03-5577-5047 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.3.30

合同会社KHF1 8010003024327 関東財務局 一般社団法人KRF33 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.28

一般社団法人ＩＧＰＩ持株会 2010005026541 関東財務局 楠原 茂 代表理事 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目９番２号グラ
ントウキョウサウスタ
ワー１７階

03-4562-1540 該当なし 該当なし 10,000,000 H29.3.31

アクシル・キャピタル・パートナー
ズ有限責任事業組合（フレデ
リック・シェーン、五内川 拡史、
サイ リック チェンチ）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町三丁目11番5号日
本橋ライフサイエンス
ビルディング２

03-3527-2212 ― １．ベンチャー企
業に対して投資
を行う投資事業
有限責任組合そ
の他同様の事
業体の無限責
任組合員その他
の業務執行者と
なること
２．前号に附帯
関連する一切の
業務

― H29.9.20

株式会社 マーキス 5010401113790 関東財務局 税所 篤 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木五
丁目16番52号インペリ
アル六本木2号館201

03-6434-9364 なし 不動産業 1,000,000 H29.4.11

合同会社北港インベスト 9010003025027 関東財務局 北港インベスト 一般社団法人
職務執行者 稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号 US
ビル4階 シルスフィア
会計事務所内

03-3230－
6789

該当なし ― 100,000 H29.4.12
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SV-FINTECH１号有限責任事業
組合（株式会社VOYAGE
GROUP、株式会社キャピタル・
ディレクション）

― 関東財務局 株式会社VOYAGE GROUP 宇
佐美 進典
株式会社キャピタル・ディレクショ
ン 鈴木 陽三

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都渋谷区神泉町8
番16号渋谷ファースト
プレイス8階

03-5459-1166 https://voyagegroup.co
m/

該当なし 1,026,114,430

3,000,000

H29.4.13

ＳＤ物流ファンド・シックス合同会
社

4010003025089 関東財務局 MJ物流ファンド一般社団法人
職務執行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
1-4-1日本橋一丁目ビ
ルディング13階

03-3231-1938 https://sites.google.com
/a/hsk-
tax.com/spc/home/spc_
84

― 500,000 H29.4.14

株式会社ＭＩＤベンチャーキャピ
タル

9010001156798 関東財務局 村井 孝行 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目９番１号日比
谷サンケイビル２階

03-5218-0507 http://mid-vc.co.jp/ 投資事業 100,000,000 H29.4.13

ＤＲＣホールディングス株式会社 3010001164617 関東財務局 青松 英男 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目2番1号岸本
ビル5階

03-3201-8603 該当なし DRCグループの
持株会社

1,000,000 H29.4.18

合同会社浅草地所 3010003025180 関東財務局 一般社団法人ＩＥＳ２ 職務執行
者 山本 祐紀

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502－
5801

該当なし 該当なし 100,000 H29.4.21

合同会社ＳＡ３ 5010003025179 関東財務局 一般社団法人ＩＥＳ２ 職務執行
者 山本 祐紀

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502－
5801

該当なし 該当なし 100,000 H29.4.21

合同会社武蔵浦和開発プロジェ
クト

6010003025062 関東財務局 一般社団法人武蔵浦和開発 職
務執行者 稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号 US
ビル4階 シルスフィア
会計事務所内

03-3230－
6789

該当なし ― 100,000 H29.4.24

合同会社KRF47 6010003019452 関東財務局 一般社団法人KSLF7 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

DSバイオガスアルファ合同会社 6010403016248 関東財務局 一般社団法人エルエルシー・
ホールディングス 職務執行者
粟国 正樹

代表社員 ○ ― 東京都港区虎ノ門三
丁目22番10-201号

03-5299-5333 なし なし 1,000,000 H29.4.24

合同会社FORTUNE ONE 2010403010361 関東財務局 一般社団法人HOTEL CORE
CAPITAL 職務執行者 中島
丈晴

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目7番1号 赤坂榎坂
森ビル6階

050-5835-
0966

該当なし 該当なし 500,000 H29.4.26

合同会社Lily 9010003025200 関東財務局 一般社団法人 Lily 職務執行者
東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219－
8777

該当なし 該当なし 50,000 H29.4.27

JADE合同会社 8010403016428 関東財務局 パットリツィア・ヴォオン インベ
スト・カピタール フィアヴァルトゥ
ングスゲゼルシャフト・エムベー
ハー 職務執行者 フランク・ミ
ヒャエル・グレイヴェ

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号東京
共同会計事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 10,000 H29.12.27

合同会社よこはまオフィスマネ
ジメント

8010003025275 関東財務局 一般社団法人ＤＲＦ 職務執行
者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号日本橋
一丁目ビルディング１
３階税理士法人平成
会計社内

03-3231-1858 該当なし 該当なし 400,000 H29.5.12

猪名川プロパティー合同会社 5010003020634 関東財務局 猪名川ホールディング1一般社
団法人 職務執行者 本郷 雅
和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館

03-6880－
2800

該当なし 該当なし 150,000 H29.5.12

エンデバー・ユナイテッド・パート
ナーズ・シックス株式会社

2010001182009 関東財務局 飯塚 敏裕 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目５番１号丸の
内二丁目ビル６階

03-6880-3341 該当なし 該当なし 10,000,000 H29.5.16
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合同会社ＶＴ恵比寿 9010403015718 関東財務局 一般社団法人ＴＳМ１４０ 職務
執行者 野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号オリエント
赤坂モートサイド1112
号室

03-3560-1115 該当なし 該当なし 100,000 H29.5.19

合同会社ジャパン・ケア・ファシ
リティーズ

3010403016416 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439－
0010

該当なし 該当なし 3,000,000 H29.5.22

合同会社賑やかしレジリートブ
リッジツー

9010003025266 関東財務局 一般社団法人賑やかしレジリー
トブリッジツー 職務執行者 稲
葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号USビ
ル4階シルスフィア会
計事務所内

03-3230－
6789

該当なし ― 100,000 H29.5.23

株式会社フェニックス・エンター
テイメント・ツアーズ

5010001020628 関東財務局 目黒 光紀 代表取締役 ○ ― 東京都港区東新橋2-
1-6汐留プリプラビル7
階

03-3569－
2677

http://www.phoenixto
ur.jp/

旅行業、ﾎﾃﾙ等
の経営・運営、
損害保険代理
業、労働者派遣
事業、有料職業
紹介事業

81,000,000 H29.5.19

SAIJP1合同会社 1010003022584 関東財務局 都市再開発ホールディングス一
般社団法人 職務執行者 大村
圭一

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1994 なし なし 1,000,000 H29.5.29

合同会社ＶＴ平河町 1010403015717 関東財務局 一般社団法人ＴＳМ１３９ 職務執
行者 野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号オリエント
赤坂モートサイド1112
号室

03-3560-1115 該当なし 該当なし 100,000 H29.5.29

合同会社神田パートナーズ1号 1010003025265 関東財務局 大場 淑郎 代表社員 ○ ○ 東京都千代田区猿楽
町二丁目６番7号

03-5577－
6691

該当なし コンサルティン
グ業務

100,000 H29.5.30

合同会社神田パートナーズ2号 5010703003590 関東財務局 清水 美保子 代表社員 ○ ○ 東京都品川区南品川
四丁目2番38-709号

080-2134－
8053

該当なし コンサルティン
グ業務

100,000 H29.5.30

理研Jテクノロジーズ合同会社 1010003024960 関東財務局 空閑 俊吾 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
本町一丁目4番9号日
本橋MMビル4F

03-3527-9508 該当なし 1 研究開発等
を用いて事業を
実施する会社等
に対する投資、
資金調達支援、
コンサルタント及
び育成
2 技術革新を
目指す会社等に
対する投資、資
金調達支援、コ
ンサルタント及
び育成
3 企業経営に
関するコンサル
タント
4 上記各号に
附帯する一切の
事業

100,000 H29.6.1

キャナルベンチャーズ株式会社 2010601051637 関東財務局 齊藤 昇 代表取締役 ○ ○ 東京都江東区豊洲1-
1-1

050-3132-
6164

― なし 100,000,000 H29.6.2

合同会社藤沢ホールディング 7010403016593 関東財務局 一般社団法人八重洲アセット
職務執行者 泉部 充

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂１－５
－１３祥文堂ビル３階

03-5575-2206 該当なし 不動産賃貸業
務

1 H29.6.5

ＵＳＰＯＦ１号合同会社 7010003025326 関東財務局 一般社団法人ＵＳＰＯＦ１号 職
務執行者 関口 三枝子

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H29.8.17
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至誠インベストメント有限責任事
業組合（菊池 裕二、西本 清
身、菅 祐治、密田 隆志、八代
智弘、関口 崇、久田 哲生）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都世田谷区上馬
3-18-11エルフレア駒
沢1004

03-6805-3675 該当なし 菊池裕二：会社
経営（フィデル・
パートナーズ株
式会社 代表取
締役、株式会社
MARE.PLANNIN
G Co.,Ltd. 代表
取締役）
関口崇：会社経
営（スリーアロー
ズ財務コンサル
ティング株式会
社 代表取締
役）
久田哲生：会社
経営（スリーア
ローズ財務コン
サルティング株
式会社 代表取
締役）

該当なし H29.6.7

朝日メディアラボベンチャーズ株
式会社

6010001182665 関東財務局 高田 覚 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区築地五
丁目３番２号朝日新聞
東京本社本館２階

03-4405-5765 https://asahimedialab.
vc

該当なし 50,000,000 H29.9.12

合同会社フージャース１ 7010003025284 関東財務局 一般社団法人ＤＵＯ 職務執行
者 稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目2番3号丸の
内仲通りビル10階株式
会社フージャースホー
ルディングス内

03-3287－
0700

該当なし ― 100,000 H29.6.13

有限会社コスモス 3010002049560 関東財務局 三品 貴仙 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1997 該当なし 該当なし 3,000,000 H29.6.13

コバルトインベストメント株式会
社

8010001184065 関東財務局 新島 裕子 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目6番1号丸の
内センタービルディン
グ2階

070-4477-
4362

該当なし 該当なし 5,000,000 H29.12.7

合同会社アール・アンド・ケイ 5010003025492 関東財務局 一般社団法人アール・アンド・ケ
イ 職務執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 なし なし 100,000 H29.6.20

Incubate Fund 4有限責任事業
組合（赤浦徹、本間真彦、和田
圭祐、村田祐介）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F

03-3568-3155 http://incubatefund.c
om/

該当なし ― H29.12.1

富士ホールディングス4合同会
社

9010403014315 関東財務局 フジ・ホールディングス・フォー・
エムエム・エルエルシー 職務執
行者 滝澤 和政

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル6階税理士法人赤
坂国際会計事務所内

03-6438-4222 該当なし 該当なし 100,000 H29.6.21

株式会社東京アセットソリュー
ション

7010401080212 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-5510-8300 http://www.to-as.com ― ― ○ H29.6.21

MMBI合同会社 5010003024924 関東財務局 MMBI一般社団法人 職務執行
者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1994 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.6.23
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福島リカバリ株式会社 9380001019464 関東財務局 山田 泰秀 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
北1丁目13番5号ヒュー
リック九段ビル7階

03-6272-4965 なし １．株式その他
有価証券および
金銭債権等の
取得、保有、管
理および運用等
の投資事業

２．企業の事業
譲渡、資本参
加、業務提携お
よび組織再編等
に関する調査、
企画並びにそれ
らの斡旋、仲介

３．経営コンサ
ルティング業務

４．企業の株式
の保有

５．前各号に掲
げる業務に付帯
する業務

60,000,000 ○ H29.10.4

玉塚 元一 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都豊島区東池袋
一丁目20番2号ホワイ
トハウスビル９０６

03-5960-5057 ― IT関連事業 ― H29.6.23

株式会社ドリームビジョン 9011001046849 関東財務局 平石 郁生 代表取締役 ― ○ 東京都目黒区碑文谷
５－３－４

090-3090-
2204

該当なし 有価証券の取
得及び保有、コ
ンサルティング
等

41,500,000 H29.6.26

合同会社FPAC17 8010403015347 関東財務局 一般社団法人FPAC17 職務執
行者 佐々木 健一

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番28号東洋プロ
パティ虎ノ門ビル9階株
式会社虎ノ門会計内

03-3580-1077 該当なし 該当なし 300,000 H29.9.6

合同会社アセット投資事業４号 9010003025464 関東財務局 一般社団法人コアインベストメン
トホールディングス 職務執行者
石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号日比谷セ
ントラルビル2階メン
ターキャピタル税理士
法人内

03-6811-2270 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.12

合同会社百道浜 9010403016550 関東財務局 一般社団法人クレストホールディ
ングス 職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439－
0010

該当なし 該当なし 3,000,000 H29.6.27

合同会社小平プロパティ 4011103007126 関東財務局 一般社団法人シニアヘルスケア
研究会 職務執行者 森田 威

代表社員 ― ○ 東京都新宿区四谷一
丁目4番地四谷駅前ビ
ル５階

03-5360-8280 該当なし 無し 100,000 H29.7.4

合同会社カルペ・ディエム 6011103007157 関東財務局 一般社団法人エヌ・エー・エヌ
職務執行者 下吹越 一孝

代表社員 ○ ○ 東京都新宿区西新宿
六丁目６番３号新宿国
際ビルディング新館６
階

03-5990-5910 該当なし 該当なし 100,000 H29.6.28

合同会社ジャパン・ケア・ファシ
リティーズ・ツー

7010403016750 関東財務局 一般社団法人クレストホールディ
ングス 職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439-0010 該当なし 該当なし 3,000,000 H29.6.28

合同会社ｈｏｎｅｙ ｂ． 2011003007789 関東財務局 三津 寛子 代表社員 ○ ― 東京都渋谷区渋谷一
丁目１５番１５号テラス
渋谷美竹１３０６号室

03-6356-8702 なし なし 3,000,000 H29.7.4

株式会社Ｗ＆Ｄインベストメント
デザイン

1010401132200 関東財務局 福本 太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山三
丁目5番10号ワールド
北青山ビル13F

03-6365－
5701

http://www.wdidesign.

jp

経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

3,000,000 H29.7.5
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株式会社RCLPSマネジメント 6010401112957 関東財務局 山本 顕三 代表取締役 ― ○ 東京都港区元赤坂1-
1-8赤坂コミュニティビ
ル４階

03-6804-6748 ― 該当なし 50,000 H29.7.11

津クリーンパワー合同会社 6010003024618 関東財務局 一般社団法人クリーンエナジー
職務執行者 北川 久芳

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号東京
共同会計事務所内

03-5219－
8777

該当なし 該当なし 100,000 H29.7.11

株式会社キャンサースキャン 6011001062543 関東財務局 福吉 潤 代表取締役 ○ ― 東京都品川区西五反
田二丁目8番1号五反
田ファーストビル5階

03-6420-3390 www.cancerscan.jp コンサルティン
グサービス、
マーケティング・
市場調査サービ
ス

10,000,000 H29.7.11

360ipジャパン株式会社 3010001145261 関東財務局 藤森 朝詩 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
一丁目15番15号タガミ
神宮前ビル3階

03-5537-6029 http://360ip.com/ 技術商業化に関
するコンサル
ティング

1,000,000 H30.1.17

プライムホールディングス株式
会社

1010001178008 関東財務局 栗原 信一 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
堀留町一丁目１番5号
日本橋堀留ビル２階
TNホールディングス株
式会社内

03-4485-1082 該当なし Ｍ＆Ａに関する
事業

1,000,000 H29.8.10

株式会社ファーストインベスコ 1010001181705 関東財務局 田村 俊隆 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
茅場町三丁目2番2号
EKKビル2階

03-6206-2410 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.8.1

BASE Partners有限責任事業組
合（山口丈寛、株式会社東京通
信）

― 関東財務局 株式会社東京通信 外川 穣 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
南一丁目１番９号岩徳
ビル９階

03-6452-4592 ― 該当なし 株式会社東京
通信

90,500,000

H30.1.4

合同会社IHPインベストメント 2010403016631 関東財務局 一般社団法人IHPホールディン
グス 職務執行者 山本 顕三

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂1-
1-8株式会社赤坂国際
会計内

03-6804-6748 ― 該当なし 50,000 H29.6.30

合同会社花園リアルティ 3010403016853 関東財務局 一般社団法人クレストホールディ
ングス 職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439－
0010

該当なし 該当なし 3,000,000 H29.7.25

合同会社トロピック・ワン 2010003025611 関東財務局 一般社団法人トロピック・ワン
職務執行者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

合同会社トロピック・ツー 1010003025612 関東財務局 一般社団法人トロピック・ツー
職務執行者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

Reine合同会社 7010003025656 関東財務局 UNION FAITHFUL LIMITED 職
務執行者 ロー・チュエン・ラム・
エドワード

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座一
丁目6番11号土志田ビ
ルディング3F

03-5159-6383 なし なし 25,000,000 H29.7.27

SRキャピタル株式会社 7010001184834 関東財務局 山田 和孝 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
室町二丁目4番3号日
本橋室町野村ビル15
階

03-6860-9660 なし 経営コンサル
ティング業務

4,000,000 H29.10.26

ピックアップ株式会社 5011001101005 関東財務局 宮本 拓 代表取締役 ○ ― 東京都港区六本木三
丁目2番1号住友不動
産六本木グランドタ
ワー24階

03-5797-8954 http://picappinc.jp/ スマートフォン向
けサービスの企
画・開発・運営

500,000 H29.7.28

合同会社吉野第二 3010003025734 関東財務局 一般社団法人高知太陽光研究
所 職務執行者 八田 正史

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目11番地精
興竹橋共同ビル2階

03-3259-8518 なし なし 100,000 H29.8.3
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合同会社中野新橋開発プロジェ
クト

9010003025695 関東財務局 一般社団法人中野新橋開発 職
務執行者 稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号USビ
ル4階シルスフィア会
計事務所内

03-3230-6789 該当なし ― 100,000 H29.8.4

合同会社TSM142 9010403016245 関東財務局 一般社団法人TSM142 職務執
行者 ダニエル・シャイアマン

代表社員 ― ○ 〒102-0094
東京都千代田区紀尾
井町4番1号ニューオー
タニガーデンコート12
階

03-4510-3350 該当なし 該当なし 100,000 H29.10.19

株式会社神谷町インベストメント 2010401131390 関東財務局 山本 顕三 代表取締役 ○ ○ 東京都港区元赤坂1-
1-8赤坂コミュニティビ
ル4階株式会社赤坂国
際会計内

03-6804-6748 ― 該当なし 50,000 H29.7.31

ランブラス・キャピタル株式会社 5010401103676 関東財務局 畑 翼 代表取締役 ― ○ 東京都港区愛宕二丁
目5番1号

03-6435-9454 ― 該当なし 5,000,000 H29.7.31

株式会社１００キャピタル 1010401123488 関東財務局 重田 秀豪 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂四丁
目15番1号赤坂ガーデ
ンシティ18F

03-5572-6080 該当なし 該当なし 25,000,000 H29.8.9

株式会社第三アップキープ 7011301013187 関東財務局 筧 智家至 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ルWEST WING 30階

03-6459-1672 なし 有価証券又は
不動産の取得、
管理事業

3,000,000 H29.7.19

ワイエスマネージメント株式会社 8010401003741 関東財務局 筧 智家至 代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ルWEST WING 30階

03-6459-1672 なし 有価証券又は
不動産の取得、
管理事業

10,000,000 H29.7.19

マネックスベンチャーズ株式会
社

5010001096379 関東財務局 清明 祐子 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル25階

03-4323-3843 http://www.monexven
tures.com/

ベンチャーキャ
ピタル事業

100,000,000 H29.8.10

ＡＮＲＩ有限責任事業組合（佐俣
安理、ジェネラルパートナー株
式会社）

― 関東財務局 ジェネラルパートナー株式会社
佐俣 安理

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷２
丁目６番６－２０１号

090-8569-
0647

http://anri.vc/ ― ジェネラルパー
トナー株式会社

10,000

H30.1.4

合同会社元住吉レジデンス 9010003019623 関東財務局 一般社団法人エフ・ビー・ホール
ディング 職務執行者 北川 久
芳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内3-1-1国際ビル9階

03-5219-8777 該当なし 無 300,000 H29.8.23

合同会社マック 1010003025579 関東財務局 一般社団法人マック 職務執行
者 森安 圭介

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目７番１号東京日
本橋タワー１１階

03-3270-6288 該当なし 該当なし 100,000 H29.8.24

株式会社プルーガ・グロース・
キャピタル

7010001185675 関東財務局 知久 和彦 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町２丁目１４番３号赤
坂東急ビル８階

03-6268-8960 なし なし 1,000,000 H29.8.25

合同会社三郷プロパティーズ 1010003025785 関東財務局 一般社団法人三郷プロパティー
ズ 職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H29.8.31

合同会社マクハリ 3010403017141 関東財務局 マクハリ・エルエルシー 職務執
行者 山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル6階税理士法人赤
坂国際会計事務所内

03-3505-2480 該当なし 該当なし 100,000 H29.8.29

有明アスリート合同会社 8010003025498 関東財務局 一般社団法人アスリート 職務
執行者 岡本 哲治

代表社員 ― ○ 東京都千代田区麹町
五丁目1番地ＮＫ真和
ビル9階

03-5216-5611 無 無 3,093,250 H29.9.1

初台プロパティー合同会社 4010403013635 関東財務局 初台ホールディング1一般社団
法人 職務執行者 宮里 猛

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館

03-6880-2800 該当なし 該当なし 10,000 H29.9.4
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合同会社福王山太陽光発電 1190003002676 関東財務局 一般社団法人福王山太陽光発
電 職務執行者 平野 和俊

代表社員 ○ ― 東京都中央区銀座4-
6-1銀座三和ビル6階
三幸オフィスマネジメン
ト株式会社内

03-3564-8034 該当なし ― 100,000 H29.9.7

日本産業第５号GP株式会社 4010001185620 関東財務局 馬上 英実 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目１番１号明治
安田生命ビル１５階

03-6266-5781 該当なし 経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

25,000,000 H29.9.11

GKTB合同会社 8010403017186 関東財務局 GKTB一般社団法人 職務執行
者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目2番6号赤坂中央ビ
ル7階アクタス税理士
法人内

03-3224-8888 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.9.13

合同会社ＪＢＺワン 1011103007302 関東財務局 一般社団法人ＪＢＺ 職務執行者
神永 信吾

代表社員 ― ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目７番１号有楽
町電気ビルヂング北館
１５階
（株式会社ジェイ・ウィ
ル・アドバンス内）

03-6266-5839 該当なし 該当なし 300,000 H29.9.13

GKTL合同会社 9010403017185 関東財務局 GKTL一般社団法人 職務執行
者 粕谷 直人

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂三丁
目2番6号赤坂中央ビ
ル7階アクタス税理士
法人内

03-3224-8888 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.9.14

フリーバンク株式会社 2040001079978 関東財務局 川分 陽二 代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区日本橋
箱崎町32-3秀和日本
橋箱崎レジデンス604

03-6233-8661 http://freebank.co.jp/ コンサルティン
グ

31,500,000 H29.9.15

合同会社賑やかしレジリートブ
リッジサード

5010003025922 関東財務局 一般社団法人賑やかしレジリー
トブリッジサード 職務執行者
稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号USビ
ル4階シルスフィア会
計事務所内

03-3230-6789 該当なし ― 100,000 H29.9.21

合同会社市川国府台大和中央
開発プロジェクト

8010003025267 関東財務局 一般社団法人大和市中央開発
職務執行者 稲葉 孝史

代表社員 ― ○ 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号USビ
ル4階シルスフィア会
計事務所内

03-3230-6789 該当なし ― 100,000 H29.9.21

ＷＭグロース４有限責任事業組
合（ＷＭパートナーズ株式会
社、松本 守祥、徳永 康雄）

― 関東財務局 ＷＭパートナーズ株式会社 松
本 守祥

代表取締役会長 ○ ○ 東京都千代田区麹町
三丁目２番地垣見麹
町ビル別館６階ＷＭ
パートナーズ株式会社
内

03-6261-4601 http://www.wmpartne
rs.jp/

（ＷＭパートナー
ズ株式会社）
経営コンサル
ティング、投資
事業有限責任
組合等の組合
財産管理、会計
業務及び一般事
務代行業務

（ＷＭパート
ナーズ株式会

社）
30,000,000

H30.1.29

合同会社Satsuki3 2010003025900 関東財務局 一般社団法人Satsuki3 職務執
行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 50,000 H29.9.21

合同会社AP2 4010403017215 関東財務局 一般社団法人AP2 職務執行者
荒川 和也

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階

03-6804－
6748

該当なし 該当なし 100,000 H29.9.21

合同会社オレンジ 5010003026029 関東財務局 一般社団法人オレンジ 職務執
行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 なし なし 100,000 H29.9.21

合同会社エルアール 6010003026036 関東財務局 一般社団法人エルアール 職務
執行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 なし なし 100,000 H29.9.21
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パシフィコ・エナジー・ソーラー
ファンド合同会社

4010403017082 関東財務局 パシフィコ・エナジー株式会社
職務執行者 フランクリン・ウィリ
アム・ネーサン

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木一
丁目9番10号アークヒ
ルズ仙石山森タワー33
階

03-4540-7830 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.9.21

株式会社ＣＡＲＰＥ ＤＩＥＭ 2010101010903 関東財務局 藤井 昭光 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門三
丁目8番21号虎ノ門33
森ビル7階

070-5487－
3127

該当なし 無 10,000 H29.9.20

合同会社エスアイエム・レジデン
ス・ワン

6010403016330 関東財務局 エスアイエム・レジデンス・ワン・
エルエルシー 職務執行者 山
崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階税理士法人赤
坂国際会計事務所内

03-3505-2480 該当なし 該当なし 100,000 H29.9.26

新生インベストメント＆ファイナ
ンス株式会社

7010001083747 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区外神
田三丁目12番8号住友
不動産秋葉原ビル

― http://www.shinsei-
if.com

― ― ○ H29.10.17

株式会社ミダスキャピタル 9010001186226 関東財務局 岩田 裕太 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
南二丁目2番1号エー
ス九段ビル８F

090-9408-
7866

なし なし 10,000,000 H29.9.28

ジェイ・フェニックス・リサーチ株
式会社

1010401082494 関東財務局 宮下 修 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
茅場町1-6-16 K･Kビ
ル8階

03-5532-7647 http://www.j-
phoenix.com

定款における目的
1.企業価値経営全般及
び企業再生に関する調
査、企画立案、コンサル
ティング、講演
2.各種企業の株主・投資
家を対象とした広報活動
に関するコンサルティン
グ
3.各種企業の合併、営業
譲渡、有価証券譲渡及
び企業提携等の指導、
仲介及び斡旋
4.各種企業のセミナー、
シンポジウムの企画、運
営の受託
5.インターネット及びマス
メディアを利用した各種
情報提供サービス
6.インターネットを利用す
る情報システム及び通信
ネットワークの企画、運
営、設計、運用に関する
受託
7.出版・印刷業及び広
告・宣伝の企画、制作
8.労働者派遣業
9..有価証券の取得、保
有及び売買
10.投資事業組合財産の
運用及び管理
11.投資顧問業務
12.前各号に付帯関連す
る一切の業務

10,000,000 H29.9.28

合同会社ニコラスキャピタル11 6010003026102 関東財務局 一般社団法人ニコラスファンディ
ング11 職務執行者 森安 圭
介

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目7番1号東京日
本橋タワー11階

03-3270-5279 該当なし 該当なし 100,000 H29.10.11

合同会社霞が関インベストメント 4010403013726 関東財務局 一般社団法人エスエイチ3号 職
務執行者 山本 顕三

代表社員 ○ ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番8号赤坂コミュ
ニティビル4階株式会
社赤坂国際会計内

03-6804-6748 該当なし 無 50,000 H29.10.3

合同会社ライラック 7010003025937 関東財務局 一般社団法人ライラック 職務執
行者 鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 なし なし 100,000 H29.10.12

TFJ1合同会社 8010003025754 関東財務局 TFJ1一般社団法人 職務執行
者 中垣 光博

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内神
田二丁目2番6号5階あ
すな会計事務所内

03-5577-5047 該当なし 該当なし 100,000 H29.10.18

合同会社KHF2 6010003026028 関東財務局 一般社団法人エイチケイディー
エックス 職務執行者 石本 忠
次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21
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合同会社KRF68 1010003026148 関東財務局 一般社団法人KRF68 職務執行
者 飯塚 和正

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

合同会社YMMインベストメント 1010003025975 関東財務局 一般社団法人YMMホールディン
グス 職務執行者 中津 正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.11.21

松戸2ロジスティクス合同会社 7011003006968 関東財務局 一般社団法人ロジスティクス・
ホールディングス 職務執行者
三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1891 無 無 100,000 H29.10.19

東日本民間賃貸サービス合同
会社

4010403015193 関東財務局 箱根一般社団法人 職務執行者
目黒 正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区三田一丁
目1番15号三田ソネット
ビル3階

03-6438－
4222

該当なし 該当なし 100,000 H29.10.19

合同会社東京ホテルマネジメン
ト

5010403017370 関東財務局 一般社団法人DRF3 職務執行
者 粟国 正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階株式
会社青山綜合会計事
務所内

03-5404-6699 該当なし 該当なし 450,000 H29.10.20

合同会社ＫＨインベストメント 9010003026116 関東財務局 ＤＲＥＡＭ１一般社団法人 職務
執行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング13
階税理士法人平成会
計社事務所内

03-3231-1994 該当なし 該当なし 100,000 H29.10.23

大阪プロパティー合同会社 4010003025683 関東財務局 大阪ホールディング1一般社団
法人 職務執行者 宮里 猛

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館5階

03-6880－
2800

該当なし 該当なし 10,000 H29.10.24

合同会社ＰＣ６ 2010003026270 関東財務局 一般社団法人プルーガ 職務執
行者 知久 和彦

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区永田
町２丁目１４番３号赤
坂東急ビル８階

03-6268-8960 なし なし 1,000,000 H29.10.25

IDATEN Ventures合同会社
足立健太

6010403017411 関東財務局 IDATEN Ventures合同会社 足
立 健太

代表社員 ○ ○ 東京都港区北青山二
丁目9番5号スタジアム
プレイス青山7階

080-3500-
2997

https://www.idaten.vc
/

なし (IDATEN
Ventures合同

会社)
1,000,000

H29.10.26

合同会社ＣＣＦ１号 9010003026099 関東財務局 一般社団法人ＣＰＳ１号 職務執
行者 高山 知也

代表社員 ○ ― 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H29.10.30

松本 壮志 ― 関東財務局 該当なし 該当なし ○ ○ 東京都足立区千住二
丁目１８番地為静ビル
３０２

03-3870-8631 該当なし コンサルタント業 ― H29.10.31

株式会社よしもとインベストメン
ト

1011101070896 関東財務局 溝上 篤史 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区新宿五
丁目18番21号

03-3209-8302 該当なし 該当なし 25,000,000 H29.11.1

合同会社キューズロジ 7010003026225 関東財務局 一般社団法人スターク 職務執
行者 三品 貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号日本橋
一丁目ビルディング

03-3231-1937 該当なし 該当なし 100,000 H29.11.7

合同会社金城 7010003026373 関東財務局 一般社団法人ＩＥＳ２ 職務執行
者 山本 祐紀

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502-5801 該当なし 該当なし 100,000 H29.11.10

N1合同会社 1010003026362 関東財務局 松田 光司 代表社員 ○ ○ 東京都千代田区大手
町1-1-1大手町パーク
ビル7F

03-6206-3031 該当なし 会社設立、経
営、財務、経
理、株式公開、
事業承継、相
続、資産運用、
株価算定、企業
買収等に関する
コンサルティン
グ業務

10,000 H29.12.11



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

合同会社Zelkova 6010003025921 関東財務局 一般社団法人Zelkova 職務執
行者 東 俊三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 50,000 H29.11.16

フォートレス･バリュー・プロパ
ティーズ・ホールディングス合同
会社

5010403015192 関東財務局 草津一般社団法人 職務執行者
目黒 正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目2番9号EPコンサ
ルティングサービス内
日比谷セントラルビル5
階

03-6438-4222 該当なし 該当なし 100,000 H29.11.17

日本アイルキャピタル株式会社 5010701031585 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3450-7077 http://www.isle-
cap.co.jp/

― ― ○ H29.11.24

エス・アイ・ピー株式会社 6010401053012 関東財務局 齋藤 茂樹 代表取締役社長 ○ ○ 東京都港区南青山五
丁目15番9号フラット青
山302号室

03-5464-9230 sip-vc.com ・投資先企業及
びＶＢのコンサ
ルティング事業
・組合経理の事
務代行業

90,000,000 H29.11.20

ＳＳプロジェクト合同会社 8010003026414 関東財務局 一般社団法人ＳＬＯＭ 職務執
行者 平野 和俊

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目１番１号明治
生命館４階

03-6212-2555 該当なし 該当なし 100,000 H29.11.24

ナッツリアルエステート合同会社 2010403017621 関東財務局 セブンシーズホールディングス株
式会社 職務執行者 堀江 聡
寧

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目５番５号櫻ビル７
階

03-5501-4100 該当なし 該当なし 300,000 H30.1.15

株式会社京王自動車学校 4010901003600 関東財務局 御代 元 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区銀座四
丁目6番1号銀座三和
ビル6階

03-3564-8072 ― 不動産コンサル
タント業務、不動
産の保有・売買
仲介・管理受託
等

48,000,000 H29.11.24

ＦＣＤパートナーズ株式会社 2010001187759 関東財務局 大西 正一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
北3-2-11住友不動産
九段北ビル5階フロン
ティア・マネジメント株
式会社内

03-6685-3591 該当なし 経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

6,000,000 H29.11.30

合同会社KRF70 5010003026474 関東財務局 一般社団法人ロゼオ 職務執行
者 石本 忠次

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 1,000,000 H29.12.1

合同会社つばきインベストメント 4010003019207 関東財務局 つばき一般社団法人 職務執行
者 中村 武

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座1丁
目6番11号土志田ビル
ディング3Fアースタック
ス税理士法人内

03-6893-7455 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.1

松田 清人 ― 関東財務局 該当なし 該当なし ― ○ 東京都港区愛宕2丁目
5番1号愛宕グリーンヒ
ルズMORIタワー26階ト
パーズ・キャピタル株
式会社内

03-5425-9860 該当なし 該当なし 該当なし H29.12.28

Mパートナーズ一般社団法人 9010005027252 関東財務局 佐々木 弘 代表理事 ― ○ 東京都千代田区九段
南三丁目7番7号成和
綜合会計事務所内

03-3288-6611 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.4

川西プロパティー合同会社 9010003026421 関東財務局 川西ホールディング１一般社団
法人 職務執行者 宮里 猛

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館5階

03-6880-2880 該当なし 該当なし 10,000 H29.12.6
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株式会社TRYFUNDS
INVESTMENT

1010401135054 関東財務局 丹野 裕介 代表取締役 ○ ○ 東京都港区西新橋三
丁目24番10号ハリ
ファックス御成門ビル3
階

03-5425-6166 該当なし 不動産の売買、
管理及び賃貸
借、それらの仲
介
コンピュータ、関
連機器及びソフ
トウェアの企画、
開発、設計、製
造、販売等

10,000,000 H29.12.6

Founder Foundry 有限責任事業
組合（梶谷 亮介 家入 一真
Founder Foundry株式会社）

― 関東財務局 Founder Foundry株式会社 梶
谷 亮介

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷2丁
目22-3渋谷東口ビル
5F

090-2640-
6606

該当なし （家入一真:会社経営）
株式会社CAMPFIRE
代表取締役社長、株
式会社partycompany
Inc.代表取締役、株式
会社キメラ 代表取締
役、株式会社playwith
partnres代表取締役、
株式会社アマゾナス
ヴィダ代表取締役、株
式会社partyfactory代
表取締役、株式会社
onelife代表取締役、
株式会社CAMPFIRE
SOCIAL CAPITAL代
表取締役、株式会社
CAMPFIRE MUSIC
代表取締役、RFA
digital brains株式会社
取締役、株式会社バ
リュープレス 取締
役、BASE株式会社
取締役、株式会社
GENXY 取締役、
WAZOO株式会社 取
締役、株式会社メメン
トモリ 取締役、株式
会社おにぎり屋 取締
役、ライフログテクノロ
ジー株式会社 取締
役、株式会社Brain
Cat取締役、株式会社
ハウパ 取締役

(Founder
Foundry株式会

社)
1,000,000

H29.12.6

合同会社ＯＢ－３ 1010401070615 関東財務局 一般社団法人ＳＨ３７ 職務執行
者 井出 清彦

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門三
丁目22番10東武ハイラ
イン芝虎ノ門201号

03-5404-6699 該当なし 該当なし 3,400,000 H29.12.8

合同会社FRP 6010003026127 関東財務局 一般社団法人FRPホールディン
グス 職務執行者 宮本 羊好

代表社員 ― ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号日比
谷パークフロント6階

03-5157-6032 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.11

合同会社はくたかシニアレジデ
ンス

7010403017609 関東財務局 一般社団法人はくたかBTS 職
務執行者 佐藤 雄助

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号城山トラス
トタワー33階

03-6435-6010 該当なし 該当なし 300,000 H29.12.11

合同会社ＰＣ７ 3010003026583 関東財務局 一般社団法人プルーガ 職務執
行者 知久 和彦

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区永田
町２丁目１４番３号赤
坂東急ビル８階

03-6268-8960 なし なし 1,000,000 H29.12.13

Spiral Bridge株式会社 2010401134963 関東財務局 桐谷 直毅 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布十番
2-17-5プライムアーバ
ン麻布十番2 001

080-6510-
6064

該当なし 経営コンサル
ティング業

500,000 H29.12.12

合同会社ＶＴ銀座 3010403017570 関東財務局 一般社団法人ＴＳМ１４５ 職務
執行者 野坂 照光

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号オリエント
赤坂モートサイド1112
号室

03-3560-1115 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.13

指宿ソーラー合同会社 7010003026571 関東財務局 指宿ソーラー一般社団法人 職
務執行者 高山 知也

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 200,000 H29.12.15
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合同会社アイランドフレッシュ 1010003026395 関東財務局 一般社団法人アイランドフレッ
シュ 職務執行者 森安 圭介

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
二丁目7番1号東京日
本橋タワー11階

03-3270-5279 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.18

合同会社マグノリアソーラー 8010403017590 関東財務局 一般社団法人霞町プロパティー
職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439-0010 該当なし 該当なし 3,000,000 H29.12.18

ザ・リアリティーショー・エンタテ
イメント株式会社

1011001115272 関東財務局 沼澤 裕太 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷1ー
7ー5青山セブンハイツ
2F

080-4349-
3331

該当なし 事業開発支援・
コンテンツ制作・
企画

100,000 H29.12.15

のぞみファイナンス&コンサル
ティング株式会社

7010001187481 関東財務局 稲川 琢也 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
本町1-9-4ヒューリック
日本橋本町一丁目ビ
ル5階

03-5299-5334 該当なし 1.金銭の貸付およ
び金銭貸借の媒介
に関する業務
２．不動産の売買、
交換、賃貸およびそ
の仲介並びに管理
に関する業務
３．不動産信託受益
権の取得、保有、処
分に関する業務
４．企業経営に関す
るコンサルティング
業務
５．アドバイザリー
業務
６．事務代行業務
７．債権の売買およ
び仲介、斡旋に関
する業務
８．古物の売買に関
する業務
９．金銭債権および
不動産の適正価値
評価業務であって、
不動産鑑定業務に
該当しない業務
１０．前各号に付帯
関連する一切の業
務

100,000,000 H29.12.18

合同会社ＤＡヘルスケア３ 9010403017680 関東財務局 一般社団法人ＤＡヘルスケア
職務執行者 堤 祐一

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号城山トラス
トタワー33階

03-6435-6010 該当なし 不動産の売買、
保有、賃貸及び
管理

300,000 H29.12.19

Incubate Fund LP有限責任事業
組合(赤浦徹、本間真彦、和田
圭祐、村田祐介、吉田周平)

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F

03-3568-3155 http://incubatefund.c
om/

該当なし ― H29.12.19

合同会社東京ホテルマネジメン
ト3

2010403017720 関東財務局 一般社団法人DRF3 職務執行
者 粟国 正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号ヒューリッ
ク神谷町ビル6階株式
会社青山綜合会計事
務所内

03-5404-6699 該当なし 該当なし 450,000 H29.12.22

株式会社リサ地域ファンドソ
リューションズ

6010401135504 関東財務局 大谷 仁人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番3号品川イン
ターシティC棟19階

03-5796-8542 該当なし 該当なし 10,000,000 H29.12.22

合同会社レジデンス・フォー 9010403017763 関東財務局 レジデンス・フォー・エルエル
シー 職務執行者 山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル６階税理士法人赤
坂国際会計事務所内

03-3505-2480 該当なし 該当なし 100,000 H29.12.25

UTEC Partners有限責任事業組
合（郷治 友孝、山本 哲也、原
口 舞子、黒川 尚徳、井出 啓
介、宇佐美 篤、坂本 教晃）

― 関東財務局 該当なし 該当なし ○ ○ 東京都文京区本郷七
丁目3番1号東京大学
産学連携プラザ4階

03－5844－
6671

該当なし 該当なし 該当なし H30.1.31
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PLC8合同会社 3010003021320 関東財務局 一般社団法人エスエイチ1号 職
務執行者 黒崎 知岳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目1番1号明治
生命館5階ラサール不
動産投資顧問株式会
社内

03-6880-2800 該当なし 該当なし 1,000,000 H30.1.29

株式会社ジェイ・ウィル・アドバン
ス

3010001095663 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6266-5839 該当なし ― ― ○ H29.12.26

B Cryptos株式会社 3010401134475 関東財務局 代表取締役 本吉 浩之 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目１２番３２号アーク森
ビル３階

03−6426－
5425

http://bcryptos.com/ 該当なし 5,000,000 H29.12.25

Neutron Bridge株式会社 1010401135558 関東財務局 桐谷 直毅 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布十番
2-17-5プライムアーバ
ン麻布十番2 001

080-6510-
6064

該当なし 経営コンサル
ティング業

500,000 H29.12.26

サファイア・キャピタル株式会社 6010001174860 関東財務局 荻原 裕英 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目9番1号グラン
トウキョウノースタワー
38階

03-5223-6738 該当なし ― 10,000,000 H29.12.20

有限会社エスエヌアール・テン 3010002053125 関東財務局 鈴木 俊之 取締役 ― ○ 東京都千代田区外神
田三丁目12番8号住友
不動産秋葉原ビル10
階

03-6859-3810 なし 該当なし 3,000,000 H30.1.9

CAC CAPITAL株式会社 9010001187406 関東財務局 前田 卓也 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
箱崎町24番1号日本橋
箱崎ビル

03-6667-8025 http://www.cac.capita
l/

該当なし 20,000,000 H30.1.9

エス・シー・ユー・トラスト株式会
社

2010001181217 関東財務局 飯塚 敏裕 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目５番１号丸の
内二丁目ビル６階

03-6880-3341 該当なし 該当なし 10,000,000 H30.1.11

合同会社Finn 2010403011830 関東財務局 一般社団法人Higashihama 職
務執行者 福永 隆明

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目１番４号東都ビル
２階

03-3433-6433 該当なし 該当なし 400,000 H30.1.12

日本ブランド企業投資合同会社 5010403017651 関東財務局 一般社団法人ＪＢＢＩ 職務執行
者 棚原 慎太郎

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目16番4号アーバン
虎ノ門ビル2階

03-5510-8300 該当なし 信託受益権の
取得、保有及び
売買
不動産の取得、
保有、処分、賃
貸、管理及び運
用

100,000 H30.1.16

株式会社オー・エル・エム・ベン
チャーズ

9010901040408 関東財務局 横田 秀和 代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区若林
１－１８－１ウエストハ
イツ根岸2階

03-3795-8897 https://olm.co.jp/abo
ut/#4

該当なし 10,000,000 H30.1.16

エスアンドエムパートナーズ株
式会社

6010001188836 関東財務局 大久保 宏章 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町二丁目4番3号日
本橋室町野村ビル19
階

03-6880-7400 なし 該当なし 10,000,000 H30.1.16

ＭＤＬ合同会社 2010003026626 関東財務局 ＭＤＬ一般社団法人 職務執行
者 高山 知也

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.18

合同会社Ａｋａｎｅ 1010003026536 関東財務局 一般社団法人オレンジ 職務執
行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.18

合同会社秋葉原地所 2010003026725 関東財務局 一般社団法人ＫＭＳ 職務執行
者 森田 威

代表社員 ― ○ 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階いち
ご地所株式会社内

03-3502－
5801

該当なし 該当なし 100,000 H30.1.19
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西新橋ワン合同会社 9010003026685 関東財務局 一般社団法人西新橋建物 職務
執行者 荒川 真司

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区九段
南三丁目7番7号九段
南グリーンビル5階成
和綜合会計事務所内

03-3288-6611 該当なし 該当なし 3,000,000 H30.1.22

合同会社イレブン 3010403017901 関東財務局 一般社団法人クレストホールディ
ングス 職務執行者 赤津 忠祐

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木六
丁目10番1号六本木ヒ
ルズ森タワー45階

03-6439-0010 該当なし 該当なし 3,000,000 H30.1.22

アセットホールディングスワン合
同会社

5010003021715 関東財務局 一般社団法人キャピタルホール
ディングス 職務執行者 須貝
信

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目４番１号日本橋
一丁目ビルディング13
階

03-3231-1993 ― 該当なし 200,000 H30.1.24

エンデバー・ユナイテッド・パート
ナーズ・12株式会社

4010001189043 関東財務局 飯塚 敏裕 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目５番１号丸の
内二丁目ビル６階

03-6880-3341 該当なし 該当なし 10,000,000 H30.1.24

合同会社ラバン公共レジデンスＩ
I

4010003026764 関東財務局 一般社団法人KBF 職務執行者
鄭 武壽

代表社員 ― ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番5号霞が
関ビル26階

03-5157-1214 該当なし なし 300,000 H30.1.25

奈良合同会社 4010403017710 関東財務局 奈良一般社団法人 職務執行者
山崎 亮雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目10番5号赤坂日ノ樹
ビル6階税理士法人赤
坂国際会計事務所内

03-6438－
4222

該当なし 該当なし 100,000 H30.1.25

イースト・インベストメント・キャピ
タルGP株式会社

6010001159754 関東財務局 加藤 有治 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝5－20－
7グランドメゾン三田
308

03-6435-1609 http://www.easticp.co
m/

経営助言業務 1,000,000 H30.1.29

株式会社コンチネンタル・インベ
ストメント・グループ

3011003004554 関東財務局 木野瀬 祐太 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町4番1号ニューオー
タニガーデンタワービ
ジネスコート9階

03-6380－
9441

http://www.continent
al-ig.jp/

自己資金投融
資
経営コンサル業
務

1,000,000 H30.1.30

ポーリー・プラスa号合同会社 9010003026875 関東財務局 一般社団法人ポーリー・プラス
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.30

ポーリー・プラスb号合同会社 8010003026876 関東財務局 一般社団法人ポーリー・プラス
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.30

ポーリー・プラスc号合同会社 7010003026877 関東財務局 一般社団法人ポーリー・プラス
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.30

ポーリー・プラスd号合同会社 6010003026878 関東財務局 一般社団法人ポーリー・プラス
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.30

ポーリー・プラスe号合同会社 5010003026879 関東財務局 一般社団法人ポーリー・プラス
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂1-12-
32アーク森ビル24階
（株式会社LCパート
ナーズ内）

03-6229-4070 該当なし 該当なし 100,000 H30.1.30

ファーストブラザーズキャピタル
株式会社

6010001110329 関東財務局 鹿野 太一 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目4番1号丸の
内ビルディング25階

03-5219－
5390

http://www.firstbroth
ers.com/about_us/fbc
.html

不動産投資事
業
その他投資事業

120,000,000 H30.1.31
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北関東綜合警備保障株式会社 9060001001355 関東財務局 青木 靖典 代表取締役 ― ○ 栃木県宇都宮市不動
前一丁目3番14号

028-639-0300 http://www.kitakantos
ok.co.jp

1．専務所、工場、倉庫、商店、住宅、其の他

各種財産の警備の請負とその保障

2．人の身体に対する危害の発生を、その身

辺において警戒し、防止する業務の請負とそ

の保障

3．一般貨物自動車運送並びにこれに伴う一

時預かり業務の請負とその保障

4．金融機関等の自動預入支払機の現金カ

セット交換及び障害の復旧操作業務並びに

これらに関する業務の請負とその保障

5．銀行業および銀行業に付随する業務に関

する業務のアウトソーシングの受託

6．貸金業に関する業務のアウトソーシング

の受託

7．盗難、火災等に関する調査、予防計画の

立案、意見の具申等に関する業務の請負

8．其の他前各号に附帯する各種調査に関す

る業務の請負

9．各種警備の理論並びに技術の研究、助

言、指導及び教育に関する業務の請負

10．防犯、防火、防災及び安全の関する機

器・用品及びシステムの開発と販売

11．個人及び企業の信用調査業務の請負

12．電気工事の請負施工

12．電気通信工事の請負施工

14．消防施設、防災施設、防犯施設工事の

請負施工

15．美術品（日本画、洋画、版画、美術工芸

品、陶磁器、骨董品）の販売

16．介護保険法による居宅療養管理指導の

居宅サービス事業

17．損害保険代理店業務

18．医療機器、健康機器の販売及び賃貸

19．施設の総合管理並びに施設の運営

20．スポーツイベント等の企画・運営

21．公共団体が発生する委託契約にもとづく

業務の請負

22．保育施設の設置、運営

23．電気通信事業法による電気通信事業を

行う

24．日本放送協会からの放送受信料契約・

収納業務等の受託業務

25．前各号に関する一切の業務

100,000,000 ○ H29.7.4

株式会社ＴＮＰスレッズオブライ
ト

4020001116954 関東財務局 呉 雅俊 代表取締役 ○ ○ 神奈川県横浜市港北
区新横浜3-6-1新横浜
SRビル8階

045-470-8088 http://www.tnp-g.jp ― 3,000,000 H30.1.12

GV Partners有限責任事業組合
（田島聡一、株式会社ジェネシ
ア・ベンチャーズ）

― 関東財務局 田島 聡一 代表取締役 ― ○ 東京都港区南青山三
丁目1番3号スプライン
青山東急ビル6F

090-2227-
3067

― 1企業の買収合
併若しくは提
携、又は事業若
しくは有価証券
の譲渡に関する
指導、仲介及び
斡旋及び
2経営コンサル
ティング業務

（株式会社ジェ
ネシア・ベン
チャーズ）
1,000,000

H30.1.9

株式会社あしぎん総合研究所 7060001009185 関東財務局 伊沢 正吉 代表取締役 ○ ○ 栃木県宇都宮市鶴田1
丁目7番5号あしぎんビ
ル4階

028-647-5311 http://www.ashigin-
ri.co.jp

経済調査・研
究、経営コンサ
ルティング、研
修事業

70,000,000 H29.10.25

APCアグリ合同会社 4040003009378 関東財務局 大村淳 代表社員 ○ ― 千葉県市原市五井中
央西二丁目10番地7

090-8687-
3434

― 経営又は技術
の指導含む経
営コンサルティ
ング業務

100,000 H28.12.5

鎌倉インベストメント株式会社 2021001054667 関東財務局 千葉 功太郎 代表取締役 ○ ○ 神奈川県鎌倉市稲村
ガ崎三丁目5番6号海
竹庵

080-4205-
7087

― 未公開企業に対
する株式投資業

3,000,000 H29.12.28

千葉 功太郎 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 神奈川県鎌倉市稲村
ガ崎三丁目5番6号海
竹庵

080-4205-
7087

― 経営コンサルタ
ント業

― H29.12.28

フェムトパートナーズ有限責任
事業組合（磯崎 哲也、フェムト
パートナーズ株式会社、曽我
悠平）

― 関東財務局 フェムトパートナーズ株式会社
磯崎 哲也

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
五丁目53番67号コスモ
ス青山コスモスサウス
5階

090-8599-
2557

― なし 3,000,000 H29.7.3
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一般財団法人SFCフォーラム 1021005009214 関東財務局 花田 光世 代表理事 ○ ○ 神奈川県藤沢市遠藤
4489番105慶應藤沢イ
ノベーションビレッジ
シェアドオフィス

070-3115-
3215

http://www.sfc-

forum.or.jp/

講演・研究発表
事業
研修・コンサル
ティング事業
教育・研究支援
事業
新事業創造支
援事業

20,000,000 H29.7.19

CrossBridge Venture Partners
LLC

― 関東財務局 宮下真治 Ｍｅｍｂｅｒ ― ○ 東京都武蔵野市御殿
山1-4-20服部ビル201
クロステクノロジー・ベ
ンチャー・パートナーズ
株式会社内

0422-24-9630 ― ― 1,000.02米ドル ○ H29.1.6

BLUE COVE VENTURES PTY

LIMITED

― 関東財務局 NICHOLAS ALAN

MCNAUGHTON

Director ― ○ 60 Hawker Street,

Torrens, ACT, 2607

Australia

（+61）-413-

227711

― ― AUD 121,006 ○ H29.3.6

RCAC ― 関東財務局 成田 隆一 ディレクター ― ○ 東京都港区虎ノ門4-
3-1
城山トラストタワー15
階
トキワユナイテッドパー
トナーズ LLP内

03-3431-2609 ― ― USD 250 ○ H28.5.17

Ever Perfect Development

Limited.

― 関東財務局 丘 世悦 Director ― ○ Suite 1201, 12/F,

Tower 1, Admiralty

Centre, 18 Harcourt

Road, Hong Kong

852-2529-
0328

― 不動産賃貸業
務

HKD10,000.00 ○ H29.10.18

Ford Loi Development Limited. ― 関東財務局 丘 世悦 Director ― ○ Suite 1201, 12/F,

Tower 1, Admiralty

Centre, 18 Harcourt

Road, Hong Kong

852-2529-0328 ― ― HKD 2.00 ○ H29.4.6

FGF (GP) Management Limited ― 関東財務局 Michael Evans Director ― ○ Gaspe House, 66-72

Esplanade, St. Helier,

Jersey JE2 3QT

+ 44 1534

602328

― ― GBP 25,000 ○ H29.12.11

OK Spring Roll Limited ― 関東財務局 原田 正規 Director ― ○ 東京都港区浜松町2-
4-1世界貿易センター
ビル35階オリックス株
式会社内

03-3435-3145 ― ― USD 2.00 ○ H28.8.31

Orient Infrastructure Asset

Managers Limited

― 関東財務局 山口 治和 (Sole) Director ― ○ 東京都港区浜松町2-
4-1世界貿易センター
ビル35階 オリックス
株式会社内

03-3435-3145 ― ― USD201,000 ○ H28.7.6

King Range Industrial Limited. ― 関東財務局 丘 世悦 Director ― ○ Suite 1201,12/F, Tower

1, Admiralty Centre,18

Harcourt Road, Hong

kong.

852-2529-0328 ― ― HKD 2.00 ○ H29.4.6

Cypress Grove International

Associates LLC

― 関東財務局 Richard E. Georgi

David Ziegler

Michael Profenius

Manager

Manager

Manager

― ○ 340 Madison Ave, 19th

Floor New York, NY

10173, U.S.A.

+1-212-710-

7875

― ― $0 ○ H29.4.28

Redwood Grove International

Associates, Ltd.

― 関東財務局 Richard E. Georgi

Michael Profenius

David Ziegler

Director

Director

Director

― ○ 340 Madison Ave, 19th

Floor, New York, NY

10173, U.S.A.

+1-212-710-

7875

― ― $100 ○ H29.4.28
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Frontier Global Buyout Private

Investors GP Ltd.

― 関東財務局 Randal Daije Representative of Trident Secretaries (Cayman)

Ltd.,

Director of Frontier Global Buyout Private

Investors GP Ltd.

― ○ c/o Trident Trust

Company (Cayman)

Limited

One Capital Place,

George Town, Grand

Cayman KY1-1103,

Cayman Islands

+1(345)949-

0880

― ― US$100 ○ H28.8.30

JPMUSCF IV GP Ltd. ― 関東財務局 Randal Daije Representative of Trident Secretaries (Cayman)

Ltd., Director of JPMUSCF IV GP Ltd.

― ○ c/o Trident Trust

Company (Cayman)

Limited

One Capital Place,

George Town, Grand

Cayman KY1-1103,

Cayman Islands

+1(345)949-

0880

― ― US$100 ○ H28.8.30

JPMECF IV GP Ltd. ― 関東財務局 Randal Daije Representative of Trident Secretaries (Cayman)

Ltd.,

Director of JPMECF IV GP Ltd.

― ○ c/o Trident Trust

Company (Cayman)

Limited

One Capital Place,

George Town, Grand

Cayman KY1-1103,

Cayman Islands

+1(345)949-

0880

― ― US$100 ○ H28.8.30

JPMVC IV GP Ltd. ― 関東財務局 Randal Daije Representative of Trident Secretaries (Cayman)

Ltd.,

Director of JPMVC IV GP Ltd.

― ○ c/o Trident Trust

Company (Cayman)

Limited

One Capital Place,

George Town, Grand

Cayman KY1-1103,

Cayman Islands

+1(345)949-

0880

― ― US$100 ○ H28.8.30

Five Arrows Managers S.A. ― 関東財務局 Mr. Charles Tritton

Angelo Luis

A Director

B Director

○ ○ 1 Place d'Armes, L-

1136 Luxembourg

Grand Duchy of

Luxembourg

+352 27 49 72

27

+352 27 49 72

20

https://www.rothschil
d.com/contactus/

Act as managing

General Partner of

several partnerships.

As General Partner,

it will also manage

other private equity

funds governed by

Luxembourg law

which will act in

parallel. In addition,

the General Partner

shall provide

advisory services

and will grant

assistance to

affiliated companies

as well as to any

other entity that is or

will be investing in

affiliated or group

companies and to

any other entity that

it is interested in,

take any controlling

and supervisory

measures and carry

out any operation

which it may deem

useful in the

accomplishment and

EUR2,033,740 ○ H30.1.19

DI Investment Partners Limited ― 関東財務局 村田 英隆 取締役 ― ○ 東京都千代田区霞が
関3-2-6 東京倶楽部
ビルディング4F 株式
会社ドリームインキュ
ベータ内

03-5532-3200 ― ― ２米ドル ○ H28.7.26
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Worldview Equity I, L.L.C. ― 関東財務局 Michael Orsak Managing Member ― ○ c/o Worldview

Technology Partners 99

S. Almaden Blvd., 6th

Floor, San Jose, CA

95113, USA

+1-650-322-

3800

― ― US$442,468.52 ○ H29.1.11

Kamakura (GP) Ltd. ― 関東財務局 Francis T. Lucchesi

Mark Gallop

William Shaw

Director

Director

Director

― ○ Maples Corporate

Services Limited

P.O. Box 309,

Ugland House,

Grand Cayman

KY 1-1104,

Cayman Islands

(413)744-5473 ― ― US$100 ○ H28.10.3

Oaktree Real Estate

Opportunities Fund V (Cayman)

GP Ltd.

― 関東財務局 Oaktree Capital Management,

L.P. (Richard Ting, Managing

Director and Associate General

Counsel / Martin Boskovich,

Managing Director / Jordan

Mikes, Vice President)

Director ― ○ 333 South Grand

Avenue, 28th Floor,

Los Angeles, CA

90071, USA

+1-213-830-

6300

― ― US$0.01 ○ H29.2.16

Hai East Wing Vietnam Limited ― 関東財務局 今村 翼 Director ― ○ 東京都世田谷区経堂
4-14-11-401
SBフラッツ 4階

090-5243-
8188

― ― 20 ○ H28.8.19

South East Asia Growth Capital

L.L.C.

― 関東財務局 山口 好生 Director ― ○ 東京都千代田区神田
錦町三丁目11番地精
興竹橋共同ビル2F

03-3259-8518 ― ― 3,000,000 ○ H29.12.25

Oaktree Opportunities Fund IX

GP Ltd.

― 関東財務局 Oaktree Capital Management,

L.P. (Richard Ting, Managing

Director and Associate General

Counsel / Martin Boskovich,

Managing Director / Jordan

Mikes, Vice President)

Director ― ○ 333 South Grand

Avenue, 28th Floor,

Los Angeles, CA

90071, USA

+1-213-830-

6300

― ― US$0.01 ○ H29.2.16

ARBITRAGE SYSTEM FUND

COMPANY LIMITED

― 関東財務局 藤代 勝雄 Director ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目6-1泉ガーデンタ
ワー7階あい証券株式
会社内

03-3568-9788 該当なし 該当なし US$50,000.00 ○ H29.5.26

Ant Bridge Capital Partners V

Limited

― 関東財務局 Shunsa Hayashi Director ― ○ (Principal Business

Office)

c/o Ant Bridge Asset

Management Co., Ltd.

7F-1, No. 28,

Qingcheng Street,

Taipei, Taiwan R.O.C.

+886-2-2719-

6538

― ― USD 50,000 ○ H28.10.18

Oaktree Fund GP IIA, LLC ― 関東財務局 Oaktree Holdings, Inc. (Richard

Ting, Managing Director and

Associate General Counsel /

Martin Boskovich, Managing

Director / Ting He, Vice

President)

The general partner of Oaktree Capital II, L.P., the

general partner of Oaktree Fund GP II, L.P., the

managing member of Oaktree Fund GP IIA, LLC

○ ○ 333 South Grand

Avenue, 28th Floor,

Los Angeles, CA

90071, USA

+1-213-830-

6300

― ― US$0.01 ○ H29.2.16

Genuine Startups, Ltd. 5011001066859 関東財務局 伊藤 健吾 Director ― ○ 東京都渋谷区渋谷1-
20-11渋谷アインス
1703

03-6676-7032 ― ― 1.00米ドル ○ H29.11.22

"Five Arrows Credit Solutions

General Partner" or also "FACS

General Partner"

― 関東財務局 Mr. Charles Tritton

Mr. Marc-Antoine Levallois

A Manager

B Manager

― ○ 1 Place d'Armes, L-

1136, Luxembourg

Grand Duchy of

Luxembourg

+352 27 49 72

27

https://www.rothschild

.com/contactus/

― EUR 512,500 ○ H29.3.29
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CLSA Sunrise Management

(Non-U.S.) Limited II

― 関東財務局 Randall Edwin Wilbert II Director ○ ○ c/o CLSA Capital

Partners (HK) Limited

Room 809-810, 8/F,

One Pacific Place, 88

Queensway, Hong

Kong

+852-2600-

8888

― ― US$1 ○ H29.8.30

ADC International Limited ― 関東財務局 石野 英也 Director ― ○ 東京都千代田区内幸
町一丁目3番3号
内幸町ダイビル6階
株式会社マーキュリア
インベストメント内

03-3500-9870 ― ― USD 532,190 ○ H28.5.17

Vega Property One Limited ― 関東財務局 Junichi Naganawa Director ― ○ 東京都港区六本木1-
9-10 アークヒルズ仙
石山森タワー 26F株式
会社ウイーズ・インター
ナショナル内

03-3505-3881 ― ― 50,000 ○ H28.8.18

JPMUSCF V GP Ltd. ― 関東財務局 Randal Daije Representative of Trident Secretaries (Cayman)

Ltd.,

Director of JPMUSCF V GP Ltd.

― ○ c/o Trident Trust

Company (Cayman)

Limited

One Capital Place,

George Town, Grand

Cayman KY1-1103,

Cayman Islands

+1(345)949-

0880

― ― US$100.00 ○ H28.8.30

Canyon Capital (Japan) GP Co.

LLC

― 関東財務局 Jonathan Kaplan Performer of Duties, Canyon Capital (Japan)

Holdings LLC, which is the

Representative/Managing Member of Canyon

Capital (Japan) G.K., which is the Managing

Member of Canyon Capital (Japan) GP Co. LLC

○ ○ 2000 Avenue of the

Stars, 11th Floor, Los

Angeles, California

90067, the United

States of America

010-1-310-272-

1370

― ― USD1,000 ○ H29.12.13

Cell Innovation Partners Limited ― 関東財務局 松原 一平 ディレクター ― ○ 東京都中央区日本橋
室町2丁目4番3号日本
橋室町野村ビル15階
新生企業投資株式会
社気付

03-6860-9660 http://www.cell-
ip.com

― 900,000 ○ H29.10.25

ISQ MC Feeder GP Limited ― 関東財務局 青木 俊哉
手塚 万峰
神事 龍介
小田切 拓也

ディレクター
ディレクター
ディレクター
ディレクター

― ○ 東京都千代田区丸の
内2-5-2三菱ビル9階

03-3210-2292 ― ― 米国100,000ド
ル

○ H29.11.30

Oaktree High Yield Fund

(Feeder) GP, Ltd.

― 関東財務局 Oaktree Capital Management,

L.P. (Richard Ting, Managing

Director and Associate General

Counsel /Martin Boskovich,

Managing Director/Mary

Gallegly, Vice President)

Director ○ ○ 333 South Grand

Avenue, 28th Floor,

Los Angeles, CA

90071, USA

+1-213-830-

6300

― ― US$0.01 ○ H29.2.16

A.S.PRODUCT II COMPANY

LIMITED

― 関東財務局 Lun Mei Yee Director ― ○ 東京都港区六本木一
丁目6-1
泉ガーデンタワー7階
あい証券株式会社内

03-3568-5018 ― ― US$1.00 ○ H29.1.31

Rimor Fund I GP Limited ― 関東財務局 荻 学 Director ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目8番1号KDDI
大手町ビル19階三井
物産オルタナティブイ
ンベストメンツ株式会
社内

03-3510-0961 http://www.mitsui-
ai.com/tokurei/ja/ind
ex.html
(日本語版)

http://www.mitsui-
ai.com/tokurei/en/ind
ex.html
(英語版)

なし 50,000米ドル
（授権資本）

○ H29.8.31
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ADC Asia Ltd. ― 関東財務局 桑原 学 取締役（Director） ○ ○ 東京都中央区東日本
橋二丁目18番4号橋爪
ビル2階

03-5839-2741 ― ― 1USドル ○ H28.6.30

CLSA Real Estate Capital

Partners III Limited

― 関東財務局 Yeu Liong Chong Director ○ ○ c/o CLSA Capital

Partners (HK) Limited

Room 809-810, 8/F,

One Pacific Place, 88

Queensway, Hong

Kong

+852-2600-

8888

― ― US$100 ○ H29.10.4

SMS Capital Co., Ltd. ― 関東財務局 LIU Guoping Director ○ ○ 23FI., NO.9, Songgao

Rd. Xinyi District,

Taipei City 11073,

TAIWAN (ROC)

+886-2-

87866888 ext.

2605

― ― US$500,000.00 ○ H28.10.28

Fortress EJF2 IBLP GP LLC 5700150070016 関東財務局 David N. Brooks Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$100.00 ○ H28.11.15

South Tower Infrastructure

Capital Partners Co. Ltd.

― 関東財務局 Yuichi Yamamoto Director ○ ○ South Tower

Infrastructure Capital

Partners Co.Ltd.c/o

Development Bank of

Japan,Inc.,Structured

Finance Department

Otemachi Financial

City South Tower,9-

6,Otemachi 1-

chome,Chiyoda-

ku,Tokyo 100-

8178,Japan

03-3244-1590 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04978/

― USD10,001 ○ H28.11.4

HarbourVest Real Assets III

Associates LLC

― 関東財務局 HarbourVest Partners, LLC

(John M. Toomey, Jr., Managing

Director)

Managing Member ○ ○ c/o HarbourVest

Partners, LLC

One Financial Center,

Boston, Massachusetts

02111, USA

+1-617-348-

3707

― ― US$0.00 ○ H28.12.22

DEFTA Healthcare Management ― 関東財務局 Kyoko Watanabe Director ○ ○ 111 Pine Street, Ste.

1410

San Francisco, CA

94111

USA

+1-415-433-

2262

― ― US$0 ○ H28.10.6

A.S.PRODUCTIII COMPANY

LIMITED

― 関東財務局 Lun Mei Yee Director ― ○ 東京都港区六本木一
丁目6-1
泉ガーデンタワー7階
あい証券株式会社内

03-3568-5018 ― ― US$1.00 ○ H29.1.31

Ishin Global Fund I Limited 7700150075839 関東財務局 片岡 聡 Represtnative in Japan(Director) ○ ○ 東京都新宿区新宿6-
28-7新宿イーストコー
ト7Ｆイシン株式会社内

03-5291-1580 http://www.ishin1853.
co.jp/igf/

― US$1.00 ○ H29.8.14

HarbourVest GP LLC ― 関東財務局 HarbourVest Partners, LLC (John

M. Toomey, Jr., Managing

Director)

Managing Member ○ ○ c/o HarbourVest

Partners, LLC One

Financial Center,

Boston, Massachusetts

02111, USA

+1-617-348-

3707

― ― US$0.00 ○ H29.10.12



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

SV Frontier LLC ― 関東財務局 鈴木 陽三 CEO ○ ○ 222 Regency CT, El

Sobrante, CA94803,

USA

東京都世田谷区代田
5-21-12

+1-650-556-

3912

+81-80-8749-

8615

www.svfrontier.com ― US$10.1m ○ H29.3.27

Canyon-DOF II General Partner

Company, LLC

― 関東財務局 Jonathan Kaplan Performer of Duties, Canyon Capital (Japan)

Holdings LLC, which is the

Representative/Managing Member of Canyon

Capital (Japan) G.K., which is the Managing

Member of Canyon-DOF II General Partner

Company

○ ○ 2000 Avenue of the

Stars, 11th Floor, Los

Angeles, California

90067, the United

States of America

010-1-310-272-

1370

― ― USD 0 ○ H29.12.13

AB Value Capital Partners VI

Limited

― 関東財務局 Shunsa Hayashi Director ○ ― c/o Ant Bridge Asset

Management Co., Ltd.

7F-1, No. 28,

Qingcheng Street,

Taipei, Taiwan R.O.C.

+886-2-2719-

6538

― ―  USD50,000 H29.3.24

Carbon VI GP LLC ― 関東財務局 Paul Horowitz Vice President ― ○ c/o BlackRock Realty

Advisors, Inc.

40 East 52nd Street,

New York, NY 10022,

USA

+1-212-810-

5212

― ― US$10,000 H28.12.6

CPRE General Partner Company

LLC

― 関東財務局 Jonathan Kaplan Performer of Duties, Canyon Capital (Japan)

Holdings LLC, which is the

Representative/Managing Member of Canyon

Capital (Japan) G.K., which is the Managing

Member of CPRE General Partner Company LLC

○ ○ 2000 Avenue of the

Stars, 11th Floor, Los

Angeles, California

90067, the United

States of America

010-1-310-272-

1370

― ― USD 0 H29.12.13

Brookfield Premier Real Estate

Partners GP of GP LLC

― 関東財務局 Mark Srulowitz Managing Partner of Brookfield Premier Real

Estate Partners GP of GP LLC, which is the

general partner of Brookfield Premier Real Estate

Partners GP L.P.

○ ○ Brookfield Place 250

Vesey Street, 15th

Floor, New York, New

York 10281-1023,

U.S.A.

1(212) 417-

7000

www. brookfield.com ― USD 0 H28.10.24

TSSP Adjacent Opportunities

GenPar Advisers, LLC

― 関東財務局 Jennifer Gordon Chief Compliance Officer, Vice President,

Assistant Secretary

○ ○ 301 Commerce Street

Suite 3300 Fort Worth,

Texas 76102 USA

1-415-743-1500 ― ― US$1 H29.9.26

Sunrise Management (Non-US)

Limited III

― 関東財務局 Randall Edwin Wilbert II Director ○ ○ c/o CLSA Capital

Partners (HK) Limited

Room 809-810, 8/F,

One Pacific Place, 88

Queensway, Hong

Kong

+852-2600-

8888

N/A N/A US$100 H29.6.8

TPG Asia GenPar VII Advisors,

Inc.

― 関東財務局 Michael LaGatta Director ○ ○ 301 Commerce Street,

Suite 3300, Fort Worth,

TX 76102, United

States of America

+1 (817) 871-

4000

― ― US$50,000 H29.3.9

South East Asia Finance Capital

Inc.

― 関東財務局 白井 嵐 Director ○ ○ 東京都千代田区神田
錦町3-11精興竹橋共
同ビル2F

03-3259-8512 該当なし ― 3,000,000 H29.6.27
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Elsinore I GP S.à r.l. ― 関東財務局 Marc-Antoine Levallois

Guillaume Sadler

Maximilien Dambax

Manager ○ ○ 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg,

Grand Duchy of

Luxembourg

+352 48 18 28

1

www.rcsl.lu ― EUR 12,000 H29.10.4

Hike Ventures, LLC. ― 関東財務局 安田 幹広 President ○ ○ 1333 Gough Street

APT 8B, San

Francisco, CA 94109,

USA

+1-415-513-
2638

http://hikevc.com/ 経営コンサルタ
ント

US＄100 H29.8.23

NISHIKI INTERNATIONAL

INVESTMENTS PTE. LTD.

― 関東財務局 本郷 雅和 日本における代表者 ― ○ 東京都千代田区丸の
内三丁目1番1号国際
ビル9階東京共同会計
事務所内

03-5219-8777 該当なし 該当なし 1シンガポール
ドル

16,000,000

H29.9.29

Brookfield Senior Mezzanine

Real Estate Finance Fund GP of

GP LLC

― 関東財務局 Mark Srulowitz Managing Partner of Brookfield Senior Mezzanine

Real Estate Finance Fund GP of GP Officer LLC,

which is the Authorized Officer of Brookfield

Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund GP of

GP LLC, which is the general partner of Brookfield

Senior Mezzanine Real Estate Finance Fund GP

L.P.

○ ○ Brookfield Place 250

Vesey Street, 15th

Floor, New York, NY

10281-1023, U.S.A.

1-212-417-7000 www.brookfield.com N/A USD 0 H29.11.14

Brookfield Strategic Real Estate

Partners III GP of GP LLC

― 関東財務局 Mark Srulowitz Managing Partner of Brookfield Strategic Real

Estate Partners III GP of GP LLC, which is the

general partner of Brookfield Strategic Real Estate

Partners III GP L.P.

○ ○ c/o Brookfield Property

Group LLC, Brookfield

Place 250 Vesey Street,

15th Floor, New York,

NY 10281-1023,

U.S.A.

+1(212) 417-

7000

www.brookfield.com N/A USD 0 H29.12.21

Brookfield Credit Opportunities

Fund GP, LLC

― 関東財務局 Anthony Bavaro Vice President of BLCF Credit Funding LP, which

is the sole member of Brookfield Credit

Opportunities Fund GP, LLC

○ ○ Brookfield Place 250

Vesey Street, 15th

Floor, New York, NY

10281-1023, U.S.A.

+1(212) 417-

7000

www.brookfield.com N/A USD 0 H30.1.30

株式会社愛知リバイタル 2010401104272 東海財務局 成影 善生 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦一丁目6番5号名古
屋錦シティビル8階

052-203-3001 該当なし 該当なし 20,000,000 ○ H29.7.18

株式会社医学生物学研究所 7180001027794 東海財務局 山田 公政 代表取締役社長 ― ○ 愛知県名古屋市中区
栄四丁目5番3号KDX
名古屋栄ビル10階

052-238-1901 http://www.mbl.co.jp/ 臨床検査薬・基
礎研究用試薬
の研究・開発・
製造・販売

4,482,936,000 ○ H29.7.10

ぎふしん総合ファイナンス株式
会社

6200001001327 東海財務局 長瀬 孝司 代表取締役社長 ○ ○ 岐阜市敷島町七丁目
66番地敷島町ビル4階

058-252-3130 該当なし ファイナンス業 100,000,000 ○ H29.6.20

株式会社ぎふリバイタル 9200001009243 東海財務局 成影 善生 代表取締役 ○ ○ 岐阜県岐阜市金町八
丁目1番地

058-262-1700 該当なし 該当なし 45,000,000 ○ H29.9.20
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株式会社京楽産業ホールディン
グス

6180001023316 東海財務局 榎本 善紀 代表取締役 ○ ― 愛知県名古屋市天白
区中砂町210番地

052-837-8681 ― ・会社（外国法人を含
む）、組合（外国における
組合に相当するものを含
む）その他これに準ずる
事業体の株式又は持分
を所有することにより、当
該会社の事業活動を支
配・管理
・ソフトウェアの開発設計
並びに製造販売賃貸業
・有価証券の保有及びそ
の取得
・不動産の賃貸及び売買
・音楽著作権の管理
・音楽著作物の利用の
開発
・コンパクトディスク、
ミュージックテープ、ビデ
オなどの原盤の企画・製
作
・楽譜の出版
・著作権、著作隣接権、
工業所有件、ノウハウそ
の他の知的財産権の取
得、管理、利用許諾、実
施許諾、使用許諾及び
譲渡ならびにこれらの仲
介
・エネルギー効率化を目
的とした機器の研究開
発、製造、販売及び輸出
入業務
・前各項各号及びこれに
附帯又は関連する一切
の事業

10,000,000 ○ H28.10.26

株式会社OKBキャピタル 1200001013525 東海財務局 飯沼 日出満 代表取締役 ○ ○ 岐阜県大垣市郭町
二丁目２５番地
ＫＩＸ中央ビル２階

0584-74-2251 該当なし コンサルティン
グ

80,000,000 ○ H29.7.27

静岡キャピタル株式会社 1080001008364 東海財務局 水谷 林蔵 代表取締役社長 ○ ○ 静岡県静岡市清水区
草薙北２番１号しずぎ
ん本部タワー９階

054-347-2210 ― ベンチャーキャ
ピタル

100,000,000 ○ H29.8.29

十六リース株式会社 5200001002607 東海財務局 内田 篤 代表取締役 ― ○ 岐阜市神田町七丁目
12番地十六ビル2階

058-262-3116 http://www.16lease.c
o.jp

リース業 102,000,000 ○ H30.1.18

株式会社ソトー 8180001084265 東海財務局 高岡 幸郎 取締役社長 ― ○ 愛知県一宮市篭屋五
丁目１番１号

0586-45-8392 http://www.sotoh.co.j
p/

染色加工事業、
不動産事業、テ
キスタイル事業

3,124,199,406 ○ H28.8.22

ティー・ハンズオンインベストメン
ト株式会社

1180001056056 東海財務局 藤巻 正司 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
金山一丁目2番4号ID
AREA601

052-212-7115 http://www.thon.co.jp ― 30,000,000 ○ H29.11.15

株式会社東海夢ファンド 7180001070613 東海財務局 杉本 祥郎 代表取締役 ― ○ 名古屋市中区栄二丁
目２番1７号名古屋情
報センタービル４階

052-253-5228 ― ― 10,000,000 ○ H28.9.1

株式会社名古屋リース 5180001039107 東海財務局 小坂井 千春 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
上前津２－４－５ 名
銀上前津ビル３階

052-322-7531 http://www.nagoyalea
se.co.jp

物品賃貸業 60,000,000 ○ H28.8.31

合同会社ハイドリーム1号投資
組合

2180003012634 東海財務局 財田 華子 代表社員 ○ ○ 名古屋市北区清水二
丁目８番１号１１階

090-3301-
0720

― ― 3,000,000 ○ H28.8.29
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はましんリース株式会社 9080401004393 東海財務局 山田 正和 代表取締役 ○ ○ 浜松市中区元城町１１
５－１住友生命浜松元
城町ビル5階

053-456-0611 http://www.hamashin
-lease.jp/

１、各種車両 航空機
船舶の賃貸業
２、各種機械 機器な
らびに器具の賃貸業
３、商業設備 工業設
備 レジャー設備等各
種設備ならびに什器
備品の賃貸業
４、その他各種動産お
よび無体財産権の賃
貸業
５、前各号に付随する
金銭の貸付
６、譲渡性預金の売
買および媒介 取次
ぎ業務
７、売掛債権の買取り
および総合管理業務
８、有価証券の取得お
よび保有ならびに売
却
９、企業に対する経営
コンサルテーションな
らびにその斡旋
１０、投資事業組合財
産の運用および管理
１１、国内、海外企業
との業務提携の斡旋
１２、融資、保証およ
び債権買取りを含め
た信用供与
１３、 前各号に付帯す
る一切の業務

50,000,000 ○ H29.6.5

百五リース株式会社 8190001000898 東海財務局 國分 昭男 代表取締役社長 ○ ○ 三重県津市栄町三丁
目123番地1栄町ビル３
階

059-228-4455 http;//www.105lc.co.j
p

・事務用機器そ
の他各種動産
の賃貸借および
売買業務
・売掛債権の買
収および集金代
行業務
・有価証券の取
得、保有および
売却業務
・不動産にかか
わるファイナンス
リース業務
・前各号に付帯
する一切の業務

50,000,000 ○ H29.7.18

ひだしんイノベーションパート
ナーズ株式会社

1200001031106 東海財務局 古里 圭史 代表取締役 ― ○ 岐阜県高山市花岡町1
丁目13番地1

0577-37-5080 ― ― 10,000,000 ○ H29.10.16

株式会社プロスタッフ 3010401095180 東海財務局 山本 浩 代表取締役 ― ○ 愛知県名古屋市東区
矢田一丁目７番３６号

052-721-7770 ― ― 100,000 ○ H29.5.26

株式会社三重リバイタル 2190001020927 東海財務局 成影 善生 代表取締役 ○ ○ 三重県津市栄町二丁
目380番地

059-221-3300 該当なし 該当なし 20,000,000 ○ H29.7.18
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株式会社エムスクエア・ラボ 5080401015543 東海財務局 加藤 百合子 代表取締役 ○ ― 静岡県菊川市堀之内
字沢垂110番地の1
コーポ石川201号室

0537-28-7721 http://www.m2-
labo.jp

1. 機械制御の
研究開発
2. 形状解析・機
械解析・運動解
析などの各種解
析
3. 研究開発業
務のコンサル
ティング
4. 農業関連技
術の研究開発
5. 農業関連ウェ
ブサイトの運営
6. 食品の企画お
よび開発
7. 農業技術およ
び経営のコンサ
ルティング
8. 観光農園の
運営
9. 農畜水産物お
よびその加工品
の売買
10. 前記各号に
附帯又は関連す
る一切の事業

39,000,000 H29.12.25

合同会社パワーインベストメント 7010003022067 東海財務局 堀 信一 代表社員 ○ ○ 愛知県春日井市白山
町６丁目６番地８

050-5305-
5606

http://pi-llc.jp インターネット、
出版物などによ
る広告、マーケ
ティング業務及
び販売促進に関
する企画の代理
業

1,000,000 ○ H29.11.30

株式会社富山リバイタル 9230001014728 北陸財務局 成影 善生 代表取締役 ― ○ 富山県富山市丸の内
一丁目8番10号富山丸
の内ビル7階

076-444-5311 該当なし 該当なし 20,000,000 ○ H29.7.13

株式会社福井キャピタル＆コン
サルティング

4210001016004 北陸財務局 中嶋 浩顕 代表取締役 ○ ○ 福井市照手一丁目２
番17号

0776-43-1120 http://www.fukuicc.co
.jp

１．企業経営等
に関するコンサ
ルティング業務
２．個人の財産
形成等に関する
コンサルティン
グ業務
３．経済、産業
等に関する調査
研究及びその受
託
４．講演会、セミ
ナーの企画・開
催及び講師派遣
業務
５．有価証券の
取得、保有、売
却
６．労働者派遣
業務、有料職業
紹介
７．前各号の業
務に付帯又は関
連する一切の事
業

50,000,000 ○ H30.1.29

株式会社ふくい市民発電所 2210001014991 北陸財務局 吉川 守秋 代表取締役 ○ ○ 福井県福井市宝永四
丁目13番地４号

0776-30-0092 ― ― 2,000,000 ○ H28.8.25
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ほくほくキャピタル株式会社 3230001002969 北陸財務局 坂本 和幸 代表取締役 ○ ○ 富山県富山市中央通
り一丁目6番8号セプラ
ビル2階

076-421-5770 http://www.hokuhoku
-fg.co.jp/capital/

有価証券の取
得保有、総合コ
ンサルティング、
経営情報の提
供、会社の合併
及び技術販売製
造等の提携の
斡旋

250,000,000 ○ H28.8.23

北國マネジメント株式会社 3220001014552 北陸財務局 中島 啓祐 代表取締役 ○ ○ 金沢市武蔵町1番16号
石川商事ビル6階

076-223-2501 https://www.h-
management.co.jp

1.経営診断等に
関するコンサル
ティング業務
2.投資事業組合
財産の運営・管
理
3.株式会社北國
銀行,北国総合
リースから委託
を受けて行う管
理業務

100,000,000 ○ H29.7.10

合同会社松任駅南ビル 6220003000770 北陸財務局 一般社団法人
はくさん

代表社員 ○ ○ 石川県白山市西新町
204番地5

076-291-5750 ― 1.不動産の取
得、保有、管
理、賃貸及び処
分に関する業務
2.信託受益権の
取得、保有、管
理及び処分に関
する業務
3.全各号に附帯
関連する一切の
業務

3,000,000 ○ H28.8.31

日成ビルド工業株式会社 2220001004983 北陸財務局 森岡 篤弘 代表取締役社長 ○ ○ 石川県金沢市金石北
三丁目１６番１０号

076-268-1111 http://www.nisseibuild
.co.jp/

システム建築事
業、立体駐車場
事業、総合建設
事業、開発事
業、ファシリティ
マネジメント事
業

7,002,078,383 H29.10.11

一般社団法人iPSホールディン
グス

6130005006684 近畿財務局 阿曽沼 慎司 理事 ○ ○ 京都府京都市左京区
吉田牛ノ宮町４番地財
団法人日本イタリア京
都会館内203号

075-366-7001 ― 1事業実施会社
株式の取得・保
有・処分2事業
実施会社の決
議事項に関する
議決権行使3そ
の他前各号に掲
げる事業に附帯
又は関連する一
切の事業

3,000,000 ○ H29.4.27

株式会社あきない総合研究所 6120001131504 近畿財務局 吉田 雅紀 代表取締役 ― ○ 大阪府大阪市中央区
伏見町４丁目４番９号
淀屋橋東洋ビル３階

06-6232-0677 http://www.akinaisouk
en.jp/

経営一般に関す
るコンサルティン
グ・レンタルオ
フィス運営

90,000,000 ○ H29.7.28

合同会社アンビエントガーデン
守山

4010403010467 近畿財務局 一般社団法人アンビエントガー
デン守山
職務執行者
野坂 照光

代表社員 ― ○ 大阪市中央区高麗橋
四丁目3番7号
淀屋橋総合会計内

06-6208-2018 ― ― 100,000 ○ H28.8.31

池田泉州キャピタル株式会社 3120001074409 近畿財務局 石飛 光俊 代表取締役 ○ ○ 大阪市北区豊崎3丁目
1番22号淀川6番館14
階

06-6375-7204 http://www.ikegin-
c.jp/

貸金業 90,000,000 ○ H29.6.28
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ABCドリームベンチャーズ株式
会社

4120001192069 近畿財務局 沖中 進 代表取締役 ○ ○ 大阪市福島区福島1-
1-30

06-6451-0008 http://adventures.co.j
p/

― 20,000,000 ○ H28.8.1

有限会社FPコンサルティング 7120102013096 近畿財務局 小林 俊之 代表取締役 ○ ○ 大阪府堺市西区平岡
町56-9

06-6936-4010 ― FP・経営コンサ
ルティング業務・
事務用品等のレ
ンタル

3,000,000 ○ H29.8.1

ＦＶＣアドバイザーズ株式会社 7130001042377 近畿財務局 中山 淳 代表取締役 ○ ○ 京都市中京区烏丸通
六角下ル七観音町６２
３
第１１長谷ビル

075-253-0501 http://www.fvc-
ad.co.jp

経営コンサルタ
ント業
会社の合併及び
資本提携並びに
技術・販売・製
造・企画の業務
に関するアドバ
イザー業務
職業紹介事業
労働者派遣事
業

22,000,000 ○ H28.7.11

大阪大学ベンチャーキャピタル
株式会社

7120901034862 近畿財務局 神保 敏明 代表取締役 ○ ○ 大阪府吹田市山田丘2
番8号

06-6879-4982 http://www.ouvc.co.jp ― 35,000,000 ○ H29.8.29

株式会社オーバービュー 3120001126234 近畿財務局 山元 秀樹 代表取締役 ○ ○ 大阪市中央区本町4-
5-15本町ＯＳビル2階

06-6264-2928 ― 経営コンサルタ
ント事業

9,900,000 ○ H29.12.12

金井宏実、久我三郎、立野純
三、新田精一、長谷川恵一

― 近畿財務局 ― ― ― ○ 大阪市中央区本町1-
4-5 大阪産業創造館
13階

06-6264-9817 ― ― ― ○ H28.8.30

株式会社関西ベンチャーイン
キュベート

8120001096316 近畿財務局 大谷 康弘 代表取締役 ― ○ 大阪市北区天神橋二
丁目5番25号
若杉グランドビル6階

06-6351-5195 http://www.kvi.ne.jp コンサルタント業
務

10,000,000 ○ H28.8.26

北詰啓介（ノースフィル・インベ
ストメント）

― 近畿財務局 ― ― ○ ○ 兵庫県姫路市木場
1413-6

079-246-2888 ― ― ― ○ H28.3.1

北浜キャピタル・アセット・マネジ
メント株式会社

2120001109223 近畿財務局 ― ― ○ ○ ― 06-6965-6100 http://www.kcam.co.jp
/

― ― ○ ○ H29.2.24

京銀リース・キャピタル株式会社 1130001010364 近畿財務局 奥野 浩 代表取締役 ― ○ 京都市下京区烏丸通
七条下る東塩小路町７
３１番地

075-361-3232 無 リース業 100,000,000 ○ H29.8.22

京都大学イノベーションキャピタ
ル株式会社

5130001054399 近畿財務局 室田 浩司 代表取締役 ○ ○ 京都市左京区吉田本
町36番地1

075-753-5303 http://www.kyoto-
unicap.co.jp/index.htm
l

― 35,000,000 ○ H29.10.4

紀陽リース・キャピタル株式会社 9170001000932 近畿財務局 樋口 勝二 代表取締役 ○ ○ 和歌山県和歌山市七
番丁２４番地

073-426-7130 http://www.kiyo-
lc.co.jp

1商業用設備等
各種動産及び建
物の付属設備
のリース業
2有価証券の取
得、保有ならび
に売却
3企業経営に関
するコンサル
ティング業務
4産業、経済、金
融及び地域経済
に関する調査・
研究の受託業
務
5上記3・4にかか
る講演会、研修
会、研究会の開
催及び運営受託
ならびに出版物
の刊行

150,000,000 ○ H30.1.19
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合同会社慶将 8140003011147 近畿財務局 前田 武志 代表社員 ○ ○ 神戸市東灘区本山南
町9丁目1番7
エヌウ゛ィ神戸本山504
号

078-
453-7456

― コンサルタント業 300,000 ○ H28.5.20

剣豪集団株式会社 6140001021843 近畿財務局 徐 芳萍 代表取締役社長 ○ ○ 神戸市中央区磯辺通
三丁目2番17号
ワールド三宮ビル5階

078-262-6002 http://www.kengoois.
com

・機械部品など
の輸出入
・プラスチック原
料などの輸出入
・不動産の取
得・保有・処分
及びそれに付随
する一切の業務
・投資業及びコ
ンサルタント業
・日用品の委託
販売及び輸出入

45,000,000 ○ H28.7.20

神戸がん医療推進合同会社 7140003005892 近畿財務局 一般社団法人神戸がん医療推
進会
職務執行者 三宅洋行

代表社員 ○ ○ 神戸市中央区加納町3
－1－18丸長ビル1階

078-333-0350 ― ― 1,000,000 ○ H28.11.16

一般社団法人コナン市民共同
発電所プロジェクト

2160005009531 近畿財務局 溝口弘 代表理事 ○ ― 滋賀県湖南市石部東
一丁目９番２６号

0748-76-3792 http://www.facebook.
com/pages/一般社団
法人コナン市民共同
発電所プロジェクト
/396375787074732

自然エネルギー
の取り組みに関
する広報宣伝
ネットワーク形
成活動

― ○ H28.12.2

株式会社SARR TECH RANCH 6130001055446 近畿財務局 松田 一敬 代表取締役 ― ○ 京都市下京区中堂寺
南町134番地ASTEM
棟７F

075-925-5722 ― ― 3,000,000 ○ H29.9.11

燦キャピタルマネージメント株式
会社

4120001048543 近畿財務局 前田 健司 代表取締役 ― ○ 大阪市中央区瓦町二
丁目３番１５号瓦町ビ
ルディング４階

06-6205-5611 http://www.sun-
capitalmanagement.co
.jp/

不動産業 1,358,157,314 ○ H29.7.28

株式会社ＪＩＫ 5120001120045 近畿財務局 秀島博規 代表取締役 ― ○ 大阪市中央区島之内
一丁目11番30号 滋
慶第2ビル3階

06-6241-0045 ― ― 16,250,000 ○ H28.8.31

しがぎんリース・キャピタル株式
会社

6160001000911 近畿財務局 西川 健三郎 代表取締役 ○ ○ 滋賀県大津市浜町4番
28号浜町ビル4階

077-521-2070 http://www.shigagin-
slc.co.jp

総合リース業
務、
投資業務

31,100,000 ○ H30.1.30

但銀リース株式会社 7140001056491 近畿財務局 小高 吉彦 代表取締役 ○ ○ 兵庫県豊岡市千代田
町１番２４号

0796-26-3838 http://www.tanginleas
e.co.jp

総合リース業 50,000,000 ○ H29.8.3

中信ベンチャーキャピタル株式
会社

6130001018072 近畿財務局 平林 幸子 代表取締役社長 ○ ○ 京都市下京区四条通
室町東入函谷鉾町91
番地

075-223-8292 ― ― 20,000,000 ○ H29.12.7
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株式会社テクノ・エージェンツ 2120001122886 近畿財務局 黒野 剛 代表取締役 ― ○ 大阪市中央区本町
１丁目６－１８
丸武本町ビル８階

06-6271-5425 http://www.technoag
ents.co.jp/

新商品の立案、
企画、開発、販
売、調査の受託
新規事業の立
案、企画、調査
の受託
技術ノウハウの
提供に関するコ
ンサルティング
企業分析、市場
調査の企画、実
施、分析の受託
ソフトウェア等の
販売、仲介、販
売代理

30,000,000 ○ H28.8.24

テクノロジーシードインキュベー
ション株式会社

8130001024168 近畿財務局 徃西 裕之 代表取締役 ○ ○ 京都市下京区松原通
烏丸西入玉津嶋町３１
６番地２ 川南ビル６F

075-352-2091 https://www.tsi-
japan.com/

経営コンサル
ティング業

291,155,000 ○ H29.7.30

寺井秀藏、小泉敬三 ― 近畿財務局 ― ― ― ○ 神戸市中央区港島中
町六丁目8番1

078-302-2298 ― ― ― ○ H28.8.31

有限会社トータルマネジメントブ
レーン

9120002031808 近畿財務局 坪多 晶子 代表取締役 ― ○ 大阪市北区天神西町
5-17 アクティ南森町6
階

06-6361-8301 http://www.tsubota-
tmb.co.jp/office/

１.経営コンサルタン
ト業
２．不動産、有価証
券の管理、運用に
関するコンサルタン
ト業
３．会計事務用品並
びにコンピュータ用
品の販売
４．生命保険の募集
に関する業務
５．損害保険代理業
６．不動産の売買、
賃貸、仲介、交換並
びに管理に関する
事業
７．出版業
８．有価証券の取
得、保有及び売却
９．企業経営、経
済、税務に関する
各種講演会並びに
研修会の開催
10．総合リース業
11．企業経営管理
及び販売活動に関
する人材育成のた
めの教育及び養成
12．前各号に附帯
関連する一切の業
務

3,000,000 ○ H28.8.30

南都ディーシーカード株式会社 3150001001616 近畿財務局 柴田 順夫 代表取締役社長 ○ ○ 奈良県生駒市東生駒
一丁目６１番地７南都
地所東生駒ビル４階

0743-71-6800 http://www.nantodc.c
o.jp

クレジットカード
業務 ローン業
務 信用保証業
務

50,000,000 ○ H29.7.7

南都リース株式会社 7150001001620 近畿財務局 松岡 弘樹 代表取締役 ○ ○ 奈良市大森町５２番地
の1

0742-26-5131 http://nantolease.co.j
p/

リース業 50,000,000 ○ H29.10.11

バイオ・サイト・キャピタル株式
会社

1120901013368 近畿財務局 谷 正之 代表取締役 ○ ○ 大阪府茨木市彩都あ
さぎ七丁目7番15号
彩都バイオインキュ
ベータ100号

072-640-1060 http://www.bs-
capital.co.jp/

不動産賃貸業
駐車場業
不動産管理業

83,150,000 ○ H28.10.25
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ハックベンチャーズ株式会社 1010001153695 近畿財務局 金沢 崇 代表取締役 ○ ○ 大阪府大阪市北区角
田町1番12号阪急ファ
イブアネックスビル5階

06-6105-1395 http://www.hack-
ventures.com/

― 300,000 ○ H29.9.8

株式会社PMトラスティ 9130001037697 近畿財務局 谷村 眞策 代表取締役 ○ ○ 京都市下京区七条通
烏丸東入真苧屋町203
番地

075-744-0115 ― ― 1,000,000 ○ H28.8.29

公益財団法人ひょうご産業活性
化センター

4140005005159 近畿財務局 赤木 正明 理事長 ― ○ 神戸市中央区東川崎
町一丁目８番４号

078-977-9070 http://web.hyogo-
iic.ne.jp

兵庫県内の中
小企業等の経
営の革新及び創
業支援、商業の
活性化、企業誘
致及び海外進出
支援等

183,000,000 ○ H29.5.10

株式会社ファインドエッジ 1120901018128 近畿財務局 土居 純 代表取締役 ― ○ 大阪市北区梅田1-3-
1-600

06-6147-2196 http://findedge.jp ― 2,000,000 ○ H28.11.2 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※警告書（投資者保護上問題あ
り）を発出しました。

有限会社ファウンテンフォレスト 7140002025231 近畿財務局 岩崎 和文 取締役 ― ○ 兵庫県神戸市中央区
栄町通二丁目4番13号
神栄ビル604号

078-327-8839 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.15

フューチャーベンチャーキャピタ
ル株式会社

3130001022390 近畿財務局 ― ― ○ ○ ― 075-257-2511 http://www.fvc.co.jp ― ― ○ ○ H30.1.15

株式会社プレミアムLAB. 1010401091900 近畿財務局 滝口 匠 代表取締役 ○ ○ 大阪府大阪市福島区
福島3-1-61-2701

06-6131-8355 http://premiumlab.co.j
p/

コンサルティン
グ業務

50,000,000 ○ H28.8.31 ※警告書（無登録）を発出しまし
た。
※旧商号：株式会社ＵＡＧ

ホークマテリアル株式会社 6120001151857 近畿財務局 山田眞三 代表取締役 ○ ○ 大阪府枚方市山之上
西町35番10号

072-843-2700 http://www.hoak.co.jp
/

・ESCO事業
・電機、設備工
事業
・電子機器及び
通信機器の製
造販売
・建築総合プロ
デュース、他

40,000,000 ○ H28.8.26

合同会社帆立投資倶楽部 8010003016803 近畿財務局 加野 賢太 代表社員 ○ ― 兵庫県神戸市垂水区
西舞子2-10-16

078-781-1517 ― ― 2,749,000 ○ H28.10.18

松田一敬、サンディープ・クマー ― 近畿財務局 ― ― ○ ○ 京都市下京区中堂寺
南町134番地
ASTEM棟７F

075-925-5722 ― ― ― ○ H28.8.12

水戸プロパティー合同会社 9010003020639 近畿財務局 水戸ホールディング1一般社団
法人
職務執行者 本郷 雅和

代表社員 ― ○ 大阪市中央区高麗橋
四丁目3番7号
淀屋橋総合会計内

06-6208-2018 ― ― 150,000 H28.11.14

みなとキャピタル株式会社 5140001020879 近畿財務局 庵原 敬吾 代表取締役 ○ ○ 神戸市中央区多聞通
二丁目1番2号大森・み
なとビル5階

078-361-1511 http://ｗｗ
ｗ.minatocp.co.jp

コンサルティン
グ業務

250,000,000 ○ H30.1.18

みやこキャピタル株式会社 1010001156079 近畿財務局 山口 哲史 代表取締役 ○ ○ 京都府京都市左京区
吉田本町36番地1京都
大学国際科学イノベー
ション棟東館217

075-752-9101 http://www.miyakoca
pital.com/

― 20,000,000 ○ H30.1.17

山口 哲史、岡橋 寛明、菅谷
常三郎（みやこキャピタルマネー
ジメント有限責任事業組合）

― 近畿財務局 ― ― ○ ○ 京都府京都市左京区
吉田本町36番地1京都
大学国際科学イノベー
ション棟東館217

075-752-9101 ― ― ― ○ H30.1.17

合同会社ＹＮオフィス・ワン 8120003009572 近畿財務局 新鞍 芳男 代表社員 ○ ○ 大阪市西区新町３丁
目８番１８号西長堀ビ
ジネスゾーン７０１号

06-6532-5061 ― ― 100,000 ○ H29.9.11
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株式会社Darma Tech Labs 1130001055789 近畿財務局 牧野 成将 代表取締役 ○ ○ 京都府京都市下京区
大政所町680-1第八長
谷ビル2階

080-5061-
7808

http://makersboot.ca
mp/ja/

起業家育成事
業
経営コンサル
ティング事業

17,200,000 H29.7.14

株式会社ワールドインベストメン
トネットワーク

7140001104523 近畿財務局 中田 雄一
中林 恵一

代表取締役 ○ ○ 兵庫県神戸市中央区
港島中町６丁目８番１
ワールド本社ビル２１
階

078-302-3111 http://corp.world.co.jp
/company/about/grou
p.html

衣料品、雑貨の
企画、生産、及
び販売、グルー
プ会社の管理

5,000,000 H29.7.3

栖峰投資ワークス株式会社 8130001060403 近畿財務局 関 兵馬 代表取締役 ○ ○ 京都市下京区室町通
綾小路上る鶏鉾町480
番地オフィス-ワン四条
烏丸1107

075-708-7096 https://siwi.info M&A助言業務、
経営コンサルタ
ント等

55,000,000 H30.1.4

株式会社サンブリッジグローバ
ルベンチャーズ

6011001072096 近畿財務局 ＭＩＮＥＲ ＡＬＬＥＮ ＰＡＲＫＥＲ 代表取締役 ― ○ 大阪府大阪市北区大
深町3番1号グランフロ
ント大阪タワーC７階

06-6359-3876 http://www.sunbridge
-gv.jp/

有価証券の取
得及び保有、コ
ンサルティング
等

52,640,000 ○ H29.7.31

株式会社広島ベンチャーキャピ
タル

5240001009961 中国財務局 川崎 弘敬 代表取締役 ○ ○ 広島市中区銀山町３
番１号

082-504-3979 http://www.h-vc.co.jp 経営アドバイザ
リー業務

100,000,000 ○ H29.10.19

ごうぎんキャピタル株式会社 9280001000203 中国財務局 竹迫 泰裕 代表取締役社長 ○ ○ 島根県松江市白潟本
町71番地松栄ビル1階

0852-28-7170 http://www.g-cp.jp 有価証券の取
得・保有・売却、
企業診断・経営
に関するコンサ
ルティング業
務、企業の合併
ならびに業務提
携などの斡旋業
務、上記に付帯
または関連する
一切の業務

150,000,000 ○ H29.7.13

とっとりキャピタル株式会社 8270001000898 中国財務局 松本 喜文 代表取締役 ― ○ 鳥取県鳥取市扇町9-2
とりぎんプラザビル2F

0857-20-2733 http//www.tottoricap.
com/

経営コンサル
ティング

50,000,000 ○ H28.8.19

中銀リース株式会社 2260001004360 中国財務局 中銀リース株式会社 代表取締
役 坪井 宏通

社長 ― ○ 岡山県岡山市北区丸
の内1-14-17中国銀行
東本館２階

086-232-7060 ― １．動産、建築物
付属設備、小型
船舶および無体
財産権等のリース
ならびに売買
２．売上債権の買
取
３．融資、債務の
保証等の信用供
与
４．有価証券の取
得、保有および売
却
５．経営一般に関
するコンサルティ
ング
６．企業の合併な
らびに技術、販
売、製造等の提
携の斡旋
８．コンピュータシ
ステムの開発、販
売、保守管理業
務
９．不動産にかか
わるファイナンス
リース業務
１０．前各号に係
わる損害保険代
理業務
１１．前各号に付

50,000,000 ○ H29.10.26
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株式会社エス・ケイ・ベンチャー
ズ

7250001009736 中国財務局 吉積 正悟 代表取締役 ○ ○ 山口県周南市平和通
１丁目１０番の２西京
銀行本店４階

0834-22-7665 http://www.skv.jp/ 1.有価証券の取
得、保有並びに
売却
2.経営コンサル
ティング業務
3.企業の合併並
びに業務提携の
斡旋
4.投資事業組合
財産の運営、管
理
5.市場誘導業務
6.各種セミナー
の運営及び運営
受託
7.企業育成施設
の運営及び運営
受託
8.企業交流会の
運営及び運営受
託
9.情報誌の発行
10.前各号に付
帯する一切の業
務

100,000,000 ○ H29.10.19

山口キャピタル株式会社 1250001000618 中国財務局 森脇 不知奈 代表取締役 ○ ○ 山口市小郡下郷1229
番地6山口銀行小郡支
店内

083-976-8805 http://www.yamaguch
i-capital.co.jp/

経営コンサルタ
ント、企業の合
併並びに業務提
携の斡旋

96,000,000 ○ H29.7.11

有限会社テンプルＸ 2240002025250 中国財務局 中本 賢治 代表取締役 ― ○ 広島市安佐南区安東
６丁目１１番１９号

082-878-5507 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.12

有限会社ＢＢＡコンサルティング 4240002024960 中国財務局 久保 雅彦 代表取締役 ― ○ 広島県広島市中区千
田町二丁目8番8号

090-5269-
7075

― 経営コンサル
ティング

3,000,000 ○ H28.8.29

有限会社エーピット 8240002037851 中国財務局 堀井 浩 代表取締役 ― ○ 広島県廿日市市梅原
１丁目６－１４

0829-54-2343 ― ― 3,000,000 ○ H28.8.31

株式会社ウィン西和 3240001023799 中国財務局 高藤 和昭 代表取締役 ○ ○ 広島県東広島市福富
町上戸野3552番地

082-435-2957 ― 企業コンサルタ
ント業務

500,000 ○ H28.8.5

ツネイシキャピタルパートナーズ
株式会社

2240001037692 中国財務局 津幡 靖久 代表取締役 ○ ○ 広島県福山市沼隈町
常石1083番地

084-987-3553 http://tsuneishi-
cp.com/

― 50,000,000 ○ H30.1.15

株式会社ひろしまイノベーション
推進機構

5240001040974 中国財務局 尾崎 清 代表取締役社長 ○ ○ 広島県広島市中区
袋町３－１７ シシン
ヨービル10階

082-545-2860 http://www.hinet.co.jp
/

― 50,000,000 ○ H28.8.5

おかやまキャピタルマネジメント
株式会社

7260001025030 中国財務局 おかやまキャピタルマネジメント
株式会社 小野田 誠

代表取締役 ○ ○ 岡山県岡山市北区本
町2番5号ちゅうぎん駅
前ビル6階

086-201-2400 ― 1投資事業組合
財産の管理・運
営業務、2経営
一般に関するコ
ンサルティング、
3企業の合併な
らびに技術、販
売、製造等の提
携の斡旋、4前
各号に付随また
は関連する一切
の業務

50,000,000 ○ H29.8.7

せとみらいキャピタル株式会社 9240001043429 中国財務局 小布施 敦士 代表取締役 ○ ○ 広島県広島市中区銀
山町3番1号

082-535-5294 http://rcgi.co.jp/ ― 10,000,000 ○ H28.8.16

株式会社せとうち経済圏・シッ
プ・パートナ-ズ

4240001043516 中国財務局 小山 浩司 代表取締役 ― ○ 広島県広島市中区銀
山町3番1号ひろしまハ
イビル21 6階

03-5796-8542 ― ― 1,000,000 ○ H29.7.28
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トマトリース株式会社 2260001004781 中国財務局 トマトリース株式会社 横田 博 代表取締役 ○ ○ 岡山市北区中山下一
丁目9番1号山陽アル
ファ株式会社中山下ビ
ル4F

086-223-3411 http://tomatolease.co.jp
/index.html

1.公害防止機器、電
気機器、事務用機
器、医療機器、光学
精密機器、輸送用
機器、商業サービ
ス機器、一般機械
設備等各種動産お
よび諸権利ならび
に建物の附属設備
の賃貸および売
買、不動産のリース
業
2.前号の業務に関
連する仲介
3.売掛債権の買取
り
4.金銭の貸付、手形
の割引および債務
の保証等の金融業
務
5.電気通信業務
6.有価証券の保有、
運用、投資
7.企業経営に関す
る総合コンサルティ
ング
8.経営情報の提供
ならびに会社の合
併、提携の斡旋
9.前各号に付帯ま
たは関連する一切
の業務

20,000,000 ○ H30.1.5

ひろしんビジネスサービス株式
会社

6240001010019 中国財務局 吉井 浩之 代表取締役社長 ○ ○ 広島市中区富士見町3
番15号

082-245-1033 ― ・現金の精査、整理
業務・特定大口取
引先の集配金業
務・現金輸送ならび
に文書等の集配送
業務・印刷、製本業
務・ダイレクトメール
業務・契約書、文
書、帳票等書類の
整理、管理、保管業
務・企業分析業務・
物品の調達、管理、
保管、発送業務・従
業員の福利厚生業
務・現金自動支払
機等の集中監視な
らびに保守、管理業
務・為替等集中事
務の後方処理業
務・交換手形、取立
手形等の精査、整
理業務・自動車の
運行ならびに保守
点検等の管理業
務・従業員の教育
ならびに研修業務・

10,000,000 ○ H29.7.10

世羅青水牛野呂発電所合同会
社

6240003003053 中国財務局 世羅青水牛野呂発電所一般社
団法人 職務執行者 平野真理
子

代表社員 ○ ― 広島県世羅郡世羅町
大字本郷1013番地の2

03-3502-4884 ― ― 100,000 ○ H28.10.19

株式会社せとうち観光パート
ナーズ

8240001049047 中国財務局 丹治 朋之 代表取締役 ○ ○ 広島市中区基町１０番
３号広島県自治会館２
階

082-836-3277 ― 不動産等の売
買、経営及び財
務コンサルティ
ング

2,000,000 H29.9.13

玉元Ｔｏｋｙｏ株式会社 6010001170620 中国財務局 吉本 誠 代表取締役 ― ○ 岡山県岡山市北区庭
瀬8-5

090-3746-
0008

― ― 100,000 ○ H29.11.20

トモニリース株式会社 5470001000947 四国財務局 山田 安博 代表取締役 ― ○ 香川県高松市亀井町7
番地1亀井町ビル5Ｆ

087-862-5901 http://www.tomony-
lease.co.jp/

リース 100,000,000 ○ H29.8.2

百十四リース株式会社 5470001003504 四国財務局 飯田 憲明 代表取締役社長 ― ○ 高松市亀井町5番地1
百十四ビル15階

087-834-5401 http://www.114lease.
co.jp/

リース、割賦販
売業務

500,000,000 ○ H29.7.4
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株式会社四銀地域経済研究所 2490001001293 四国財務局 横山 保幸 代表取締役 ○ ○ 高知県高知市菜園場
町1番21号四国総合ビ
ル3階

088-883-1152 ― 1.産業・経済・金
融一般に関する
調査研究
2.地域開発に関
する調査研究
3.情報の収集、
提供ならびに調
査研究の受託
4.企業経営およ
び暮らしについ
ての情報提供な
らびに経営相談
業務
5.前各号にかか
る各種講演会、
講習会の企画
開催ならびに出
版物の刊行
6.社員研修など
の教育・サービ
ス業務
7.会社の合併お
よび技術・販売・
製造等の提携
の斡旋
8.前各号に付帯
する一切の業務

10,000,000 ○ H29.7.28



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

いよぎんキャピタル株式会社 1500001000443 四国財務局 大泉 謙一 代表取締役 ○ ○ 愛媛県松山市南堀端
町1番地

089-933-8804 http://www.iyo-
capital.co.jp/

経営コンサル
ティング業務

320,000,000 ○ H30.1.12

ひめぎん総合リース株式会社 9500001003422 四国財務局 岩崎 浩二 代表取締役 ○ ○ 松山市勝山町二丁目
一番地愛媛銀行本店
５階

089-933-1513 http://www.himegin-
lease.co.jp

リース業 30,000,000 ○ H29.6.29

株式会社香川リバイタル 1470001013762 四国財務局 成影 善生 代表取締役 ○ ○ 香川県高松市亀井町7
番地15セントラル第一
ビル8階

087-832-5011 該当なし 該当なし 30,000,000 ○ H29.10.5

阿波銀コンサルティング株式会
社

8480001009002 四国財務局 久永 通生 代表取締役 ○ ○ 徳島市元町1丁目7 088-654-0321 ― 経営に関するコ
ンサルティング
業務、事業承継
に関するコンサ
ルティング業務

100,000,000 ○ H29.8.15

オーシャンリース株式会社 6490001000300 四国財務局 川添 和尊 代表取締役社長 ○ ○ 高知県高知市知寄町
一丁目４番３０号ＹＫＳ
ちよりビル３Ｆ

088-880-3450 http://ocean-lease.jp ・産業用、工作
用、輸送用、通
信用、事務用機
器、その他各種
設備機器等の
動産、権利の賃
貸および販売
・事務機械化お
よび経営合理化
のコンサルタント
業務

20,000,000 ○ H29.12.1

高松丸亀町Ａ街区コミュニティ投
資有限会社

7010802020056 四国財務局 田村 幸太郎 取締役 ― ○ 香川県高松市藤塚町
一丁目10番30号アー
バンスクエア高松ビル
7階

087-862-6715 該当なし 該当なし 3,000,000 ○ H29.6.26

いよぎん・REVICインベストメン
ツ株式会社

7500001020758 四国財務局 兵頭 賢 代表取締役 ○ ○ 松山市南堀端町1番地
株式会社伊予銀行本
店6階

089-941-1181 ― ― 50,000,000 H29.8.9

株式会社福岡キャピタルパート
ナーズ

2290001026030 福岡財務支局 ― ― ― ○ ― 092-291-8123 http://www.fukuokacp
.com/

― ― ○ ○ H29.4.4

西日本メディカルビルディング株
式会社

7290001046057 福岡財務支局 川越 浩 代表取締役 ― ○ 福岡県福岡市早良区
百道浜2-4-27AIビル8
階

092-832-2011 ― 貸金業 190,000,000 ○ H28.8.23

株式会社ＮＣＢリサーチ＆コン
サルティング

5290001015526 福岡財務支局 光富 彰 代表取締役社長 ○ ○ 福岡市博多区下川端
町2番1号博多座・西銀
ビル13階

092-282-2662 http://www.johoza.co.j
p/

経営コンサル
ティング業務、
研修・セミナー
業務、Ｍ＆Ａ業
務

20,000,000 ○ H29.8.7

ひびしんキャピタル株式会社 7290801006879 福岡財務支局 八山 哲夫 代表取締役 ○ ○ 北九州市小倉北区米
町1-1-1-2F

093-541-5183 http://www.hibishinca
pital.com/

Ｍ＆Ａの情報斡
旋

30,000,000 ○ H28.7.28
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株式会社佐銀キャピタル＆コン
サルティング

6300001000450 福岡財務支局 秋葉 国彦 代表取締役 ― ○ 佐賀県佐賀市唐人2丁
目7番20号

0952-29-7658 www.sagin-
capital.co.jp

1有価証券の取得
並び売却業務2金
銭貸付、債務保
証及び債権買取
業務3企業等の経
営全般に関するコ
ンサルティング、
情報提供及び企
業診断業務4企業
等の合併・事業譲
渡・提携等の仲介
斡旋、産業技術
取引等に関する
情報提供並びに
仲介斡旋業務5経
済、金融、財政、
地域経済、産業
及び市場に関す
る調査、研究の受
託並びに情報提
供業務6前各号に
関する講演会、セ
ミナーの開催及び
各種研修の受託
業務7前各号に付
帯または関連す
る一切の業務

80,000,000 ○ H30.1.26

合同会社グローバルホープ 6300003000688 福岡財務支局 代表社員
新谷准司

代表社員 ○ ○ 佐賀県神埼市千代田
町崎村866番地

0952-44-5980 ― 資産運用コンサ
ルティング

300,000 ○ H28.8.30

昭光株式会社 4290001048972 福岡財務支局 青木 正明 代表取締役 ○ ○ 福岡県久留米市東町
35番地3 昭光ビル7階

0942-35-5040 https://www.shokou.c
o.jp

保険代理、不動
産仲介、貸しビ
ル業

10,000,000 ○ H28.6.6

株式会社ドーガン 4290001024313 福岡財務支局 ― ― ― ○ ― 092-739-2311 http://www.dogan.jp/ ― ― ○ ○ H29.10.30

株式会社笹川総合研究所 9290001048191 福岡財務支局 西原 賢治 代表取締役 ○ ○ 福岡市中央区大名2-
9-35
トウセン天神ビル2階

092-791-9995 http://sasakawasouke
n.jp/

経営コンサルタ
ント業務、不動
産売買賃貸業
務、他関連業務

8,000,000 ○ H28.8.29

ＮＣＢキャピタル株式会社 2290001068733 福岡財務支局 光富 彰 代表取締役 ○ ○ 福岡市博多区下川端
町2番1号

092-260-3400 ― ― 10,000,000 ○ H29.5.26

ＱＢキャピタル合同会社 6290003005763 福岡財務支局 坂本 剛 代表社員兼業務執行社員 ○ ○ 福岡県福岡市早良区
百道浜二丁目１番２２
号ＳＲＰセンタービル７
０６

092-832-6200 http://qbc.co.jp/ ― 9,450,000 ○ H29.12.13

ＱＢパートナーズ有限責任事業
組合（坂本 剛・本藤 孝）

― 福岡財務支局 ― ― ○ ○ 福岡県福岡市早良区
百道浜二丁目１番２２
号 ＳＲＰセンタービル７
０６

092-832-6200 ― ― ― ○ H28.8.29

株式会社玄海キャピタルマネジ
メント

7290001026257 福岡財務支局 ― ― ○ ○ ― 092-739-2355 http://www.genkaicapi
tal.com/

― ― ○ ○ H28.8.30

F Ventures LLP有限責任事業
組合（両角 将太・谷山 宏典）

― 福岡財務支局 ― ― ― ○ 福岡県福岡市博多区
祇園町8-13第一プリン
スビル1F

080-5215-
1050

http://f-ventures.vc/ 無し ― H29.6.15

株式会社ドーガン・ベータ 5290001076295 福岡財務支局 林 龍平 代表取締役 ○ ○ 福岡市中央区大名2丁
目4番22号新日本ビル
3階

092-739-2600 ― 起業家支援業
務、ベンチャー
にかかるコンサ
ルティング業務
等

15,000,000 H29.2.10

株式会社FFGベンチャービジネ
スパートナーズ

5290001073474 福岡財務支局 福田 知 代表取締役社長 ○ ○ 福岡市中央区天神2-
13-1福岡銀行本店ビ
ル5階

092-723-2139 該当なし 該当なし 10,000,000 H29.4.28
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肥銀キャピタル株式会社 7330001003904 九州財務局 坂田 寛之 代表取締役 ○ ○ 熊本県熊本市中央区
下通一丁目9番9号肥
後銀行銀座通支店6階

096-311-5922 http://www.higincapit
al.co.jp/

・有価証券の取
得、保有、売却
・企業診断、経
営に関するコン
サルティング
・市場調査及び
各種情報の収
集
・企業の合併並
びに業務提携な
どの斡旋
・前各号に付帯
または関連する
業務

100,000,000 ○ H30.1.25

大分ベンチャーキャピタル株式
会社

7320001000299 九州財務局 黒木 達夫 代表取締役 ○ ○ 大分県大分市東大道
一丁目９番１号大分銀
行宗麟館4階

097-543-1919 ｗｗｗ.oita-vc.co.ｊｐ 1.有価証券の取得、
保有並びに売却
2.企業診断および
経営コンサルティン
グ業務
3.企業買収、会社分
割、合併、事業統
合、業務提携、事業
譲渡、資本参加等
に対する仲介・斡旋
並びにコンサルティ
ング業務
4.産業、金融に関す
る調査、研究
5.投資先の発掘お
よび投資の斡旋
6.ソフトウエアの開
発、販売並びに斡
旋
7.情報技術（ＩＴ）導
入並びに利用に関
するコンサルティン
グ業務
8.集合研修、通信研
修などの教育サー
ビス業務
9.前各号に掲げる
業務に附帯する業
務

50,000,000 ○ H29.8.18

宮銀ベンチャーキャピタル株式
会社

6350001002038 九州財務局 原田 正純 代表取締役 ○ ○ 宮崎県宮崎市橘通東
４丁目３番５号宮崎銀
行本店４F

0985-20-0822 ― 経営コンサル
ティング、業務、
融資及びその斡
旋並びに保証等
の金融業務

10,000,000 ○ H29.10.26

株式会社宮崎太陽キャピタル 8350001001822 九州財務局 上野 哲弘 代表取締役 ○ ○ 宮崎県宮崎市広島二
丁目1番31号宮崎太陽
銀行５F

0985-60-6395 http://www.taiyocapit
al.co.jp

融資斡旋、経営
コンサルティン
グ業務

10,000,000 ○ H29.8.4

鹿児島ディベロップメント株式会
社

9340001000832 九州財務局 本村 悟 代表取締役 ― ○ 鹿児島市山之口町1番
10号鹿児島中央ビル9
階

099-295-6151 ― ・各種動産卸小
売業
・太陽光発電事
業
・文具等カタログ
販売代理店
・不動産仲介業

10,000,000 ○ H29.11.1

株式会社九州Kizunaキャピタル 8340001018735 九州財務局 小布施 敦士 代表取締役 ― ○ 鹿児島市山之口町1番
10号鹿児島中央ビル6
階

03-5532-3961 http://rcgi.co.jp/ ― 10,000,000 ○ H30.1.26

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同会
社

9340003001705 九州財務局 株式会社
ガイアパワー
職務執行者
長浜谷 直樹

業務執行社員 ○ ― 鹿児島県鹿屋市寿七
丁目８番３１号中西マ
ンション１０２号室

0994-45-6490 ― ― 50,000,000 H28.8.24
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株式会社くまもと未来創生キャ
ピタル

8010401126154 九州財務局 藤田 直人 代表取締役 ○ ○ 熊本県熊本市中央区
紺屋今町1番5号熊本
辛島公園ビル9階

096-312-0380 該当なし 貸金業 50,000,000 H29.6.30

沖縄文化等コンテンツファンド株
式会社

8360001015111 沖縄総合事務局 鈴木 英樹 代表取締役 ○ ○ 沖縄県那覇市松尾一
丁目10番24号ホークシ
ティー那覇ビル４F

098-863-0113 ― １．映画・演劇・映
像・ゲーム・音楽
その他のコンテン
ツ（以下「コンテン
ツ等」という）の企
画、製作、配給、
プロモーション、販
売、配信、放送、
上演、賃貸借、輸
出入等に関する
業務
２．コンテンツ等に
関するポスター、
プログラム、出版
物、文具、玩具等
の製作、及び販売
３．著作権、商標
権等の産業財産
権その他の権利
の取得、保有、管
理、使用許諾、売
買、賃貸等に関す
る業務

1,000,000 ○ H29.4.24

株式会社りゅうぎん総合研究所 1360001005622 沖縄総合事務
局

株式会社りゅうぎん総合研究所
照屋 保

代表取締役 ○ ○ 沖縄県那覇市壺川一
丁目１番地９りゅうぎん
健保会館3階

098-835-4650 http://www.ryugin-
ri.co.jp

シンクタンク業
務（産業、経済、
金融等に関する
調査）、経営相
談業務等

23,000,000 H30.1.25

谷家 衛 ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

― ― ― ○ Flat D, 16/F, Ocean

Sky, The Cullinan, １

Austin Road West,

Kowloon, Hong Kong

090-7842-0661 http://www.asuka-

holdings.com/

― ― ○ H28.12.2

JAFCO Investment (Asia Pacific)

Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

渋澤祥行 President & CEO ― ○ シンガポール・マリナ
ブールバード10番33-

05

(+65) 6224-

6383

http://www.jafcoasia.c

om/

― 15百万シンガ
ポールドル

○ H29.7.21

Carlyle Japan Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello

Director

― ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1 (202) 729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$100.00 ○ H28.8.31

Carlyle Japan II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Director ― ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1 (202) 729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$100.00 ○ H28.8.31
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CITIC Equity Management Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Chan Kai Kong Director ― ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited 28//F CITIC

Tower, 1 Tim Mei

Avenue, Central, Hong

Kong

+852 3710

6889

www.citiccapital-

ccjp.com

― US$100 ○ H28.8.29

CITIC Japan Management Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Chan Kai Kong Director ― ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited 28//F CITIC

Tower, 1 Tim Mei

Avenue, Central, Hong

Kong

+852 3710

6889

www.citiccapital-

ccjp.com

― US$100 ○ H28.8.29

CJP GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Chan Kai Kong Director ― ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited 28//F CITIC

Tower, 1 Tim Mei

Avenue, Central, Hong

Kong

+852 3710

6889

www.citiccapital-

ccjp.com

― US$100 ○ H28.8.29

NYLIM Mezzanine Partners II

GenPar GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robert M. Barrack Chief Operations Officer ○ ○ 51 Madison Avenue,

Suite 1600 New York,

NY 10010

212-576-6500 http://www.goldpointp

artners.com/

― US$26,921,862 ○ H28.11.10

Olympus Capital GP Corporation ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jeffrey E. Glat Chief Financial Officer ○ ○ One Exchange Square,

Suite 3406, Hong Kong

China

(212) 201-8525 www.olympuscap.com Operate the

Private Equity

fund

75,000 HKD ○ H29.1.11

FE Japan China Partners Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Victor Lap-Lik Chu

Elizabeth Ka-Yee Kan

Director

Director

― ○ c/o First Eastern

Investments Ltd

21st Floor, Two

Exchange Square

Central, Hong Kong

852 2956 3838 http://www.first-

eastern.com/jcf/Form2

0-2.pdf

― US$1.00 ○ H28.10.20

Globis Fund III (GP) Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michelle Cullen Director ― ○ c/o FOCUS

Administration Limited

Office: 45 Market

Street, Suite 3120,

Gardenia Court,

Camana Bay, George

Town, Grand Cayman

Cayman Islands

+1-345-943-

6200

― ― US$50,000.00 ○ H29.12.5
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MSREF VI International-GP,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

Peter Harned

Sara Davis

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

1-212-761-4000 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04969/

― US$82,238,689.

82

○ H28.8.31

MSREF V U.S.-GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

John Buza

Peter Harned

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

1-212-761-4000 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04971/

― US$17,874,368.

20

○ H28.8.31

MSREF V International-GP,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

Peter Harned

Sara Davis

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

1-212-761-4000 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04970/

― US$41,687,562.

34

○ H28.8.31

MSREF IV International-GP,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

Sara Davis

Peter Harned

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04966/

― US$20,759,211.

34

○ H28.8.31

MSREF IV Domestic-GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Buza

Peter Harned

John Klopp

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04965/

― US$4,953,643.4

1

○ H28.8.31

MSREF III, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp Director of MSREF III, Inc., Managing Member of

MSREF III, L.L.C.

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04964/

― US$140,261,98

5.04

○ H28.8.31

Cayman IV(Cayman) Exempt

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

J. Christopher Flowers Director ― ○ c/o J.C. Flowers & Co.

LLC

767 Fifth Ave., 23rd

Floor New York, NY

10153, USA

+1-212-404-

6800

http://www.jcfco.com/t

erms-of-use-

disclaimers/

― JPY167,772,38

2

○ H29.8.2

Saturn Japan III Exempt Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Edward P. Gilbert Director ― ○ c/o Camelot Trust Pte

Ltd.

137 Telok Ayer Street

#08-01 Singapore

068602

(Attn: Ow Yin Peng)

+65 6325 0970 http://www.jcfco.com/t

erms-of-use-

disclaimers/

― JPY110,000 ○ H28.12.21
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Coller Investment Management

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jeremy Coller

Andrew Thane Maden Hitchon

Peter Hutton

Christopher F L Legge

Roger Le Tissier

John Loveless

C. Joseph Mahon

Paul McDonald

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

― ○ Trafalgar Court, Les

Banques, St. Peter Port,

Guernsey, Channel

Islands, GY1 3QL

+44-1481-745-

001

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04937/

The Applicant acts as

general partner to the

general partners (or the

equivalent thereof) of,

and as investment

manager of, limited

partnerships (or other

entities) formed to

primarily invest in

privately negotiated

investments in the

secondary market

worldwide (“Client

Funds”). As such, the

Applicant provides

overall discretionary

management of the

assets of the Client

Funds and maintains a

continuous investment

program with respect

thereto, causing such

assets to be invested

and reinvested from

time to time in

accordance with the

investment guidelines

set forth in the limited

partnership agreements

of each Client Fund.

£4,010,000 ○ H29.7.11

Morgan Stanley Real Estate

Special Situations III-GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

Bennett Weaver

Candice Todd

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04957/

― US$1,585,478.9

3

○ H29.11.14

ACA II Co-Invest GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yanting Wang Manager ― ○ 680 Fifth Avenue 24th

FL, New York, NY

10019

212-710-3200 http://aetoscapitalasia.c

om/

Investment

management

USD19,722 ○ H28.10.18

UCGP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Scott Lennon Director ― ○ 227 Elgin Avenue, PO

Box 852, George Town,

Grand Cayman, KY1-

1103 Cayman Islands

(351) 914-1000 https://www.unisoncap

.com/index.html

― USD1.00 ○ H29.11.6

Whitesun T2C Fund Holdings

Company Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Lin Hsu Tun-Son Director of the Company mentioned above ○ ○ 7F No. 245, Sec 1,

Tunhwa S, Rd., Taipei

106, Taiwan

+886 2 2755-

0148

http://www.we-

partners.com/complian

ce.htm

Management

Consultant

US$60,000,000

(Issued capital)

○ H29.12.8

Globespan Management

Associates IV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Poltack Authorized Signatory, Chief Financial Officer ― ○ c/o Globespan Capital

Partners, One Boston

Place, Suite 2810, 28th

Floor, Boston, MA

02108, USA

+1-617-305-

2300

www.globespancapital.co

m
― USD 4,100,000 ○ H29.6.26

Globespan Management

Associates V, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Poltack Authorized Signatory, Chief Financial Officer ― ○ c/o Globespan Capital

Partners, One Boston

Place, Suite 2810, 28th

Floor, Boston, MA

02108, USA

+1-617-305-

2300

www.globespancapital.co
m

― USD 50,000 ○ H29.6.22
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JAV Management Associates III,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Poltack Authorized Signatory, Chief Financial Officer ― ○ c/o Globespan Capital

Partners, One Boston

Place, Suite 2810, 28th

Floor, Boston, MA

02108, USA

+1-617-305-

2300

www.globespancapital.co

m
― USD 4,400,000 ○ H29.6.28

Green Power Development Fund

Cooperatief U.A.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yoshiyuki Mitsuhashi Managing Director of Wind Development Fund

Management B. V. as the Director of Green Power

Development Fund Cooperatief U.A.

― ○ WTC Tower H, Level

13, Zuidplein 110,

1077 XV Amsterdam,

the Netherland

31 (0) 20-5042-

071

― ― 0ユーロ ○ H28.11.24

Longreach Management

Corporation Cayman

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark Z.Chiba Sole Director ― ○ c/o The Longreach

Group Limited

Suite1902 Dina House

Ruttonjee Centre, 11

Duddell Street Central,

Hong Kong

852-3175-1700 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04998/

― JPY1,100 ○ H28.12.12

Longreach Group Cayman ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark Z.Chiba Director ― ○ c/o The Longreach

Group Limited Suite

1902 Dina House

Ruttonjee Centre, 11

Duddell Street Central,

Hong Kong

852-3175-1700 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05001/

― JPY101 ○ H28.12.12

Capital International Investments

V, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nelson Lee Manager ○ ○ c/o Capital

International, Inc.,

Attention: Legal, at 333

S. Hope Street, 31st

Floor, Los Angels,

California 90071 USA

1-213-615-4080 www.thecapitalgroup.c

om/pe

― US$54,010,000.

00

○ H28.8.24

MSDW Capital Partners IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of MSDW Capital Partners IV, Inc.,

Managing Member of MSDW Capital Partners IV,

LLC

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04961/

― US$13,749,713.

00

○ H28.12.12

Morgan Stanley Capital Partners

III, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones

John Moon

Aaron Sack

Director

Director

Director

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04953/

― US$1,000.00 ○ H28.8.31

MSDW Venture Partners IV,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of MSDW Venture Partners IV, Inc.,

Managing Member of MSDW Venture Partners IV,

LLC

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04962/

― US$3,081,505 ○ H29.4.5

Morgan Stanley Venture Partners

III, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of Morgan Stanley Venture Capital III,

Inc., Managing Member of Morgan Stanley

Venture Partners III, L.L.C.

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04958/

― US$5,524,245.0

0

○ H28.8.31

MSGEM, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of Morgan Stanley Global Emerging

Markets, Inc., Managing Member of MSGEM,

LLC

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04963/

― US$28,338,243.

00

○ H28.8.31

MSVP 2002 Fund, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of MSVP 2002, Inc., Managing Member

of MSVP 2002 Fund, LLC

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04972/

― US$1,369,530 ○ H28.8.31
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APPOSITE HEALTHCARE

(GP) LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Vijayabalan Murugesu Director ― ○ c/o Apposite Capital

LLP, Genesis House,

17 Godliman Street

London EC4V 5BD,

United Kingdom

+44(0)20 3475

1710

http://www.appositeca

pital.com/

― $1.00 ○ H29.2.9

Green Core GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Lydia A. Gavalis Vice President and Secretary ― ○ One Presidential

Boulevard, 4th Floor,

Bala Cynwyd,

Pennsylvania 19004

U.S.A.

+1 610-934-

2222

www.hlgcfund.com ― US$1,000.00 ○ H29.9.20

GS PEP Tech 2000 Offshore

Advisors, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley Vice President of the Director, GSAM Gen-Par,

L.L.C.

― ○ 200 West St. NY, NY

10282 USA

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $17,435 ○ H29.2.17

Clear Sky Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ― ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023,

U.S.A

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― USD 1.00 ○ H28.10.27

Hillcrest Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ― ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023,

U.S.A.

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― USD 1 ○ H28.10.27

Cayman Capital Management II,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023,

U.S.A.

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― USD 50,000 ○ H30.1.24

Cayman Capital Management,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ― ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023,

U.S.A.

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― JPY 5,128,500 ○ H28.10.27

CDH III Holdings Company

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wu Shangzhi Director ― ○ 1503, Level 15,

International

Commerce Centre 1

Austin Road West,

Kowloon, Hong Kong

852-3518-8000 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05013/

― US$10.00 ○ H28.10.20

Morgan Stanley Private Equity

Asia, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of Morgan Stanley Private Equity Asia,

Inc., Managing Member of Morgan Stanley Private

Equity Asia, LLC

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04954/

― US$3,392,595.7

0

○ H28.8.31

Morgan Stanley Private Equity

Asia III, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones Director of Morgan Stanley Private Equity Asia III,

Inc., Managing Member of Morgan Stanley Private

Equity Asia III, L.L.C.

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04956/

― US$14,268,388.

00

○ H28.12.12

Navis Asia Fund V G.P., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nicholas Rupert Heylett Bloy Director ― ○ Level 17, Axiata

Tower, No. 9 Jalan

Stesen SentralV, Kuala

Lumpur Sentral, 50470

Kuala Lumpur,

MALAYSIA

603-2302-3888 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05012/

― USD50,000.00 ○ H28.12.7
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SunBridge Partners III GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Paul Reilly Grim Manager ― ○ 3659 Green Road Suite

100

Beachwood, OH 44122

USA

＋1-704-443-

8369

― ― US$5,500,000.0

0

○ H28.12.6

PineBridge Employee Alternative

Investment GP II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Julian F. Sluyters President ― ○ c/o PineBridge

Investments LLC, 399

Park Avenue, 4th Floor,

New York, NY 10022,

U.S.A.

1-646-857-8000

(Principal

business office)

https://www.pinebridg

e.co.jp/institutional/tok

urei_disclosure.html

― USD100 ○ H29.11.28

Trident Capital Management-VI,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Donald R. Dixon Managing Member ― ○ 400 S. El Camino Real,

Suite 300, San Mateo,

California 94402

U.S.A.

650-289-4400 www.tridentcap.com ― USD$500,003 ○ H29.2.13

Trident Capital Management-V,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Donald R. Dixon Member ― ○ 400 S. El Camino Real,

Suite 300, San Mateo,

California 94402

U.S.A.

650-289-4400 www.tridentcap.com ― USD$500,001 ○ H29.2.13

Translink Management I, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Toshiya Otani

Jae Hoon ("Jay") Eum

Sung Bin Park

Jackie Yang

Managing Director

Managing Director

Managing Director

Managing Director

― ○ 228 Hamilton Ave.,

Suite 210 Palo Alto,

CA 94301, U.S.A.

1-650-330-7353 www.translinkcapital.c

om

Investment

Business

US$762,000 ○ H29.1.10

FCO Fund GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David N. Brooks Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.com ― US$3,609,818 ○ H29.3.1

GS Advisors VI, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Laurie E. Schmidt Attorney-in-Fact on behalf of The Goldman Sachs

Group, Inc., the sole Member and Manager of GS

Fund Holdings, L.L.C.

― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

USA

212-902-0472 www.goldmansachs.co

m

― $785,787 ○ H29.2.24

DCM International IV, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao (茶尾克仁） Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

+1-(650)-233-

1400

― ― USD $10 ○ H29.2.15

DCM International V, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao (茶尾克仁） Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

(650)-233-1400 ― ― USD $10 ○ H29.2.15
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Robeco Manager Clean Tech II

B.V.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robeco Institutional Asset

Management B.V.

Director ― ○ FIRST building 5th

floor c/o Mr. Rob

Goutman Weena 850

Postbus 973 3014 DA

Rotterdam The

Netherlands

(+31)10-

2242375

www.robeco.com/robe

comanagercleantech2b

v/index.jsp

The objects of the

company are to

administer and to

manage, including the

performing of

investment manager, as

manager,

administrator, general

partner or otherwise an

investment institution

who make an

investment in Robeco

Clean Tech Private

Equity II, as well as to

participate in, take an

interest in any other

way in, to conduct the

management of other

business enterprises of

whatever nature,

furthermore to finance

third parties, in any

way to provide security

or undertake the

obligations of third

parties and finally all

activities which are

incidental or may be

conducive to any of the

foregoing

EUR90,000 ○ H29.1.6

Liu Asia Equity Company III ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Andrew Liu Director ― ○ c/o Unitas Capital Pte.

Ltd.

St. George's Building

14th Floor

2 Ice House Street

Central Hong Kong

(852) 2533

1818

http://www.unitascapit

al.com/

― US$0.01 ○ H28.8.31

Advent International LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Andrew D. Dodge Vice President of Advent International

Corporation, the sole member and manager of

Advent International LLC

― ○ 75 State Street, Boston,

MA 02109,USA

+1 (617) 951-

9400

https://www.adventinte

rnational.com/

― USD 0.00 ○ H29.5.26

MSREF VII, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

Sara Davis

Peter Harned

Director

Director

Director

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

1-212-761-4000 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04967/

― US$1,000.00 ○ H29.3.27

Squadron Capital Partners

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Louis Sciarretta, Jr. Global Head of Business Management & Direcor,

Chief Operating Officer

― ○ c/o Aberdeen

International Fund

Managers Limited,

Suite 1601 and 1609-

1610, Chater House, 8

Connaught Road

Central, Hong Kong

852-2103-4700 http://www.aberdeen-

asset.com.hk/

― US$1 ○ H29.3.13

MSCP V GP Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones

John Moon

Aaron Sack

Director

Director

Director

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04959/

― US$1,000.00 ○ H28.12.12

New NIB Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Sally Rocker Director ― ○ 767 Fifth Ave., 23rd

Floor New York, NY

10153 USA

+1-212-404-

6800

http://www.jcfco.com/t

erms-of-use-

disclaimers/

― Euro1,000,000 ○ H29.3.10

Infinity Venture Partners Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Akio Tanaka Director of Growth Tree Ltd, Director of Infinity

Venture Partners Inc.

○ ○ Kelin Building 107 B,

No. 107 Dongsi Bei St.

Dongcheng District

Beijing, China

050-3692-4021 http://www.infinityven

tures.com/main_eng

― US$300.00 ○ H28.8.30
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LaSalle Japan Logistics II GP

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Paul J. Donovan

Jeremy Paul Snoad

Director ― ○ 9 Raffles Place, #37-01

Republic Plaza,

Singapore 048619

+65 6494 3500 http://asa-

epn.jp/di/0005/3a5e/

― JPY 100 ○ H28.8.24

Terra Firma Investments (GP) 2

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Iain Stokes Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St

Martin's, Guernsey,

GY4 6RT

+44 (0) 1481

231100

www.terrafirma.com ― GBP 10,000 ○ H29.7.12

Terra Firma Investments (GP) 3

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Iain Stokes Director ― ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St

Martin's, Guernsey,

GY4 6RT

+44 (0) 1481

231100

www.terrafirma.com ― GBP 10,000 ○ H29.2.8

GST AutoLeather GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

THOMAS III Stanley Emmett Director ― ○ Unit 2710, 27/F The

Center, 99 Queen’s

Road Central, Hong

Kong

+852-2918-

0050

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― USD

300,000,203.02

○ H28.11.16

PineBridge Non-U.S. Employee

Feeder GP II, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Julian F. Sluyters Director ― ○ c/o PineBridge

Investments LLC, 399

Park Avenue, 4th Floor,

New York, NY 10022,

U.S.A.

1-646-857-8000 https://www.pinebridg

e.co.jp/institutional/tok

urei_disclosure.html

― USD50,000 ○ H29.11.28

Global Property Portfolio Fund,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Commerce Corporate Services

Limited

Director ○ ○ 11 Dr. Roy’s Drive,

P.O. box 694, Grand

Cayman KY1-1107,

Cayman Islands

1-345-914-9285 http://globalportfoliofo

f.com

― USD 1000 ○ H28.9.26

Vangoo Investment Partners ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Xu Ping Director ― ○ No. 22, 36F, China

World Tower 3, No. 1

Jianwai Avenue,

Chaoyan District,

Beijing

(0086)1861225

3833

― IT $220,000 ○ H29.1.26

CHALLENGER MBK

EMERGING MARKET

INFRASTRUCTURE FUND GP

LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Gary Nigel Withers Director ○ ○ c/o Citco Trustees

(Cayman) Limited

89 Nexus Way, 2nd

Floor, Camana Bay,

P.O. Box 31106

Grand Cayman KY1-

1205, Cayman Islands

1-345-949-0100 http://emif.com.sg/ Infrastructure

investment and

management

USD 100,000 ○ H29.1.18

Greater Pacific Capital Pharma

(GP) Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Francis Crispino Director ○ ○ PO Box 309, Ugland

House, South Church

Street, George Town,

Grand Cayman KY1-

1104, Cayman Islands

+1-345-949-

0090

www.greaterpacificcapit
al.com

― $50,000 ○ H29.4.3

Wilshire Asia Private Markets

VIII (Offshore), Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Karl Beinkampen Director ― ○ 1299 Ocean Avenue,

Suite 700,

Santa Monica, CA

90401, USA

+1-310-451-

3051

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04993/

― US$50,000 ○ H28.9.2

蘇州日亜創業投資管理有限公
司

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

石尾 重智 董事長 ― ○ 5F 503-02, 503-05,

GIFC, 1438 Hongqiao

Road, Shanghai,

People's Republic of

China, 201103 c/o

Japan Asia Investment

(China) Co., Ltd.

86-21-6197-

6238

http://www.jaic-

vc.co.jp/JSH/

― RMB1,000,000 ○ H29.6.30
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Japan Asia Investment (China)

Co., Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

志村 誠一郎 董事長 ― ○ 5F 503-02, 503-05,

GIFC, 1438 Hongqiao

Road,

Shanghai, People's

Republic of China

86-21-6197-

6238

http://www.jaic-

vc.co.jp/JCN/

― USD3,710,000.

00

○ H29.8.25

GLOBAL VINTAGE FUND

2008, GP LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Kevin Gilley Director ○ ○ Ground Floor

Liberation House

Castle Street, St. Helier

Jersey JE2 3AT

+44 1534

822500

https://www.moorema

nagement.com/article-

63-exemptions/

― USD 100.00 ○ H28.11.30

Asia PEF I GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Shaw Director ― ○ PO Box 1093 Boundary

Hall, Cricket Square

Grand Cayman KY1-

1102 Cayman Islands

1(345)945-7099 http://www.nomura-

am.co.jp/tokurei/

― Aggregate of

USD250 and

JPY300,000

○ H28.8.22

IVP Fund B (GP), Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Akio Tanaka Director ○ ○ Kelin Building 107 B,

No. 107 Dongsi Bei St.

Dongcheng District

Beijing, China

050-3692-4021 http://www.infinityven

tures.com/main_eng

― US$300.00 ○ H29.10.26

QEM V, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

S. Wil Van Loh, Jr. President of Manager of QEM V, LLC ― ○ c/o Quantum Energy

Partners 1401

McKinney Street, Suite

2700 Houston, Texas

77010, U.S.A.

7134522020 http://www.quantumep.
com/

― $USD450,000 ○ H29.6.9

John Hancock Natural Resource

Corporation

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tim Cayen Stephen Peter

Nicholas Ping

Vice President Vice President ○ ○ 197 Clarendon Street,

The Steven L. Brown

Building 8th floor

Boston, Massachusetts

02116-5010 USA

617 747 1600 http://hancocknaturalreso

urcegroup.com
John Hancock

Natural Resource

Corporation acts

as the general

partner of

investment funds

structured as

limited

partnerships and

investment

assets held by

limited

partnerships

sponsored or

managed by

Hancock Natural

Resource Group,

lnc.

USD903,589 ○ H29.8.16

Metalmark Capital Partners II

GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Metalmark Capital Holdings LLC General partner ― ○ 1177 Avenue of the

Americas, 40th Floor

New York, NY 10036

U.S.A.

+1-212-823-

1915

http://www.metalmark

capital.com/

― US$0 ○ H29.3.1

Mount Kellett Capital Partners

GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark McGoldrick Managing Member of Mount Kellett Capital

LLC,Managing Member of Mount Kellett Capital

Partners GP LLC

― ○ 1345 Avenue of the

Americas,46th Floor,

NY, NY. 10105 USA

1 212-798-6100 http://www.fortress.co

m

― US$1,000,000 ○ H29.7.24

Longreach Management

Corporation Cayman 2 - JPY

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark Z.Chiba Sole Director ○ ○ C/O The Longreach

Group Limited Suite

1902 Dina House

Ruttonjee Centre, 11

Duddell Street Central,

Hong Kong

(852) 3175

1700

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04999/

― JPY200 ○ H29.7.31
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Constellation Ventures

Management II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

The Bear Stearns Companies LLC

(Luis Espinal, Executive Director

and Authorized Person of The

Bear Stearns Companies LLC)

Managing Member ― ○ c/o Luis Espinal, 320

Park Avenue, Floor 15,

New York, NY 10022,

USA

1-212-648-2772 https://www.jpmorgan

asset.co.jp/jpec/ja/corp

orate/Group_company

_disclosure.pdf

― USD 1,075,000 ○ H29.3.16

DCM International VI, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao (茶尾克仁） Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

(650)-233-1400 ― ― USD $10 ○ H29.2.15

FCO Fund II GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David N. Brooks Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$10,322,823 ○ H29.3.1

Fortress Japan Opportunity

Domestic GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Constantine M. Dakolias President ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$4,615,921 ○ H29.5.11

MS Credit Partners GP Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Henry D'Alessandro

Michael Scarangella

Ashwin Krishnan

Director

Director

Director

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04960/

― US$1,000 ○ H28.8.31

Principal Enhanced Property

Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Todd White Managing Director ○ ○ 801 Grand Avenue, Des

Moines, lowa 50392-

0490

1-515-283-8918 www.principal.com ― US$100.00 ○ H29.9.21

Rockefeller Group U.S. Premier

Office GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Santo Curro President, Chief Executive Officer and Chief

Financial Officer

― ○ 1221 Avenue of the

Americas, 17FL New

York, NY 10020

01 (212) 282-

2000

http://www.rgim.com/ ― US$0.00 ○ H28.11.24

IIF Canadian GP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Andrew Lepper Director ○ ○ 1 First Canadian Place

Suite 1600 100 King

Street West Toronto

ON M5X 1G5 Canada

(416) 369-7296 https://www.jpmorgan

asset.co.jp/jpec/ja/corp

orate/Group_company

_disclosure.pdf`

― CDN$2.00 ○ H30.1.17

WLR China Energy Associates,

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Morton Director ― ○ 1166 Avenue of the

Americas, 25th Floor,

New York, NY 10036

U.S.A.

(1) 212 826

1100

https://preview2.invesc

o.prd.invesco.net/porta

l/site/us/institutions/wl

ross/contact/

― USD750,000,00

0

○ H29.4.25

Epidarex Capital Partners LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kyparissia Sirinakis Member ― ○ 7910 Woodmont

Avenue, Suite 1210,

Bethesda MD 20814

USA

301-298-5455 www.epidarex.com ― $0 USD ○ H29.2.28

Star Private Equity Fund of

Funds Asia Portfolio I GP

Company

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Commerce Corporate Services

Limited

Director ○ ○ 11 Dr. Roy’s Drive,

P.O. Box 694, Grand

Cayman KY1-1107,

Cayman Islands

1-345-949-8666 http://starasiafof.com ― USD 1000 ○ H28.9.27
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CJP II GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Chan Kai Kong Director ― ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited 28//F CITIC

Tower, 1 Tim Mei

Avenue, Central, Hong

Kong

+852 3710

6889

www.citiccapital-

ccjp.com

― US$1,000 ○ H28.8.29

PPEF Management Investors 6-II

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP,LLC,the general partner of

Pathway Capital Management,LP,the sole member

of PPEF Management Investors 6-ＩＩLLC

○ ○ 2211 Michelson

Drive,Ninth Floor

Irvine,CA 92612 USA

01(949)622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

None.

PPEF

Management

Investors 6-II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD 20,000.00 ○ H28.8.31

Goldman Sachs Investment

Partners GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michelle M. Barone Vice President ○ ○ 200 West St. NY, NY

10282 USA

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $28,351 ○ H29.8.9

PMRP I GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yon Cho Director ― ○ 444 Madison Avenue

27th Floor, New York,

New York 10022

1 (646) 308-

2100

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05401

― USD 1,928,156 ○ H29.7.25

FGO(YEN) GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David N. Brooks Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$2,542,093 ○ H29.2.20

Translink Management II, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Toshiya Otani

Jay Eum

Sung Park

Jackie Yang

Managing Director

Managing Director

Managing Director

Managing Director

― ○ 228 Hamilton Ave.,

Suite 210

Palo Alto, CA 94301,

U.S.A.

1-650-330-7353 www.translinkcapital.c

om

Investment

Business

US$689,750 ○ H28.9.28

500 Startups, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Paul McClure Managing Member ― ○ 444 Castro Street, Suite

1200

Mountain View,

California 94041 USA

+1(650)743-

4738

https://500.co ― US$294,479.00 ○ H28.12.22

GS International Infrastructure

Advisors 2008, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Laurie E. Schmidt Attorney-in-Fact on behalf of The Goldman Sachs

Group, Inc., the sole Member and Manager of GS

Fund Holdings, L.L.C.

○ ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.co

m

― $866,000 ○ H29.2.24
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Crosslink Ventures VI Holdings,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Maureen Offer Chief Administrative Officer ― ○ Two Embarcadero

Center, Suite 2200, San

Francisco, CA 94111

U.S.A.

(415) 617-1800 www.crosslinkcapital.c

om

― USD 0 ○ H29.7.27

Keytone Investment Group II,

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Joe Zhou Director ― ○ Suite1908, China

Resources Building,

No. 8 Jianguomen

North Ave, Beijing,

P.R.C.

0086-10-

85192593

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04910/

Venture

investment

USD$1,000 ○ H29.11.27

DLJ Real Estate Capital III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Carmine Fanelle Vice President ― ○ 1123 Broadway, 2nd

Floor, New York, NY

10010, U.S.A.

+1-212-901-

4928

― Providing

investment

management

services to

RECP Fund III,

L.P. and its

associated funds

$4,000

(Capital

Commitments)

○ H29.4.20

Marubeni Water Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

栗岡 武史 Director ― ○ LEVEL 54,

HOPEWELL CENTRE

183 QUEEN'S ROAD

EAST, HONG KONG

(852)2980-1628 ― ― 131,620(USD) ○ H28.9.2

IVP Fund II B (GP), Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Akio Tanaka Director ○ ○ Kelin Building 107 B,

No. 107 Dongsi Bei St.

Dongcheng District

Beijing, China

050-3692-4021 http://www.infinityven

tures.com/main_eng

― USD300.00 ○ H28.8.30

AMP Capital Investors

(Luxembourg No. 5) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 14, Rue Edward

Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 422 229

212

http://www.ampcapital

.com/Public-

disclosures-by-AMP-

Capital-IDF-GPs

― EUR 12,500 ○ H29.12.7

AMP Capital Investors

(Luxembourg No. 6) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 14, Rue Edward

Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 422 229

212

http://www.ampcapital

.com/Public-

disclosures-by-AMP-

Capital-IDF-GPs

― EUR 12,500 ○ H29.12.7

A-Fund International, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao （茶尾 克
仁）

Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

(650)-233-1400 ― ― USD $10 ○ H29.2.15

CGI GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Scott B. Bernstein Senior Vice President, General Counsel of Caxton

Associates LP, the Manager of CGI GP LLC

○ ○ 731 Alexander Road

Building 2 Princeton,

New Jersey 08540

United States

609-419-1800 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04991/

― US$0.00 ○ H29.1.30

Capital Dynamics General

Partner Sarl

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

George Georgiou Sanjeev

Jewootah

Class A-and B Manager/Member of the Board ― ○ L-1855 Luxembourg,

47,avenue John F,

Kennedy. R.C.S.

Luxembourg B 145 915

00 352-2711-

0055

http://www.capdyn.co

m/

― EUR12,500 ○ H29.11.9

Capital Dynamics General

Partners Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Simon Eaves

Ronald Janusz Heath

Director ○ ○ 50 Lothian Road

Festival Square

Edinburgh Scotland

0121 200 8800 http://www.capdyn.co

m/

― GBP215,001 ○ H29.11.9
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Draper Nexus Venture Partners,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tetsujiro Nakagaki Member ― ○ 55 East 3rd Avenue,

San Mateo, CA 94401,

U.S.A.

1-650-281-9059 http://www.drapernexu

s.com/

― US$809,352.21 ○ H28.9.29

CAPASIA ASEAN

INFRASTRUCTURE FUND

III(GENERAL PARTNER)

LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Devarshi Das Director ○ ○ 1 Temasek Avenue

#30-02 Millenia Tower

Singapore 039192

+65-6632-0480 https://www.capasia.co

m/home

― USD 0.05 ○ H29.3.28

JAIC CI Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Shigenori Ishio Director ― ○ Unit 1102, 11/F., AXA

Tower, Landmark East,

100 How Ming Street,

Kwun Tong, Hong

Kong

852-3585-2240 http://www.jaic-

vc.co.jp/CI/

― HK$6,620,000.

00

○ H29.8.23

Tata Capital General Partners

LLP

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jagannathan Niranjan Managing Director ― ○ 8 Shenton Way, AXA

Tower, #19-01,

Singapore 068811

+65 6592 2063 tatacapitalgeneralpartn

ersllp.com

― USD5,000,000 ○ H28.8.22

SoftBank Ventures Korea Corp. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Moon, Gyu Hak President ○ ○ 13th Floor, Kyobo

Tower A-Wing, 465

Gangnam-daero,

Seocho-gu, Seoul

06611, Korea

82-2-3484-9000 http://www.softbank.co.
kr/en/

― 18,000,000,000

KRW

○ H29.4.26

Mount Kellett Capital Partners

GP II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark McGoldrick Managing Member of Mount Kellett Capital LLC

Managing Member of Mount Kellett Capital

Partners GP II, LLC

○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

NY, NY. 10105 USA

1 212-798-6100 http://www.fortress.co

m

― US$1,000,000 ○ H29.7.24

Asia PEF II GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tammy Jennissen Director ― ○ PO Box 1093,

Boundary Hall, Cricket

Square, Grand Cayman

KY1-1102 Cayman

Islands

1 (345) 945-

7099

http://www.nomura-

am.co.jp/tokurei/

― USD250 ○ H29.12.19

Fortress Japan Opportunity II GP

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Constantine M. Dakolias President ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$3,333,078 ○ H29.5.11

Core Willow Lake Apartments

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$4,440,000 ○ H29.3.27

PAGIF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Indelicato Authorized Person ○ ○ c/o Portfolio Advisors,

LLC

9 Old Kings Highway

South, Darien,

Connecticut 06820

USA

+1 203-662-

3031

http://www.portfolioad

visorsllc.com/

― US$1.00 ○ H28.10.24

Heitman America Real Estate

Trust, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Blaise P. Keane Executive Vice President & Manager ○ ○ 191 North Wacker

Drive Suite 2500

Chicago, Illinois 60606

USA

1-312-855-5700 http://www.heitman.co

m/about/?lang=ja

― USD100 ○ H29.4.25
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Golden Asia Fund Ventures Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yi-Chih Tai Director ○ ○ c/o Industrial

Technology Investment

Corporation

6F., No. 106, Sec.2,

Heping East Road,

Taipei City 10622

Taiwan (R.O.C.)

+886-2-2737-

7397

https://www.mucap.co.

jp/feature/fund/nittai/

― US$550,000- ○ H29.12.18

TC Group VI, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David M. Rubenstein Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0.00 ○ H28.10.12

GO Investment Partners LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr Steve Brown Designated LLP member ○ ○ 12th Floor Broadgate

Tower 20 Primrose

Street London EC2A

2EW, UK

44 - 20 - 7614 -

4750

http://goinvestmentpart

ners.com/

Investment

management for

overseas markets

Marketing of

investment

limited

partnerships

outside of Japan

GBP 1,100,000 ○ H28.11.16

PPEF Management Investors 8-II

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP, LLC, the general partner of

Pathway Capital Management, LP, the sole

member of PPEF Management Investors 8-II LLC

○ ○ 2211 Michelson Drive,

Ninth Floor Irvine, CA

92612 USA

01(949)622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

PPEF

Management

Investors 8-II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD 10,000.00 ○ H28.8.31

Terra Firma Investments (GP) 6

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Iain Stokes Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St

Martin's, Guernsey,

GY4 6RT

＋44 (0) 1481

231100

www.terrafirma.com ― GBP 10,000 ○ H29.7.12

500 Startups ＩＩ, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Paul McClure Managing Member ― ○ 444 Castro Street, Suite

1200

Mountain View,

California 94041 USA

+1-650-743-

4738

https://500.co ― US$444,667.00 ○ H28.12.22
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BNRI Eng GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gavin Chapman Director of North Colonnade Investments Limited,

managing member of BNRI Eng GP LLP,

Managing Director

― ○ 1 Churchill Place,

London E14 5HP,

United Kingdom

+44 203 134

8120

― Acting as general

partner for the

fund reported in

this notice and

other similar

funds.

Management

activities for the

fund reported in

this notice are

carried out by

Barclays Bank

PLC pursuant to

a management

agreement with

the fund reported

in this notice.

GBP 0 ○ H28.11.25

Core Wyandotte Apartments LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$6,850,000 ○ H29.3.27

TC Group VI-F, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David M. Rubenstein Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0.00 ○ H28.10.12

Globis Fund IV (GP) Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michelle Cullen Director ― ○ c/o FOCUS

Administration Limited

Office: 45 Market

Street, Suite 3120,

Gardenia Court,

Camana Bay, George

Town, Grand Cayman

Cayman Islands

+1-345-943-

6200

― ― US$50,000.00 ○ H29.12.5

PACSF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Indelicato Authorized Person ○ ○ 9 Old Kings Highway

South, Darien,

Connecticut 06820

USA

+1 203-662-

3031

http://www.portfolioad

visorsllc.com/

― US$1.00 ○ H28.10.24

SBI & TH (Beijing) Venture

Capital Management Co., Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

宮崎 誠 取締役 ― ○ 北京市朝陽区建国路
79号華貿中心2号楼21

層2101室

+86-10-8588-

8786

― ― USD

5,600,000.00

○ H29.8.24

Cayman Capital Management II-

S, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ― ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023,

U.S.A.

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― USD 1.00 ○ H28.10.27
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Core Garden View Apartments

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$8,540,000 ○ H29.3.27

IFC Asset Management

Company, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ruth E. Horowitz Chief Operating Officer and Corporate Secretary ○ ○ 2121 Pennsylvania

Avenue, NW,

Washington DC, 20433

the United States of

America

+202 473 1373 http://www.ifcamc.org/ fund

management

US$ 2 million ○ H29.11.6

Core NCC Student Housing LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$12,085,249 ○ H29.3.27

Guard Control PMD GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Laurie E. Schmidt Attorney-in-Fact on behalf of The Goldman Sachs

Group, Inc., the sole Member and Manager of GS

Fund Holdings, L.L.C.

○ ○ 200 West Street New

York, New York 10282

USA

212-902-0472 www.goldmansachs.co

m

― $10,000 ○ H29.2.24

Delta Partners Growth Fund II

GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Dominic Taylorson Halfpenny Director ― ○ Emirates Financial

Towers, North Tower,

Level 21, Office 2103,

Dubai International

Financial Centre,

Dubai, United Arab

Emirates

＋971 4 369-

2999

http://www.deltapartne

rsgroup.com/

― USD 1.00 ○ H29.2.15

Tigris Infrastructure Partners Pte.

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel Yul Sinn Yeung Director ― ○ 76 Circular Road #03-

01, Singapore 049430

65-6816-2726 http://www.odysseycap

ital.com.sg/tigris.html

― S$ 300k ○ H29.10.11

Carlyle Japan III Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Director ― ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― 50,000USD ○ H28.8.31

上海思佰益儀電股権投資管理
有限公司

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

宮崎 誠 取締役 ― ○ 上海市田林路200号華

金天地B－602室

+86-21-

68776830

― ― USD

2,000,000.00

○ H28.8.23

Mizuho ASEAN Investment GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kota Igarashi Director ― ○ 168 Robinson Road,

#22-02, Capital Tower,

Singapore 068912

+65 6500 0000 http://www.mizuho-

ap.com

― USD369.49 ○ H29.9.25

Bridge Street Opportunity

Advisors, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ○ ○ 200 West St. NY, NY

10282 USA

212-902-0472 www.goldmansachs.co

m

― $5,001,776.13 ○ H30.1.22

MBD Advisors, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ○ ○ 200 West St. NY, NY

10282 USA

212-902-0472 www.goldmansachs.co

m

― $1,069,800 ○ H29.2.24



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

MetLife Alternatives GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Eｌvin Lopez Director of MetLife Investment Advisors, LLC,

which is the managing member of MetLife

Alternatives GP, LLC

○ ○ c/o MetLife Investment

Advisors, LLC

One MetLife Way,

Whippany, New Jersey

07981 U.S.A.

1-973-355-4000 ― ― US$50,005.00 ○ H29.12.11

Lombard Asia IV GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Thomas Smith Managing Director & Manager ― ○ c/o Lombard

Investments, Inc.

One Embarcadero

Center, Ste. 320 San

Francisco, California

94111 United States of

America

1-415-397-5900 www.lombardinvestme

nts.com

― US$1,060,418*

(Lombard Asia

IV GP, LLC)

○ H29.3.13

Core Camelot Apartments LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$7,320,000 ○ H29.3.27

Straits Global Opportunities

Fund Holdings Company Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Lin Hsu Tun-Son Director of the Company mentioned above ○ ○ 7F No. 245, Sec 1,

Tunhwa S, Rd., Taipei

106, Taiwan

+886 2 2752-

0886

http://www.we-

partners.com/complian

ce.htm

Management

Consultant

US$1

(Issued capital)

○ H29.12.8

Atomico Advisors III, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nicole Ramroop Director ― ○ c/o Trident Trust

Company (Cayman)

Limited, One Capital

Place, P.O. Box 847,

Grand Cayman, KY1-

1103, Cayman Islands

1-345-945-7258 http://www.atomico.co

m/

― USD$1 ○ H28.11.21

AMP Capital Investors (IDF II

GP) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 14, Rue Edward

Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 422 229

212

http://www.ampcapital

.com/Public-

disclosures-by-AMP-

Capital-IDF-GPs

― EUR 12,500 ○ H29.12.7

Quest Venture Partners GP Fund

II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Andrew Satoru Ogawa Managing Partner ○ ○ 540 Cowper St., Suite

201, Palo Alto, CA

94301, U.S.A.

+1 650 248

0979

http://www.questvp.co
m/team/regulatory/

― $2,500 ○ H29.4.21

Mount Kellett Capital Partners

GP III LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark McGoldrick Managing Member of Mount Kellett Capital LLC

Managing Member of Mount Kellett Capital

Partners GP lll LLC

○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

NY, NY. 10105 USA

1-212-798-6100 http://www.fortress.co

m

― $0 ○ H29.7.24

Core Caleb's Crossing LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$3,260,000 ○ H29.3.27

LaSalle Asia Opportunity IV GP

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Paul J. Donovan

Jeremy Paul Snoad

Director ― ○ 9 Raffles Place, #37-01

Republic Plaza,

Singapore 048619

+65 6494 3500 http://asa-

epn.jp/di/0003/n37i/

― US$1.00 ○ H28.8.24

LaSalle Japan Logistics III GP

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Paul J. Donovan

Jeremy Paul Snoad

Director ― ○ 9 Raffles Place, #37-01

Republic Plaza,

Singapore 048619

+65 6494 3500 http://asa-

epn.jp/di/0004/78sk/

― US$1.00 ○ H28.8.24
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Novus Tamweel Aviation

Finance GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Hani Kuzbari Director ○ ○ c/o Novus Aviation

Capital LLC, Liberty

House, Office 502

DIFC Dubai UAE

＋ 971 4 388

0686

www.Tamweelaviation

.com

― USD50,000 ○ H28.10.24

Fortress Japan Income Fund GP

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Constantine M. Dakolias President ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$0.00 ○ H29.2.20

AEI Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Ichiro Kawada Director ― ○ 6 Battery Road, #24-01

Singapore 049909

+65-6327-1554 http://www.idi-

infra.com/aeicayman/

Fund

Management

USD 1,000 ○ H29.11.20

Core North Pointe Apartments

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$9,800,000 ○ H29.3.27

OA GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michelle M. Barone Authorized Signatory ○ ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $12,979 ○ H29.7.26

TransLink Management III,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Toshiya Otani

Jae Hoon (Jay) Eum

Sung Bin Park

Jackie Yang

Managing Director

Managing Director

Managing Director

Managing Director

― ○ 228 Hamilton Ave.,

Suite 210

Palo Alto, CA 94301,

U.S.A.

1-650-330-7353 www.translinkcapital.c

om

Investment

Business

US$650,764 ○ H28.9.28

Setouchi Ship Holdings S.A. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yenny Wati Director of Merlion Administrators Inc., President

of Setouchi Ship Holdings S.A

― ○ 53rd E Street,

Urbanizacion Marbella,

MMG Towet, 16th

floor, Panama City,

Panama

65 6717 6323 http://setouchishiphold

ingssa.com/index.html

― USD 2 ○ H30.1.4

DCM International VII, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao （茶尾克仁） Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

(650)-233-1400 ― ― USD $10 ○ H29.2.15

AGT Capital Management Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ataru Onuma Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singapore

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD 1.00 ○ H29.1.16

Core Windsor Apartments LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$11,680,000 ○ H29.3.27

Myanmar Restoration Advisors

Co.，Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

房広治 Director ― ○ 149 Woodstock Road,

Oxford, OX2 7NA,

United Kingdom

+44 79321 -

82248

http://kojifusa.jp ― US$1 ○ H28.8.24

WiL Management I Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gen Isayama Director ― ○ 102 University Ave.,

Suite 1A, Palo Alto,

CA 94301, U.S.A.

(US)1-650-329-

0300

www.wilab.com ― US$1.00 ○ H28.6.30
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EMP Partners II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robert Brownell Managing Member ○ ○ 205 South Drive, Suite

B Mountain View,

California 94040

(650) 851-0091 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05014/

― $0 ○ H29.1.13

ICCP Venture Partners VI, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William M. Valtos, Jr. Senior Managing Director ○ ○ c/o ICCP Venture

Partners, Inc., 535

Middlefield Road, Suite

280 Menlo Park,

California 94025,

United States of

America

+1-650-323-

2800

― ― USD350,000.00 ○ H29.2.20

500 Startups III, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)
David Paul McClure Managing Member

― ○ 444 Castro Street, Suite

1200

Mountain View,

California 94041 USA

+1(650)743-

4738

https://500.co ― USD

$857,878.79

○ H28.12.22

Cable. vn Management Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ataru Onuma Director ― ○ 8 Temsek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singapore

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com/p

ublic-disclosure/japan/
― USD1.00 ○ H29.1.16

SunBridge Partners JJV GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Paul Reilly Grim Director ― ○ 3659 Green Road Suite

100

Beachwood, OH 44122

USA

＋1-704

-443-8369

― ― $678962.66 ○ H28.12.6

AIGF Management Company

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Masahiko Kato Director ○ ○ AIGF Advisors Pte.

Ltd.

50 Raffles Place #27-

02

Singapore Land Tower

Singapore 048623

+65-3157-2106 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04950/

― USD 70,000.00 ○ H28.9.28

Visionnaire Ventures GP I, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Susan Choe Director ○ ○ 500 Third Street, Suite

240, San Francisco, CA

94107, USA

+1-415-813-

5506

http://visionnaireventur

es.com/

― US$1,050 ○ H28.11.4

Fenox Venture Management III,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Md Anis Uzzaman Manager ○ ○ 1641 North 1st Street,

Suite 110, San Jose,

California 95112, USA

1-408-645-5532 www.fenoxvc.com ― 1% of

committed

capital in Fenox

Venture

Company

III,L.P.

○ H29.9.12

Resolute Fund Partners III, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John W. Jordan II

A. Richard Caputo, Jr.

Jonathan F. Boucher

Adam E. Max

Chairman and Founding Partner

Managing Partner

Managing Partner

Managing Partner

― ○ c/o The Jordan

Company, L.P., 399

Park Avenue, 30th

Floor, New York, New

York 10022, USA

+1 (212) 572-

0800

http://www.thejordanc

ompany.com/

― $0 (As the

Company is a

limited

Partnership, it

has no amount

equivalent to

the amount of

capital or total

amount of

contribution

under Japanese

law.)

○ H29.6.21
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Sozo Ventures (Cayman) GP I,

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Koichiro Nakamura Director ― ○ 855 El Camino Real,

Suite 12, Palo Alto, CA

94301 (USA)

1-650-561-7450 http://sozo.ventures ― US$0.02 ○ H28.12.20

Remiges Biopharma Fund GP,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Walter Olesiak Chief Operating Officer ○ ○ One Broadway, 14th

Floor, Cambridge, MA

02142

+1 (617) 401-

2136

www.remigesventures.

com

― US$0.29 ○ H29.4.26

Asia Growth Management VIII

Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ataru Onuma Director ― ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singapore

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD1.00 ○ H29.1.16

GOLDEN PILLAR VENTURES

LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Seiki Takahashi Director ― ○ 1 Irving Place, #09-12,

The

Commerze@Irving,

Singapore 369546

+65 62385671 ― ― USD1.00 ○ H29.10.5

UCGP IV, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Scott Lennon Director ― ○ Intertrust Corporate

Services (Cayman)

Limited, 190 Elgin

Avenue, George Town,

Grand Cayman KY1-

9005, Cayman Islands

+1 345 749

1919

https://www.unisoncap

.com/index.html

― USD5,000.01 ○ H28.10.6

Core Lighthouse Apartments

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$14,960,000 ○ H29.3.27

Scrum Ventures GP II L.L.C ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Takuya Miyata Director ― ○ 717 Market St. #100,

San Francisco CA

94103, U.S.A.

415-722-9424 http://scrum.vc/ ― $0 ○ H28.9.8

MREP-SCIF, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Felipe Dorregaray Authorized Signatory and Officer ― ○ c/o Felipe Dorregaray,

Managing Director,

Metropolitan Real

Estate Equity

Management, LLC

299 Park Avenue, 35th

Floor

New York, New York

10171

United States of

America

+1(212)812-

4923

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$21,199.93 ○ H28.12.19

Unison Capital Korea Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Soomin Kim Representative Director ― ○ 12F (Hyosung

Building, Banpo-dong)

235 Banpo-daero,

Seocho-gu, Seoul,

Korea

+82-2-3011-

7000

https://www.unisoncap

.com/index.html

― KRW940,000,0

00

○ H28.10.20

Carmel 4 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Carmel V.C. 4 Ltd.

Ronen Nir

Yitzhak Avidor

Sole director of Carmel 4 Ltd.

Autorized persons of Carmel V.C. 4 Ltd., sole

director of Carmel 4 Ltd.

― ○ 12 Abba Eban Avenue

Hezeliya 4672530,

Israel

+ 972-9-

9720400

http://www.viola-

group.com/carmelvent

ures

― US$1.00 ○ H28.10.25
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En Capital Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kimihiro Fukuyama Director ― ○ 4th Floor, Harbour

Place, 103 South

Church Street, George

Town, P. O. Box

10240, Grand Cayman,

KY1-1002, Cayman

Islands

+1 345 815

2922

http://www.mercuria.jp/
contact/

― USD 50,000 ○ H29.6.26

Infinity e.ventures Asia III (GP),

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Akio Tanaka Director ○ ○ Kelin Building 107 B,

No. 107 Dongsi Bei St.

Dongcheng District

Beijing, China

050-3692-4021 http://www.infinityven

tures.com/main_eng

― US$1,000.00 ○ H28.8.30

ZenShin Core Technology Fund

Management, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Takeshi Mori Director ○ ○ 535 Middlefield Road

Ste 280, Menlo Park,

CA, USA

1-650-275-2465 http://www.goaheadvc.c
om

― One dollar

($1.00)

○ H29.3.1

Asia Climate Partners General

Partner Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yuichi Nishigori Director ○ ○ c/o Asia Climate

Partners Hong Kong

Limited, Room 2701-

2703, 27/F Man Yee

Building, 68 Des

Voeux Road

Central,Central Hong

Kong

+852-3965-

2800

http://www.asiaclimate

partners.com/index.ph

p

― US$3,005.00 ○ H28.12.5

CASCOF, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Venu Rathi Principal ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$100.00 ○ H28.11.4

Draper Nexus Venture Partners

II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tetsujiro Nakagaki Member ― ○ 55 East 3rd Avenue,

San Mateo, CA 94401,

U.S.A.

1-650-281-9059 http://www.drapernexu

s.com/

― US$1,050,004 ○ H30.1.24

Core Woodshire Apartments LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$9,020,000 ○ H29.3.27

LCP 2 Commitment GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

June C.W. Lam Director ○ ○ c/o The Longreach

Group Limited Suite

1902 Dina House

Ruttonjee Centre,11

Duddell Street Central,

Hong Kong

852-3175-1700 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05000/

― US$1.00 ○ H28.12.12

Fortress Japan Opportunity III GP

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Constantine M. Dakolias President ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$800,000 ○ H29.5.11
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MGM Innova Capital, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. Maria Pia Iannariello President and Chief Operating Officer ○ ○ One Biscayne Tower,

26th Floor, 2 S.

Biscayne Blvd., Suite

2610, Miami, Florida

33131, USA

+1.786.975.218

8 x 105

http://www.mgminnov

acap.com/

― USD 67,317 ○ H29.2.27

TC Group CEMOF II, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Chairman of Carlyle Holdings I L.P., which is the

sole member of TC Group, L.L.C., which is the

general partner of TC Group Sub L.P., which is the

managing member of TC Group CEMOF II, L.L.C.

○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$100.00 ○ H28.8.31

CGH, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$100.00 ○ H28.10.31

CMH General Partner, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Kwok Tak Wang Director ― ○ c/o CMH Capital Co.,

Limited Suites 1604-

09, Three Pacific Place,

1 Queen's Road East,

Hong Kong

+852 2542

5948

― ― USD10,000 ○ H29.5.1

AACP IV Ex-Japan Investors GP,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William D. LaFayette Managing Director ○ ○ c/o Asia Altematives

Management LLC

Attn: William D.

LaFayette 1720

Orchard Lane, Walnut

Creek, CA 94595,

U.S.A.

1 (415) 723

8102

― ― USD 14,303 ○ H28.11.4

NB-Athyrium Opportunities

Fund II GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Neira

Kindal Kreamer

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0.00 ○ H28.12.13

FIL Capital Management Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Neal Turchiaro Director ○ ○ Pembroke Hall

Crow Lane

Hamilton HM 19

Bermuda

441 295 0665 https://eightroads.com/

en/terms

― US$25,000 ○ H29.10.19

MEDCAP I GP LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ataru Onuma Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singaproe

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD1.00 ○ H28.12.27
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A-Fund International II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao (茶尾克仁） Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

(650)-233-1400 ― ― USD $10 ○ H29.2.15

MSREF VIII GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Klopp

Sara Davis

Peter Harned

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

1-212-761-4000 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04968/

― US$16,972,163.

54

○ H29.3.27

Auda Capital GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)
Tim Avery

Ralph Broedel

Manager

Manager

○ ○ Airport Center

Luxembourg 5 rue

Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

Grand Duchy of

Luxembourg

+352 26 34 56-

1

www.hqcapital.com ― EUR 12,500.00 ○ H28.11.24

FGO (Yen) II GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David N. Brooks Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$3,825,000 ○ H29.3.1

FRO Fund II GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David N. Brooks Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortrees.co
m

― US$100.00 ○ H29.5.15

Morado Venture Management II,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Ashvinkumar P. Patel Managing Director ― ○ Morado Venture

Management II, LLC

455B Portage Avenue

Palo Alto, California

94306 U.S.A.

1-650-763-3380 http://www.moradoven

tures.com/

― $2,000,000

USD

○ H28.11.29

GoldPoint Partners Mezzanine

IV GenPar GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robert M. Barrack Chief Operating Officer ― ○ 51 Madison Avenue,

Suite 1600 New York,

NY 10010, USA

212-576-6500 http://www.goldpointp

artners.com/

― US$100.00 ○ H29.5.11

AMP Capital Investors (GIF GP)

S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 14, Rue Edward

Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 422 229

212

http://www.ampcapital

.com/public-

disclosures-by-amp-

capital-gif-gps

― EUR 12,500 ○ H29.12.7

Axium NA IV Partner Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Stephane Mailhot Treasurer and Director ○ ○ 2020, boul. Robert-

Bourassa Bureau 2500

Montreal, Quebec,

Canada H3A 2A5

01-514-954-

3772

http://www.axiuminfra

.com/fr/

None.

Axium NA IV

Partner Inc. will

engage in any

lawful activity

for which a

corporation

formed under the

laws of Canada

and registered as

a foreign

company in the

Cayman Islands.

USD $1.00 ○ H28.10.5
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Green Visor Capital II GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Simon Yoo Managing Partner ○ ○ 88 Kearny Street, Suite

850 San Francisco, CA

94108

1-650-489-6697 http://www.greenvisor

capital.com/investors

― $0USD ○ H29.11.29

Kibou Corporation ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Bree Director ― ○ Maples Corporate

Service Limited

PO Box 309, Ugland

House Grand Cayman

KY1-1104, Cayman

Islands

+345-949-2777 http://www.kibou-

corp.com/

― $10,000 ○ H28.10.26

CAP IV, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Managing Director ― ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$38,652,009.

00

○ H28.8.31

Geodesic Capital GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John V. Roos Director ○ ○ 950 Tower Lane, Suite

1100 Foster City, CA

94404

1-650-781-0400 http://geodesiccap.com

/en/#contact-us

― US$25,252.54 ○ H30.1.29

SYNERGY VENTURES

ADVISORS III, L.L.C

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robert Okun Managing Member ○ ○ 545 Middlefield Road,

Suite 205, Menlo Park,

CA 94025, U.S.A.

650-322-3475 www.synergyventures.

net

― $0.00 ○ H28.10.14

Monk's Hill Ventures GP, Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kuo-Yi LIM Director of Monk's Hill Ventures GP, Ltd ○ ○ 32 Pekin Street #04-01

Far East Square

Singapore 048762

65 91113369 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04924/

― USD 5.00 ○ H28.10.6

Clarion Partners LPF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nathaniel Kiernan General Counsel and CCO of Clarion Partners,

LLC

○ ○ c/o Clarion Partners,

LLC, 230 Park Avenue,

Floor 12, New York,

New York 10169,

United States

+1(212)883-

2500

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05157/

― zero

USD($0.00)

○ H29.7.6

Realty Associates Fund XI, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

TA Realty LLC

(Thomas Landry, Managing

Partner and Member)

sole manager ○ ○ 28 State Street, 10th

Floor, Boston,

Massachusetts 02109,

U.S.A.

1-617-476-2700 www.tarealty.com ― US $1,533,750 ○ H30.1.25

Asia Capital Partners, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023

USA

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2016/

10/spb.pdf

― USD 1 ○ H28.10.27

Equistone General Partner V LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christiian Marriott Director of Equistone GP V Limited, the managing

member of the Applicant

― ○ One New Ludgate, 60

Ludgate Hill, London,

EC4M 7AW, United

Kingdom

+44 (0) 20 7653

5300

www.equistonepe.com ― EUR 20 ○ H29.2.13
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Global Infrastructure

Opportunities Fund 2015 GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ Ground Floor

Liberation House

Castle Street St. Helier

Jersey JE2 3AT

+44 1534

822500

https://www.moorema

nagement.com/article-

63-exemptions/

― EUR 100.00 ○ H28.11.30

Vertex Management (IV) Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Ran Gartenberg Director and CFO ― ○ 1 H'ashikma St. Savyon

56530, Israel.

+972-3-737-

8888

http://www.vertexvent

ures.co.il

― USD32 ○ H28.11.25

SHV Management Services, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin Lalande Managing Member ○ ○ 300 West 6th Street,

Suite 2300 Austin, TX

78701 USA

1-512-721-1200 http://www.koukoku-

web.jp/c/s04988/

― US $840,000.00 ○ H29.1.20

Innovation Global Capital

Partners, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

京極 康信 Director ○ ○ 555 California Street,

Suite 4925, San

Francisco, CA 94104,

U.S.A.

+1-415-926-

2030

http://innovationglobal

.com/

― 10,000米ドル ○ H29.4.12

Strait Capital Partners ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Strait Capital Equity Limited

Director: Lu, I-Yen

Director ○ ○ 3F, No. 76, Sec.2

Dunhua S. Road, Taipei

10683 Taiwan

+886-2-2755-

3328

http://www.strait-

capital.com

― USD 50,000 ○ H28.7.4

KLS Diversified Fund (Asia) GP

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael Zarrilli Chief Operating Officer & Partner ○ ○ c/o KLS Diversified

Asset Management LP

452 Fifth Avenue, 22nd

Floor New York NY

10018 United States of

America

212-905-0800 https://www.klsdiversi

fied.com

― US $1.00 ○ H29.12.14

StepStone REP III (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jason Ment Partner, General Counsel and Chief Compliance

Officer of StepStone Group Real Estate Holdings

LLC, the general partner of StepStone Group Real

Estate LP, member of StepStone REP III (GP) LLC

○ ○ 4275 Executive Square,

Suite 500, La Jolla, CA

92037 USA

+1.858.558.970

0

www.stepstoneglobal.c

om

― USD 0 ○ H29.5.9

NS Private Equity GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Randy Stilman Chief Financial Officer ― ○ One Presidential

Boulevard, Fourth

Floor, Bala Cynwyd,

Pennsylvania 19004

U.S.A.

+1 610 934

2222

hllegal@hamiltonlane.

com

― An amount up

to one percent

(1%) of the total

aggregate

commitments of

the limited

partners of the

partnership.

○ H29.9.20

ACA Partners Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kim Jung Kyu Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singapore

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com/p

ublic-disclosure/japan/
― SGD

22,382,367.00

○ H29.1.16

BEENEXT GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Hironori Maeda Director ○ ○ 1 George Street, #10-

01, Singapore 049145

(65) 8808-1138 http://www.beenext.co

m/

― 0. 001米ドル ○ H29.11.17
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Crestline Specialty Lending (GP),

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jason Fitzgerald Director ○ ○ dms House

20 Genesis Close

George Town

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

1 345 949 2777 http://www.jpnclslregdis
.com/

― $0.01 ○ H29.2.1

DCI Vietnam Capital

Management Co. Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

水越 一吉
笹澤 徹

Director

Director

― ○ C/o Maples Corporate

Services Limited

PO Box 309, Ugland

House

Grand Cayman, KY1-

1104, Cayman Islands

＋１－３４５－９
４９－８０６６

http://www.daiwa-

inv.co.jp/business/vc_

overseas/

― USD1.00 ○ H28.8.23

Jamestown Properties Corp. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Matt Bronfman CEO ○ ○ 675 Ponce de Leon

Ave., NE, 7th Floor,

Atlanta, GA 30308,

USA

+1-770-805-

1000

http://www.jamestown

lp.com

Jamestown Properties

Corp. is the general

partner of Jamestown,

L.P., which in turn

sponsor and acts as

general partner and

manager of real estate

funds, including

timber funds, and

provides asset

management, property

management, real

property design, real

property leasing, and

fund administrative

services to those funds

and to the properties

owned by those funds.

In addition,

Jamestown, L.P.

provides creative and

marketing services to

the properties in order

to increase leasing and

traffic to the

properties.

$0 ○ H28.8.30

Core Towson Crossing

Apartments LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$11,020,000 ○ H29.3.27

IFM Global Infrastructure (US)

GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Julio Garcia Manager / Director ― ○ 114 West 47th Street

26th Floor, New York

NY10036 USA

212-575-1055 https://www.ifminvest

ors.com/japan/

― USD1.00 ○ H29.12.4

JCF Associates IV Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

J. Christopher Flowers Sole Director ○ ○ c/o J.C. Flowers & Co.

LLC 767 Fifth Ave.,

23rd Floor New York,

NY 10153, USA

+1-212-404-

6800

http://www.jcfco.com/t

erms-of-use-

disclaimers/

― $22,000 ○ H29.3.22

GCM CFIG Fund Partners IV,

L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Burke J. Montgomery Vice President & Secretary of CFIG Holdings,

LLC, which is the General Partner of GCM CFIG

Fund Partners IV, L.P.

○ ○ c/o GCM Grosvenor,

767 Fifth Avenue, 14th

Floor, New York, NY

10153 USA

1 (646) 362-

3700

― ― US$11,254,102.

95

○ H28.10.17
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Global Private Equity

Investments Fund 2015 NS &

TM GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ Ground Floor

Liberation House

Castle Street St. Helier

Jersey JE2 3AT

+44 1534

822500

https://www.moorema

nagement.com/article-

63-exemptions/

― USD 100.00 ○ H28.11.30

Morgan Stanley Private Equity

Asia III, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alan Jones

John Moon

Hsuan-Chin Chou

Director

Director

Director

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04955/

― US$1,000.00 ○ H28.8.31

Corundum Open Innovation Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Heller Director ○ ○ 11, HaMenofim Street,

3rd floor Akerstein

Towers Building B,

Herzliya Pituach,

4672562 Israel

+972-722-

500610

http://www.corundum.

bz

― 20,000米ドル ○ H28.11.30

Gulf Japan Food Fund GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Hideaki Hashizume Director ○ ○ Level 5, The Gate

Building, East Wing,

Dubai International

Financial Centre,

Dubai, U.A.E.

+971 4552

8333

www.mizuhogulf.com ― USD50,000 ○ H29.9.20

ICG Investment Fund I Cayman

GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Glenn Mitchell Director ○ ○ Maples Corporate

Services Limited, PO

Box 309 Ugland House,

Grand Cayman, Grand

Cayman Islands, KY

1104

1-345-945-7099 http://www. koukoku-

web.jp/c/s04944/

― US$1.00 ○ H29.4.21

Neoteny 3 Management, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Joichi Ito Manager ― ○ c/o Prague & Company,

P.C.

15 Walnut Street, Suite

150

Wellesley, MA 02481

United States of

America

+1 (781)

237-5555,

ext. 202

https://www.neoteny.c

om

― USD 100,000 ○ H28.9.29

BCEC Management X Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark David Rodliffe Director ○ ○ Heritage Hall Le

Marchant Street

St. Peter Port, Guernsey

GY1 4HY

44 1481

742742

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04982/

― € 265,000 ○ H30.1.25

SAIL LIMITED ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

TIMOTHY NUDING Director ○ ○ Flat 4, 36 Corfton

Road, London, W5

2HT, United Kingdom

44-208-998-

0974

http://www.mitsuilaw.

com/tokurei/index.

html

― USD1.00 ○ H29.8.2

CAGP V, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Norma R. Kuntz Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0.00 ○ H28.10.12
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Clearwater Capital GP (V), Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robert D Petty Director ○ ○ c/o Clearwater Capital

Partners LLC

One Grand Central

Place, 60 East 42nd

Street, Suite 4600, New

York

1-212-201-8544 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05005/

― US $1 ○ H28.8.31

AlpInvest Secondaries VI GP,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

AlpInvest US Holdings, LLC

(Evert Vink is the Authorized

Person of AlpInvest US Holdings,

LLC.)

Manager ○ ○ 299 Park Ave., 35th

Floor, New York, NY

10171, USA

+1(212)332-

6240

https://www.carlyle.co

m/our-

business/investment-

solutions/private-

equity-solutions

― $0 ○ H29.6.22

Carlyle Property Investors GP,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$1,300,000.0

0

○ H28.11.2

Fenox Venture Management X,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Md Anis Uzzaman Manager ○ ○ 1641 North 1st. Street,

Suite 110, San Jose,

California 95112, USA

1(408)645-5532 www.fenoxvc.com ― 1% of

committed

capital in Fenox

Venture

Company

X,L.P.

○ H29.9.12

Terra Firma Investments (Support

Capital) Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Iain Stokes Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St

Martin's, Guernsey,

GY4 6RT

+44 (0) 1481

231100

www.terrafirma.com ― GBP 10,000 ○ H29.2.8

Terra Firma Investments

(European Residential) Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Iain Stokes Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St

Martin's, Guernsey,

GY4 6RT

+44 (0) 1481

231100

www.terrafirma.com ― GBP 10,000 ○ H29.7.12

Fresco Capital Education Venture

General Partner I, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Allison Elizabeth Baum Director ― ○ 9/F, 33 Des Voeux

Road Central, Hong

Kong

(+852) 3952

7203

www.fresco.vc ― US$50,000 ○ H28.10.13

Sozo Ventures UGP II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Koichiro Nakamura Director ○ ○ 855 El Camino Real,

Suite 12, Palo Alto, CA

94301, USA

1 650 561 7456

/ 1 650 690

1968

http://sozo.ventures ― US$50,000 ○ H29.2.7

TC Group CSP IV, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Venu Rathi Principal ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$100.00 ○ H28.11.10



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

PCOF Management II LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP,LLC,the general partner of

Pathway Capital Management,LP,the sole member

of PCOF Management II LLC

○ ○ 2211 Michelson

Drive,Ninth Floor

lrvine,CA 92612 USA

01(949)622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

None

PCOF

Management II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD500.00 ○ H28.8.31

POSF Management II LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP,LLC,the general partner of

Pathway Capital Management,LP,the sole member

of POSF Management II LLC

○ ○ 2211 Michelson

Drive,Ninth Floor

lrvine,CA 92612 USA

01(949)622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

None

POSF

Management II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD500.00 ○ H28.8.31

500 Startups IV, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Paul McClure

Managing Member and President

○ ○ 444 Castro Street,

#1200, Mountain View,

CA94041, United

States of America

+1(650) 743-

4738

https://500.co ― US$100.00 ○ H28.8.31

500 Startups JP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christine Tsai President of 500 Mothership GP, L.L.C., which is

the general partner of 500 Mothership Carry, L.P.,

which is the Managing Member of 500 Startups JP,

L.L.C.

○ ○ 444 Castro Street,

#1200, Mountain View,

CA 94041, United

States of America

+1 (650) 318-

5408

https://500.co/ ― US$58,792.30 ○ H29.11.17

Private Equity Managers (2015)

Offshore Advisors

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley Vice President of the Sole Member, GSAM Gen-

Par, L.L.C.

○ ○ 200 West St. NY, NY

10282 USA

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $22 ○ H29.2.17

Apposite Healthcare II GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ford David Porter Director of Apposite Healthcare II Member

Limited, member of Apposite Healthcare II GP

LLP

○ ○ c/o Apposite Capital

LLP

Genesis House

17 Godliman Street

London EC4V 5BD

United Kingdom

+44(0)20 3475

1710

http://www.appositeca

pital.com/

― GBP1.00 ○ H29.5.18

Globis Fund V (GP) Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michelle Cullen Director ○ ○ c/o FOCUS

Administration Limited

Office: 45 Market

Street, Suite 3120,

Gardenia Court,

Camana Bay, George

Town, Grand Cayman

Cayman Islands

+1-345-943-

6200

― ― US$50,000.00 ○ H29.12.5
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CJP III GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. HUI Ching Ching Vicki Director ― ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited 28//F CITIC

Tower, 1 Tim Mei

Avenue, Central, Hong

Kong

+852 3710

6889

www.citiccapital-

ccjp.com

― JPY1,000 ○ H29.3.21

JE Capital Partners Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

野村貴紀 Director ○ ○ Flat 1239, Tower 5,

Hong Kong Parkview

88 Tai Tam

Reservoir Road, HONG

KONG

+1 345 949

8599

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04918/

― US $50,000 ○ H29.1.13

ACA Vietnam Growth

Management II Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomohiro Fujita Director ― ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02

Suntec Tower Three

Singapore 038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD 1.00 ○ H28.12.7

Aberdeen Global ex-Japan GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Julian Reddyhough

Andrew Galloway

Nicola Espie

Director

Director

Director

○ ○ PO Box 309, Ugland

House, South Church

Street, George Town,

Grand Cayman KY1-

1104, Cayman Islands

+1 345 949

8066

http://www.aberdeen-

asset.co.jp/ja/japanreta

il/asi-

capabilities/tokurei

― US$50,000 ○ H29.12.27

Mitsui & Co. Global Investment,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

今井 信哉 代表取締役社長 ○ ○ アメリカ合衆国カリフォ
ルニア州メンローパー
ク市ミドルフィールド通
535番地

+1-650-234-

5000

http://www.mitsui-

global.com/

― 2,179,184米ド
ル

○ H29.8.30

Highland SunBridge GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Dondero President ○ ○ 300 Crescent

Court,Suite 700

Dallas,Texas 75201

USA

+1 972 628

4100

www.highlandsunbrid

ge.com

― $0.00 ○ H29.3.10

Core Oakley Station LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$4,200,000 ○ H29.3.27

Core Henson Creek Apartments

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Core Real Estate Capital LLC

Managing Partner : Jeffrey A.

Coopersmith

Manager ― ○ 21 East State Street,

Suite 1800 Columbus,

Ohio 43215 USA

1-614-485-2500 www.corerecap.com ― US$11,450,000 ○ H29.3.27

Greater Pacific Capital Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Francis Crispino Director ○ ○ 4th Floor, Cayman

Corporate Centre, 27

Hospital Road, PO Box

940, George Town,

Grand Cayman KY1-

1102, Cayman Islands

+345-949-0090 www.greaterpacificcap

ital.com

― ＄100 ○ H28.8.23
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DCM International VIII, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao (茶尾克仁） Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill

Road, Suite 200 Menlo

Park, California 94025

USA

(650)-233-1400 ― ― USD $10 ○ H29.2.15

MS Alternatives Holding D Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Gernon

Paul Martin

Francis Smith

Director

Director

Director

― ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s04973/

― US$1,000 ○ H29.2.22

LVP Seed Fund II GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr Philip Bolton Director ○ ― 26 New Street, St

Helier, Jersey JE2 3RA,

Channel Islands

44 0 1534

507000

http://www.londonvp.c

om/regulatory

― USD 3.00

(USD 1.00 per

shareholder)

○ H30.1.10

Grove Ventures Capital (GP) Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Dov Moran Director ○ ○ 18 Raoul Wallenberg

St., Building C Ramat

Hachayal, Tel Aviv,

Israel 6971815

972(0)3-

5406060

http://grovevc.com/ ― 200 NIS ○ H30.1.11

Permira VI G.P. Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nigel Carey Director ○ ○ PO Box 503, Trafalgar

Court, Les Banques, St

Peter Port, Guernsey,

GY1 6DJ, Channel

Islands

＋ 44 1481 743

200

www.permira.com Permira VI G.P.

Limited is

authorised by the

Guernsey regular,

the Guernsey

Financial Services

Commission, to

carry on the

activities of

promotion,

subscription,

registration, dealing,

management,

administration,

advising and

custody in

connection with

Category 1

(Collective

Investment

Schemes) and

Category 2 (General

Securities and

Derivatives) under

section 4 of the

Protection of

Investors (Bailiwick

of Guernsey) Law,

1987, as amended.

EUR 220,000 ○ H29.4.7

PAPEF IX GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Indelicato Managing Member ○ ○ 9 Old Kings Highway

South, Darien,

Connecticut 06820

USA

+1 203-662-

3031

http://www.portfolioad

visorsllc.com/

― US$1.00 ○ H28.10.24

GREE VR Capital, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Teppei Tsutsui Manager ○ ○ c/o Greenough

Consulting Group

1350 Bayshore Hwy,

Suite 920, Burlingame,

CA 94010

+1-415-302-

1431

http://www.gvrfund.co

m/

― US$300,000 ○ H29.12.14
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Visionnaire Ventures GP II  Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Keith Nilsson Director ○ ○ 500 3rd Street, San

Francisco, CA 94107,

USA

+1-415-813-

5506

http://visionnaireventur

es.com/

― US$0 ○ H28.11.4

INEI III GP (UK) LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Charles David Ridge Director of Impax Asset Management (AIFM)

Limited, which is a member of INEI III GP (UK)

LLP.

○ ○ 7th floor, 30 Panton

Street, London SW1Y

4AJ, United Kingdom

+44 (0) 20 3912

3000

http://www.impaxam.c

om/investment-

strategies/private-

equity-infrastructure

― £100 ○ H29.12.25

NB Alternatives GP (Offshore)

Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Blake Rice

Kindal Kreamer

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0 ○ H28.8.30

NB Dyal GP Holdings LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Neira

Teale Long

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$10 ○ H28.12.13

NB Private Debt Associates II S.a

r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Neira

Teale Long

Francesco Moglia

Director

Director

Director

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0 ○ H28.12.13

Athyrium Opportunities

Associates GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Neira

Kindal Kreamer

Kimberly Marlar

Managing

Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$100 ○ H28.12.13

Marquee Brands GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Neira

Kindal Kreamer

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0 ○ H28.12.13

NB Crossroads Fund XVII GP

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Blake Rice

Kindal Kreamer

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900,

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0 ○ H28.12.13

Heitman European Residential

Investment GP

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gordon Cary Black Member of the board of managers ○ ○ 26B Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg

+352 26290927 http://www.heitman.co

m/?lang=ja

― EUR 12,500 ○ H28.11.17

BRV Lotus Growth Partners

2015, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jae HO YANG Director ○ ― Room 1009, 10/F,

Harcourt House, 39

Gloucester Road,

Wanchai, Hong Kong

+852-2623-

9618

https://www.brvcap.com
/

― 1米ドル H29.6.16
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PMOF Management II LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP, LLC, the general partner of

Pathway Capital Management, LP, the sole

member of PMOF Management II LLC

○ ○ 2211 Michelson, Ninth

Floor, Irvine, CA 92612

USA

(949) 622-1000 www.pathwaycapital.c

om

PMOF

Management II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD 5,000.00 H28.8.12

KK Investment Management

Company Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

斉藤 晃一 Director ○ ○ 1 RAFFLES PLACE

#13-01 ONE RAFFLES

PLACE SINGAPORE

(048616)

+65 97194035 http://kkfund.co/ ― US$50,000 H29.5.12

Carlyle Structured Credit GP,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Venu Rathi Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue NW, Suite 220

South, Washington

D.C. 20004, USA

+1 (202) 729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$50,000 H28.11.18

CGIOF GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

CGIOF GP, L.L.C.

Daniel A. D’Aniello

David B. Pearson

David D. King

TC Group Cayman Investment

Holdings Sub, L.P.

(Chairman of Carlyle Holdings II

L.P., which is the general partner of

TC Group Cayman Investment

Holdings, L.P., which is the general

partner of TC Group Cayman

Investment Holdings Sub, L.P. is

Daniel A. D’Aniello.)

Managing Director

Managing Director

Principal

Managing Member

○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004-2505, USA

+1 (202) 729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― CGIOF GP,

L.L.C.

US$0.00

H28.11.28

Incline A GP (Cayman) Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Takeshi Saeki Director ― ○ BBAM Singapore Pte.

Limited

80 Raffles Place, #09-

20 UOB Plaza II,

Singapore 048624

+65 6419 3690 http://inclineaviation.c

om/investors-in-japan/

― US$50,000 H29.12.8

GAIKOKUKABU MoM GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin Solomon Director ― ○ PO Box 1093

Boundary Hall, Cricket

Square

Grand Cayman KY1-

1102

Cayman Islands

1(345)945-7099 http://www.nomura-

am.co.jp/tokurei/

― US$250 H28.8.12
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Adveq Management Jersey Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Philip Bolton

Mr. Philippe Bucher

Mr. Rainer Ender

Mr. Shane Hollywood

Mr. Mark Nieuwenhuis

Director

Director

Director

Director

Director

○ ○ Floor One, Liberation

Station, Esplanade, St.

Helier, Jersey, JE2 3AS

Channel Islands

44(0) 1534 718

133

― ― US$200,000 H29.6.2

Ortus Aircraft Leasing Fund GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mamoun Kuzbari Director ○ ○ c/o Novus Aviation

Capital (Asia) Limited

Level 10, Central

Building, 1-3 Pedder

Street Central, Hong

Kong

+852-3958-

2821

https://www.ortusaviat

ion.com

― USD50,000 H30.1.25

AMP Capital Investors (IDF III

GP) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ms. Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 14, Rue Edward

Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 422 229

212

http://www.ampcapital

.com/Public-

disclosures-by-AMP-

Capital-IDF-GPs

― EUR 12,500 H29.12.7

PPEF Management Investors 9-II

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP, LLC, the general partner of

Pathway Capital Management, LP, the sole

member of PPEF Management Investors 9-II LLC

○ ○ 2211 Michelson Drive,

Ninth Floor Irvine, CA

92612 USA

01 (949) 622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

PPEF

Management

Investors 9-II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD 500.00 H28.6.30

Global Infrastructure Portfolio

GP, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin Solomon Director ○ ○ Maples Corporate

Services Limited, PO

Box 309, Ugland

House, South Church

Street, Grand Cayman,

KY1-1104, Cayman

Islands

+1(345)945-

7099

http://asa-

epn.jp/di/0002/5r2z/

― US$50,000 H28.9.28

Global Property Portfolio Fund II,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin Solomon Director ○ ○ Maples Corporate

Services Limited, PO

Box 309, Ugland

House, South Church

Street, Grand Cayman,

KY1-1104, Cayman

Islands

+1(345)945-

7099

http://asa-

epn.jp/di/0001/w84a/

― US$50,000 H28.9.28

Elephants & Ventures ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alexis Houssou President ○ ○ 59 rue Beaubourg,

75003 Paris, France

+33184174730 http://www.elephantsa

ndventures.com/

― EUR 126,832 H29.3.9
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EDIF II GP S.À R.L. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr Arnaud Dubois Board Member ○ ○ First State Investments,

Finsbury Circus House,

15 Finsbury Circus,

London EC2M 7EB

United Kingdom

+44 20 7332

6500

http://www.firststatein

vestments.com/jp/jp/in

sto/home/

― EUR 12,500 H29.12.5

J-STAR No. 3 SS GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Samon Suwannarat Director ○ ○ 54/54 Langsuan

Lumphini Pathumwan

Bangkok Thailand

10330

080-6751-7858 http://www.samoncay

mangp.com/

― USD 1.00 H29.6.13

Cross Ocean ESS Fund II GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Greg Bennett Director ― ○ Cross Ocean Partners,

11 Charles II Street,

London SW1Y 4QU,

United Kingdom

+44 207-653-

6206

http://crossoceanpartne

rs.com/

― US$ 50,000 H28.9.5

NB-Athyrium Opportunities

Fund III GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Neira

Blake Rice

Kindal Kreamer

Teale Long

Kimberly Marlar

Managing Director

Managing Director

Vice President

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0 H29.3.27

Europa Capital LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kevin D'Arcy Partner, Compliance Officer ○ ○ 15 Sloane Square,

London, SW1W 8ER,

United Kingdom

44-207-881-

6800

http://www.europacapi

tal.com/europa/en/hom

e

― GBP 350,000 H29.10.13

LaSalle Asia Opportunity V GP

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark Nadav Gabbay

Marc Patrick Montanus

Director

Director

○ ○ 9 Raffles Place, #37-01

Republic Plaza,

Singapore 048619

+65 6494 3500 http://asa-

epn.jp/di/0006/b7a4/

― US$0.01 H28.9.30

HQ Capital II GP S.a.r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)
Tim Avery

Ralph Broedel

Manager

Manager

○ ○ Airport Center

Luxembourg 5 rue

Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

Grand Duchy of

Luxembourg

+352 26 34 56-

1

www.hqcapital.com ― EUR 12,500 H28.10.3

500 Fintech, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christine Tsai Managing Member ○ ○ 444 Castro Street, Suite

1200 Mountain View,

California 94041 USA

+1 (650) 318-

5408

https://500.co/ ― US$100.00 H29.11.17

APGP Management Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomoyo Umeda Director ○ ○ #6310 The Harbour

View Place, 1 Austin

Road West, Kowloon,

Hong Kong

+852-6755-

9350

http://www.advantagep
artners.com/wp/wp-
content/uploads/2016/
10/spb.pdf

― USD 50,000 H29.4.25

CFIG (Cayman) Holdings

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Burke J. Montgomery Assistant Secretary of GCM Fiduciary Services,

LLC, Director of CFIG (Cayman) Holdings Limited

○ ○ General Motors

Building, 767 Fifth

Avenue, 14th Floor,

New York, NY 10153

USA

1 (646)-362 -

3700

― ― US $ 48,534.08 H28.10.17

CP VII ESC Advisors, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Laurie E. Schmidt Vice President ○ ○ 200 West Street New

York, New York 10282

USA

212-902-0472 www.goldmansachs.co

m

― $0 H29.6.13
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LCP3 Commitment GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

June C.W. Lam Director ○ ○ c/o The Longreach

Group Limited

Suite 1902 Dina House

Ruttonjee Centre, 11

Duddell Street, Central,

Hong Kong

+(852) 3175-

1700

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05056/

― US$1.00 H28.10.25

Longreach Management

Corporation Cayman 3 -JPY

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mark Z. Chiba Director ○ ○ c/o The Longreach

Group Limited, Suite

1902 Dina House

Ruttonjee Centre, 11

Duddell Street, Central,

Hong Kong

+(852) 3175-

1700

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05057/

― US$1 H29.10.20

Monarch Alternative Capital GP

IV LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael Weinstock Chief Executive Officer ○ ○ 535 Madison Avenue,

26th Floor, New York,

NY 10022 USA

01 - 212 -554-

1700

www.monarchlp.com ― USD100.00 H28.10.25

DIGITAL MEDIA PARTNERS

LTD

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Dmitry Levit Director ― ○ 56b Pagoda Street,

Singapore, 059215

+6566671128 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05058/

― USD553,000 H28.10.28

FJOF3 Res Coinvest GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Marc K. Furstein Chief Operating Officer ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― U.S.$0.00 H29.4.3

Emerald Partners III Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Bridle Director ○ ○ Trafalgar Court, Les

Banques

St. Peter Port,

GY1 3QL Guernsey,

Channel Islands

+44 1481 745

782

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05065/

― EUR 122'434 H28.11.14

Berkshire Multifamily Income

Realty Fund GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David J. Olney Chief Investment Officer ○ ○ One Beacon Street,

24th Floor, Boston,

Massachusetts 02108,

United States of

America

(617) 646-2300 www.berkshire-

group.com

1. Asset

management;

2. Property

management;

3. All business

activities relating

or incidental to

any of the

foregoing.

USD $28,800 H28.11.15

PEP VIII-A International Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Roman A. Bejger General Counsel, Chief Compliance Officer of

PEP VIII-A International Ltd.

○ ○ c/o Providence Equity

Partners L.L.C.

50 Kennedy Plaza, 18th

Floor Providence,

Rhode lsland 02903

USA

1 (401) 751

1700

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05016/

― USD $0.00 H28.11.15

MSREI IX GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)
Peter Harned

John Klopp

Sara Davis

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

Manager (Board of Managers)

○ ○ 1585 Broadway, New

York NY 10036,

U.S.A.

+1-212-761-

4000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05090/

― US$0 H28.11.15
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Starwood XI Management, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Allen Chief Financial Officer of the Funds of SCGG II

GP, L.L.C., as general partner of Starwood Capital

Group Global II, L.P., as sole member of Starwood

XI Management GP, L.L.C., as general partner of

Starwood XI Management, L.P.

○ ○ 1601 Washington Ave,

Suite 800, Miami

Beach, FL 33139,

U.S.A.

+1 305-695-

5500

http://starwoodcapital

.com

― US$100 H28.12.20

Brightwood Capital Fund

Managers IV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Damien Dwin

Sengal Selassie

Managing Member

Managing Member

○ ○ 810 Seventh Avenue,

26th Floor, New York,

New York 10019

(646) 957-9525 http://www.brightwoo

dlp.com/

― US$0 H29.12.12

PSF Management II LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP, LLC, the general partner of

Pathway Capital Management, LP, the sole

member of PSF Management II LLC

○ ○ 2211 Michelson Drive,

Ninth Floor Irvine, CA

92612 USA

01(949) 622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

None.

PSF

Management II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD 10.000.00 H29.1.10

Atomico Advisors IV, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nicole Ramroop Director ○ ○ c/o Maples Corporate

Services Limited, PO

Box 309, Ugland

House, Grand Cayman,

KY1-1104, Cayman

Islands

1-345-949-2777 http://www.atomico.co

m

― USD$500 H28.11.28

Quest Venture Partners GP Fund

III, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Andrew Satoru Ogawa Managing Partner ○ ○ 540 Cowper St., Suite

201, Palo Alto, CA

94301, U.S.A.

+1 650 248

0979

http://www.questvp.co
m/team/regulatory/

― $0 H29.4.21

MREP-SCIF II GP, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Felipe Dorregaray Vice President of Metropolitan Real Estate

Holdings, LLC, the general partner of MREP-SCIF

II GP, L.P.

○ ○ 299 Park Avenue, 35th

Floor, New York, NY

10171 USA

+1 212 812

4923

http://

www.carlyle.com/cont

ent/transparency-

reporting

― US$100.00 H28.11.30

Carlyle Realty VIII, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Authorized Person ○ ○ c/o Mr.Jeffrey W.

Ferguson Managing

Director and General

Counsel The Carlyle

Group 1001

Pennsylvania Avenue,

N.W., Suite 220 South,

Washington, D.C.2

0004-2505, USA

+1-202-729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0.00 H28.12.5

NSV Wolf Capital GP III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Hiroshi Menjo Managing Director ○ ○ 2108 Sand Hill Road,

Menlo Park, CA 94025,

USA

1-650-234-9630 http://nsv.com/japan/ ― $0 H29.12.15

Pangaea Ventures Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christian Erickson

Purnesh Seegopaul

Director

Director

― ○ Suite 1520, 1500 West

Georgia Street,

Vancouver, BC,

V6G 2Z6, Canada

+1.604.800.041

1

www.pangaeaventures.

com

Venture capital

fund

management

$314,935 CDN H28.12.13
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Macquarie Infrastructure Partners

IV GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Karl Kuchel Manager and Chief Executive Officer ○ ○ 125 West 55th Street,

15th Floor, New York,

NY (USA)10019

1-212-231-1822 http://www.mirafunds.

com/

― $100 USD H29.8.31

STV GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Lee Buckerfield Director ○ ○ 56B Pagoda Street,

Singapore, 059215

+6566671128 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05116/

― USD1 H28.12.20

GreenOak MC Core Plus GP,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Takashi Tsuji Director of GreenOak MC Real Estate

Management LLC, as Manager of GreenOak MC

Core Plus GP, LLC

― ○ 285 Madison Avenue,

Suite 1800, New York,

NY 10017, U.S.A.

1-212-359-7800 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05161/

― US$0 H29.7.27

HSRE Core Fund GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christopher Merrill Member and Manager ○ ○ 444 W Lake Street,

Suite 2100, Chicago,

Illinois 60606, U.S.A.

+01 (312) 920-

0500

https://www.harrisonst.

com/public-

disclosures-harrison-

street-real-estate-

capital-llc-and-

subsidiaries

― USD1,000.00 H30.1.11

500 Durians II, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christine Tsai Managing Member ○ ○ 444 Castro Street, Suite

1200, Mountain View

CA 94041, United

States of America

+1(650)318-

5408

https://500.co/ ― US$100 H29.11.17

ACA Vietnam Real Estate

Management Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomohiro Fujita Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singapore

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD1.00 H28.12.7

ACA Japan Strategic

Management Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomohiro Fujita Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02 Suntec Tower

Three Singapore

038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD1.00 H28.12.14

LaSalle Property Fund GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Garvey Director ― ○ 333 West Wacker

Drive, 23rd Floor,

Chicago, Illinois

60606, U.S.A.

312 897 4000 http://asa-

epn.jp/di/0007/h3s4/

― 0 H28.12.27

Landmark Partners XVI-GP, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tina E. St. Pierre Vice President of Landmark Equity Advisors,

L.L.C., Which is the General Partner of Landmark

Partners XVI-GP, L.P.

○ ○ 10 Mill Pond Lane,

Simsbury, Connecticut,

06070, United States

+1 (860) 651-

9760

https://www.landmark

partners.com/index.ph

p

― $100 H29.1.30

CD&R Investment Associates X,

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Theresa A. Gore Treasure, Assistant Secretary and Vice President ○ ○ c/o Clayton, Dubilier &

Rice, LLC

375 Park Avenue, New

York, New York 10152

1 (212) 407-

5200

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05098/

― $0 H29.3.24

New Mountain Guardian II GP,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Steven B. Klinsky Managing Member ○ ○ 787 7th Avenue, 49th

Floor, New York, New

York, 10019, U.S.A.

+1 (212) 720-

0300

http://newmountaincap

ital.com/

― 0 H29.1.13

GW Ventures GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yoshinari Yoshikawa Managing Director ○ ○ 566 Brannan Street,

San Francisco, CA

94107

1-650-492-1526 http://www.gw.venture

s

Venture Capital 0 H29.1.17



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

Spoke Glades Apartments, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Stewart Homler Managing Partner of Spoke Asset Management

LLC, the Manager of Spoke Series Glades Capital

Holdings, LLC, the Manager of Spoke Glades

Apartments.

○ ○ 629 N. High Street, 4th

Floor, Columbus, Ohio

USA

1-504-247-7647 http://www.spokerecap

.com/

― US$8,940,000 H30.1.9

Landmark Real Estate Fund VIII-

GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tina E. St. Pierre Vice President of Landmark Realty Advisors LLC,

which is the General Partner of Landmark Real

Estate Fund VIII-GP, L.P.

○ ○ 10 Mill Pond Lane,

Simsbury, Connecticut,

06070, United States

+1 (860) 651-

9760

https://www.landmark

partners.com/index.ph

p

― $100 H29.1.24

Heitman Core Real Estate Debt

Income Trust, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gregory S. Leadholm Executive Vice President ○ ○ 191 North Wacker

Drive, Suite 2500,

Chicago, Illinois 60606

USA.

312-855-5700 http://www.heitman.co

m/?lang=ja

― USD $1.00 H29.1.26

500 Mobile Collective, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christine Tsai President ○ ○ 444 Castro Street, Suite

1200, Mountain View

CA 94041, United

States of America

+1(650) 318-

5408

https://500.co/ ― US$52,575.76 H29.12.12

BCP Lantana GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Rivard Secretary and Vice President ○ ― 630 Fifth Avenue, Suite

2000 (20th Floor), New

York, New York

10111, U.S.A.

+1 (212) 899-

5300

www.brightstonecap.c

om

― USD0 H29.1.30

Exacta Capital Partners ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Kota Igarashi Director ○ ○ 168 Robinson Road,

#22-02, Capital Tower,

Singapore 068912

+65 6500 0000 http://www.mizuho-

ap.com

― USD 9,000.00 H30.1.25

InfraRed Infrastructure V

General Partner LLP

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christopher Gill Director of InfraRed Capital Partners (HoldCo)

Limited, as Managing Member of InfraRed

Infrastructure V General Partner LLP

○ ○ 12 Charles II Street,

London, SW1Y 4QU,

United Kingdom

44(20)7484180

0

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05216/
― 0 H29.2.7

Ross Avenue Energy Fund

Holdings, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Andrew Downs Vice President and Treasurer ○ ○ Two Prudential Plaza

180 North Stetson

Avenue, Chicago IL

60601, USA

1 312-565-6234 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05251/

― $100 H29.2.20

Triton Smaller Mid-Cap General

Partner Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Julia Chapman Non-Executive Director ○ ○ Charter Place (1st

Floor) 23/27 Seaton

Place St Helier Jersey

JE2 3QL Channel

Islands

+44 1534 709

400

http://www.triton-

partners.com/

― EUR50,000 H29.2.17

GPEIF 2017-U GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Leong Chu Yong Director ○ ○ Boundary Hall, Cricket

Square Grand Cayman

KY1-1102 Cayman

Islands

+1 345 814

5815

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05253/
― USD1000.00 H29.2.28

GSAM Gen-Par, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $3,853,239 H29.2.28

Goldman Sachs Distressed

Opportunities IV Employee

Funds GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley Vice President of the Managing Member, GSAM

Gen-Par, L.L.C.

― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $68,291 H29.2.28
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Goldman Sachs PEP Asia

Advisors, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley Vice President of the Managing Member, GSAM

Gen-Par, L.L.C.

― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $89,443 H29.2.28

Stone Street PEP Technology

2000, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $128,513 H29.2.28

Goldman Sachs VNT II

Employee Funds GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $150,038 H29.8.15

Goldman Sachs Vintage III

Employee Funds GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $5,196 H29.8.15

Goldman Sachs VNT Fund IV

Advisors LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Helen A. Crowley Vice President of the Managing Member, GSAM

Gen-Par, L.L.C.

― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-357-1678 www.goldmansachs.co

m

― $84,801 H29.8.15

CIM Infrastructure II GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Vice President ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.co

m/
― $0 H29.8.16

CIP 2011 Partners Offshore

Advisors, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $10,350 H29.3.1

CIP 2011 Partners Advisors,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $20,500 H29.3.1

Goldman Sachs Real Estate

Advisors, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $3,689,141 H29.3.1

GS Capital Partners VI Employee

Funds GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $35,500 H29.3.1

GS Mezzanine Partners V

Employee Funds GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $26,400 H29.3.1

MBD 2011 Offshore Advisors,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $24,796.40 H29.3.1

Stone Street 1998 Realty, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $576,850 H29.3.1
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Stone Street 1999 Realty, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $340,450 H29.3.1

Whitehall Street Employee Funds

2007 GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Wei Yan Vice President ― ○ 200 West Street New

York, New York 10282

United States of

America

212-902-0472 www.goldmansachs.com ― $10,000 H29.3.1

TransLink Management IV,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Toshiya Otani

Jackie Yang

Jae Hoon ("Jay") Eum

Sung Bin Park

Eric Luju Hsia

Managing Member

Managing Member

Managing Member

Managing Member

Managing Member

○ ○ 228 Hamilton Ave.,

Suite 210, Palo Alto,

CA 94301, U.S.A.

1-650-330-7353 www.translinkcapital.c

om

― $101,515 H29.11.16

Fund VIII Managers, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

M. Kevin Bryant Vice President and Secretary ○ ○ c/o Crow Holdings

Capital Partners, L.L.C.

3819 Maple Avenue,

Dallas, Texas, 75219,

United States

1 214 661 8110 http://koukoku-

web.jp/c/s05254/

― USD 1,000 H29.3.17

PCIF III (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Indelicato Managing Member ○ ― 9 Old Kings Highway

South, Darien,

Connecticut 06820

USA

+1 203-662-

3031

http://www.portfolioadvi

sorsllc.com/
― US$1.00 H29.3.21

New Mountain Investments V,

L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Steven B. Klinsky Managing Member ○ ○ 787 7th Avenue, 49th

Floor, New York, New

York, 10019, U.S.A.

+1 (212)720-

0300

http://newmountaincapita

l.com/
― 0 H29.9.5

LIT GP Sub, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nathaniel Kiernan Authorized Signatory of Lion Industrial Trust,

member of LIT GP Sub, LLC

○ ○ c/o Clarion Partners,

LLC

230 Park Avenue, Floor

12 New York, New

York 10169 United

States

+1 (212) 883

2500

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05287/

― zeroUSD

($0.00)

H29.3.23

TAR CPF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Thomas Landry Managing Partner and Member of the Board of TA

Realty LLC, the sole member of TAR CPF GP,

LLC

○ ○ 28 State Street, 10th

Floor, Boston,

Massachusetts 02109,

U.S.A.

1-617-476-2700 www.tarealty.com ― USD $0 H29.3.28

Apax Digital GP Co. Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katriona Ann Maria Le Noury Executive Director ○ ○ Third Floor, Royal

Bank Place, 1 Glategny

Esplanade, St Peter

Port, Guernsey GY1

2HJ

+44 (0) 1481

810 018

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05296/

― US $15,000 H29.3.27

LSV Associates II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael A. Carusi Managing Director ○ ○ c/o LSV Capital

Management, LLC

500 Boylston Street,

Suite 1380 Boston,

MA. USA 02116

+1.617.933.377

0

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05293

― U.S. $400 H29.3.27



氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

ホームページアドレス

他に行っている
事業の種類

資本金の額又
は出資の総額

（円）

金融商品
取引業者

平成27年
金商法

改正以前
の届出者

直近の
届出日

行政処分等の状況

プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況

【届出者一覧】

代表者 業務の種別 主たる営業所又は事務所

届出者の商号、名称又は氏名 法人番号

管轄
財務局等

(List of Notifiers)

(Information of Notifiers of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc.)

（Name of Notifier） （JCN）
（Jurisdiction of
the Financial
Bureau）

（Representative）

（Name of
Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private
placement）

（Invest-
ment
manage-
ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）
（URL of website）

（Type of other
business conducted）

（Amount of
capital or total
contribution）

（Notifier before
Revised FIEA
of 2015）

（Most Recent
Notification Date）（Financial

Instruments
Business
Operators）

（Situation of Administrative
Dispositions, etc. ）

CCP III GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Chan Kai Kong Director ○ ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited

28//F CITIC Tower, 1

Tim Mei Avenue,

Central, Hong Kong

+852 3710

6889

http://citiccapital-

ccjp.com/

― US$1.00 H29.4.5

CCP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Chan Kai Kong Director ○ ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited

28//F CITIC Tower, 1

Tim Mei Avenue,

Central, Hong Kong

+852 3710

6889

http://citiccapital-

ccjp.com/
― USD 1,000 H29.4.5

DIF Infrastructure V Cooperatief

U.A.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William Blaasse Director of DIF Management B.V. (being the sole

Board member of DIF Infrastructure V

Cooperatief U.A.)

○ ○ Schiphol Boulevard

269, Toren D, 10e

verdieping, 1118BH

Schiphol, the

Netherlands

+31 20 717

3151

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05308/

― 0 H29.4.4

CCJP III SLP GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Mr. Chan Kai Kong Director ○ ○ 27 Hospital Road,

George Town, Grand

Cayman KY1-9008

Cayman Islands

(Correspondence

Address)

c/o CITIC Capital

Partners Management

Limited

28//F CITIC Tower, 1

Tim Mei Avenue,

Central, Hong Kong

+852 3710

6889

www.citiccapital-

ccjp.com
― JPY1,000 H29.4.5

WiL Management II Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gen Isayama Director ○ ○ 102 University Ave.,

Suite 1A, Palo Alto,

CA 94301, U.S.A.

(US)1-650-329-

0300

www.wilab.com ― Zero H29.4.6
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PSOF Japan Management II LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP, LLC, the general partner of

Pathway Capital Management, LP, the sole

member of PSOF Japan Management II LLC

○ ○ 2211 Michelson Drive,

Ninth Floor Irvine, CA

92612 USA

01 (949) 622-

1000

www.pathwaycapital.co

m
None.

PSOF Japan

Management II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

USD 10,000.00 H29.6.12

Pantheon Access GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Hanna Duer Manager ○ ○ 47, avenue John F.

Kennedy, L-1855

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 2711

0001

http://rogersia.com/leg

al-disclosures-jp.php

― € 12,500 H29.4.13

Permira Co-Investment GP

S.a.r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Severine Sylvie Michel Manager ○ ○ 488, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg,

Grand Duchy of

Luxembourg

+352 26 86 811 www.permira.com Providing

general partner

services.

EUR 50,000 H29.4.14

SVF GP (Jersey) Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Rajeev Misra Director ○ ○ Aztec Group House,

11-15 Seaton Place, St

Helier, Jersey JE4 0QH

+44-1534-

833000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05336/

― GBP10,000

(as of 18 April

2017)

H29.8.29

AHF General Partners Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

椿 進 Director ○ ○ シンガポール共和国
189648、ベンクーレン・
オフィス・タワー#05-
02、ベンクーレン・スト
リート180B

+65-6884-
5563

http://aaicinvestment.co

m
― 50,000米国ドル H29.8.4

NB MEP Fund GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Blake Rice

Kindal Kreamer

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul

Street, Suite 4900

Dallas, Texas 75201,

U.S.A.

1 (214) 647-

9500

http://www.nb.com/pa

ges/public/ja-jp/about-

qualified-institutional-

investor.aspx

― US$0 H29.4.20

Heitman Value Partners IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Thomas D. McCarthy Executive Vice President & Secretary ○ ○ 191 North Wacker

Drive, Suite 2500,

Chicago, Illinois 60606

USA.

(312) 855－

5700

http://www.heitman.co

m/?lang=ja

― USD 1000 H29.4.26

StepStone NLGI (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jason Ment Partner, General Counsel and Chief Compliance

Officer

○ ○ 4275 Executive Square,

Suite 500; La Jolla, CA

92037 USA

+1.858.558.970

0

www.stepstoneglobal.c

om

― $0 H29.5.2

Park Square Capital Credit

Opportunities III (EUR) General

Partner Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Melanie Torode Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St.

Martin's, Guernsey,

Channel Islands GY4

6RT

+44(0)1481

231101

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05201/

― EUR1 H29.5.8

LLCP Partners VI UGP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Wolmer Vice President and General Counsel of Levine

Leichtman Capital Partners, Inc., Managing

Member of LLCP Partners VI UGP, LLC

○ ○ 335 North Maple Drive,

Suite 240 Beverly Hills,

CA 90210, United

States

+1 (310) 275-

5335

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05317/

― US$100 H29.5.9
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Nordic Capital IX Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Clive Lee Spears

Claes-Johan Gustaf Geijer

Dominic Clive Jones

Michael Gerard Kelly

Lynda Avril Elliott

Jean Mary Le Creurer

Chairman / Non-Executive Director

Non-Executive Director

Non-Executive Director

Director

Director

Director

○ ○ 26 Esplanade, St

Helier, Jersey JE2 3QA,

Channel Islands

+ 44 (0)1534

605100

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05363/

― EUR 15,000 H29.5.11

Carlyle Financial Services III,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello

David Pearson

Managing Director

Managing Director

○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004-2505, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0 H29.5.15

CAP V, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0 H29.5.15

TransLink Management

(SOMPO) I, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Toshiya Otani Managing Member ○ ○ 228 Hamilton Ave.,

Suite 210, Palo Alto,

CA 94301, U.S.A.

1-650-330-7353 www.translinkcapital.c

om

― $26,263 H29.10.24

Lead The Value 2017 GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Leong Chu YONG Director ○ ○ Boundary Hall, Cricket

Square Grand Cayman

KY1-1102 Cayman

Islands

+1 345 814

5815

http://www.koukoku-

web.jp/k/s01001/

― $1000.00 H29.6.16

CCOF General Partner, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Pearson Authorized Person of CCOF L.L.C., the general

partner of CCOF General Partner, L.P.

○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson Managing

Director and General

Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$200.00 H29.5.22
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AlpInvest Partnership Strategic

Account GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Evert Vink Authorized Person of AlpInvest US Holdings,

LLC, which is a manager of AlpInvest Partnership

Strategic Account GP, LLC

○ ○ 299 Park Ave., 35th

Floor, New York, NY

10171, USA

+1(212)332-

6240

https://www.carlyle.co

m/our-

business/investment-

solutions/private-

equity-solutions

― $0 H29.5.22

Park Square Capital European

Loan Partners General Partner

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Serena Tremlett Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St.

Martin's, Guernsey,

Channel Islands GY4

6RT

+44 (0) 1481

231101

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05357/

― EUR1 H30.1.22

Cayman Capital Management III,

Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023,

U.S.A.

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2017/

05/spb.pdf

― USD 1 H29.5.24

Morado Venture Management III,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ashvinkumar P. Patel Managing Director ○ ○ 455B Portage Avenue,

Palo Alto, California

94306 U.S.A.

1-650-763-3380 http://www.moradoven

tures.com/

― $1,000,000

USD

H29.7.19

GoldPoint Partners Co-

Investment VI GenPar GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Matthew Cashion Executive Vice President ○ ○ 51 Madison Avenue,

Suite 1600, New York,

NY 10010

212-576-6500 http://www.goldpointp

artners.com/

― US$100 H29.6.2

Apollo Aviation Services IV

UGP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

William D. Hoffman Director ○ ○ c/o Apollo Aviation

Group, LLC, 848

Brickell Ave, Suite 500,

Miami, FL 33131,

United States of

America

1-305-579-2340 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05328/

― US$50,000 H29.6.7

Sequoia Infrastructure Debt GP

S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gregory Taylor Class A Manager ○ ― Vertigo Building, 2-4

rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg

+44 (0)20 7079

0486

http://www.seqimco.co

m

― EUR 12,500 H29.6.12

CIM Fund IX GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Vice President ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.c

om/

― $0 H29.10.6

CMMT Partners GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Vice President ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.c

om/

― $0 H29.6.16

CIM Urban Parking Partners II

GP, LLC.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Vice President ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.

com/

― $0 H29.6.16

APEF VI GPCo Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Rafique Lakhani Director of ADV 1 Limited, in its capacity as

corporate director of APEF VI GPCo Limited

○ ○ 3rd Floor, Gate Village

8, Dubai International

Finance Centre, Dubai,

United Arab Emirates

971 (0) 4 5064

516

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05321/

― US$50,000 H29.11.1
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APIP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Richard L. Folsom Director ○ ○ Unit 2710, 27/F The

Center, 99 Queen’s

Road Central, Hong

Kong

+852-2918-

0050

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2017/

06/spb.pdf

― USD 1 H29.6.23

DFS, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Richard L. Folsom Director ○ ○ Unit 2710, 27/F The

Center, 99 Queen’s

Road Central, Hong

Kong

+852-2918-

0050

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2017/

06/spb.pdf

― USD 1 H29.6.23

ICM Senior Loan Fund

Corporation

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Anand

Radhakrishnan

Gregory S. Berman

Gene Basov

Patrick Maloney

Director

Director

Director

Director & Secretary

○ ○ 280 Park Avenue, 36th

floor, New York, New

York, U.S.A.

1-212-599-4700 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05422/

― $ 0 H29.6.22

Crosslink Ventures VIII

Holdings, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Maureen Offer Chief Administrative Officer ○ ○ Two Embarcadero

Center, Suite 2200,

San Francisco, CA

94111 U.S.A.

(415) 617-1800 www.crosslinkcapital.c

om

― $0 H29.12.19

Keppel Capital Janus Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Goo Li Ling Director ○ ○ c/o 230 Victoria Street

#05-08 Bugis Junction

Towers Singapore

188024

+65 6803 1818 ― ― US$1 H29.6.29

Japan Fund V, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Darren Stainrod Director ○ ○ Marbury Fund Services

(Cayman) Limited,

Fidelity Financial

Centre, 3rd Floor, PO

Box 2427, Grand

Cayman KY1-1105,

Cayman Islands

+ 1 345 947

7590

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2017/

06/jfv.pdf

― USD 1 H29.7.3

BEENEXT2 GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Teruhide Sato Director ○ ○ 1 George Street

#10-01 Singapore,

049145

(65) 8808-1138 http://www.beenext.co

m/

― US$0.001 H29.11.27

TC Group VII, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David B. Pearson Managing Director of TC Group VII, L.L.C., the

general partner of TC Group VII, L.P.

○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson, Managing

Director and General

Counsel, The Carlyle

Group, 1001

Pennsylvania Avenue,

N.W., Suite 220 South,

Washington, D.C.

20004, USA

+1(202)729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― US$0.00 H29.7.7
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AlpInvest Private Equity Program

GP II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael Thorne Authorized Person of AlpInvest US Holdings,

LLC, which is a manager of AlpInvest Private

Equity Program GP II, LLC

○ ○ 299 Park Ave., 35th

Floor, New York, NY

10171, USA

+1(212)332-

6240

https://www.carlyle.co

m/our-

business/investment-

solutions/private-

equity-solutions

― $0 H29.7.6

G.F.W. Energy XII, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tony R. Weber Authorized Person of GFW XII, L.L.C., which is

the general partner of G.F.W. Energy XII, L.P.

○ ○ 5221 N. O'Connor

Boulevard, Suite 1100

Irving, Texas 75039

U.S.A.

+1 (972) 432-

1440

http://ngpenergycapital

.com/

― Zero H29.7.6

MetLife Syndicated Bank Loan

Lux GP, S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Farrell Manager ○ ○ c/o MetLife Investment

Advisors, LLC

One MetLife Way,

Whippany, New Jersey

07981 U.S.A.

1-973-355-4000 ― ― USD 15,000 H29.7.11

Hikari Corporation ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Bree Director ○ ○ Maples Corporate

Services Limited, PO

Box 309, Ugland

House, Grand Cayman

KY1-1104, Cayman

Islands

+345-949-2777 http://hikari-vc.com/ ― US$10,000 H29.7.13

ACA Singapore Growth

Management Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomohiro Fujita Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02

Suntec Tower Three

Singapore 038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD 1.00 H29.7.13

MSCIF Luxembourg GP S.à r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Rosa Villalobos Manager ○ ○ 46, Place Guillaume II,

L-1648 Luxembourg

+352 2461

9351

http://static.macquarie.

com/dafiles/Internet/m

gl/jp-

ja/docs/important-

notice-concerning-

qualified-institutional-

investors.pdｆ?v=2

― EUR 12,000 H29.8.24

PDIF Management II LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Herbert Reinhardt Senior Managing Director of Pathway Capital

Management GP, LLC, the general partner of

Pathway Capital Management, LP, the sole

member of PDIF Management II LLC

○ ○ 2211 Michelson Drive,

Ninth Floor

Irvine, CA 92612 USA

01 (949) 622-

1000

www.pathwaycapital.c

om

None.

PDIF

Management II

LLC engages in

any lawful

activity for

which a limited

liability company

may be

organized under

Delaware law.

$10,000.00 H29.8.9

VIS Advisors, LP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomoyuki Izumi General partner ○ ○ 488 Madison Avenue

21st Floor New York,

NY 10022, USA

010-1-212-355-

2592

www.takumifund.com ― $34,339 H29.7.24
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CIM UII ONSHORE GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Vice President ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.c

om/

― $0 H29.7.26

CIM Urban II Offshore GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Vice President ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.c

om/

― $0 H29.11.17

SVP Special Situations

Administrator GP IV LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Dougherty Fund Chief Financial Officer ○ ○ c/o Strategic Value

Partners, LLC, 100

West Putnam Avenue,

Greenwich, CT 06830,

USA

1 (203) 618

3667

www.svpglobal.com ― $100 H29.12.25

Spoke Woodland Apartments,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael A. Levin Managing Partner of Spoke Asset Management

LLC, the Manager of Spoke Series Woodland

Capital Holdings, LLC, the Manager of Spoke

Woodland Apartments, LLC

○ ○ 277 W. Nationwide

Blvd., Suite 250,

Columbus, Ohio USA

1-504-247-7647 http://www.spokerecap

.com/

― US$8,300,000 H30.1.9

Scrum Ventures GP III L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Takuya Miyata Managing Member ○ ○ 717 Market St. #100,

San Francisco, CA

94103, United States of

America

415-722-9424 http://scrum.vc/ ― US$0 H29.8.14

RJIF General Partner Limited ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Eduardo D'Angelo P Silva

David van Duynhoven

Director

Director

○ ○ JP Management

Services Limited,

Governor’s Square, 23

Lime Tree Bay Avenue,

P.O. Box 10176, Grand

Cayman, KY1-1002,

Cayman Islands

1-345-943-2252 http://rjif.org/jp/ ― US$100.00 H29.11.1

Toyota A.I. Ventures GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James Adler Managing Director ○ ○ c/o Toyota Research

Institute, Inc.,

4440 EI Camino Real,

Los Altos, CA 94022,

USA

1-(650) 252-

2100

https://toyota-

ai.ventures/

― US$100 H29.8.28

Chartered Investment Managers

High Tech

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Agmoni, Eyal Managing Director ○ ○ Chartered Investment

Managers Pte. Ltd.

20 Collyer Quay,

#11-01, Singapore

049319

(+65) 6557

2289

http://www.chartered.s

g/wp-

content/uploads/CIMH

T.pdf

― $1.00 H30.1.11

QIC US Regional Shopping

Center Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Claire Blake Director of QIC US Investment Services, Inc., as

Managing Member of QIC US Regional Shopping

Center Fund GP, LLC

○ ○ 222 North Sepulveda

Boulevard, Suite 2350

El Segundo, California

90245, U.S.A.

1-310-955-1670 http://qic.com/ ― 0 H29.9.7
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Capital Dynamics CEI GP S.à.r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Grenville Carr-Jones

Sanjeev Jewootah

Manager ○ ○ 47, Avenue J. F.

Kennedy, L-1855,

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 26 215

400

http://www.capdyn.co

m/

― EUR 12,500 H29.9.6

Altair Capital General Partner

Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Gary Ng Jit Meng Director ○ ○ c/o Altair Capital

General Partner Ltd.

20 Collyer Quay 23-01,

Singapore 049319

+65 6653 8362 www.altair-cap.com ― $1 H29.9.6

Tor Asia Credit Fund GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Patrik Lennart Edsparr Director ○ ○ 19/F Henley Building, 5

Queen's Road Central,

Hong Kong

+ 852 3698

9000

www.torinvestment.co

m

― US$0.00 H29.9.13

MONTANA CAPITAL

PARTNERS JERSEY OSP IV

(GP) LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jonathon Mark Buesnel Director ○ ○ 6th Floor, 37

Esplanade, St Helier,

JE2 3QA, Jersey

+44 1534

712500

http://www.montana-

capital-partners.eu/

― € 2.00 H29.9.13

Crestline Specialty Lending II

(GP), Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jason Fitzgerald Director ○ ○ DMS House, 20

Genesis Close, Grand

Cayman, KY1-1104,

Cayman Islands

1 (345) 749-

2477

http://www.jpnclslregd

is.com/

― $0.01 H29.9.15

Water Lily GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

池田 宜弘 Member of Board of Managers ○ ○ 5th floor, 277 Park

Avenue, New York,

NY 10172 U.S.A.

+1-212-224-

5207

― ― $40,000 H29.9.15

Kowloon Nights GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Alexis Garavaryan Manager ○ ○ Room 702, 7/F Fu Fai

Commercial Center, 27

Hillier St, Sheung Wan,

Hong Kong

(852) 9242-

8802

http://www.kowloonni

ghts.com

None.

KOWLOON

NIGHTS GP

engages in any

business or

affairs not

prohibited by the

laws of the

Cayman Islands

USD 10.0 H29.9.15

Exeter Europe Value Venture III

GP S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Timothy Weber Vice President of Exeter Europe GP, LLC, General

Partner of Exeter Europe, LP, Class A Manager of

Exeter Europe Value Venture III GP S.à r.l.

○ ― 20, Rue Michel

Rodange, L-2430

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 28 26 38

23

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05570/

― EUR 12,000 H29.9.21

Trilantic Capital Partners

Associates MGP VI LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Giulianna K. Ruiz Chief Compliance Officer and Secretary ○ ○ 375 Park Avenue, 30th

Floor, New York, New

York 10152, USA

+1 (212) 607-

8430

www.trilantic.com ― $1 H29.9.20

FIP Fund I GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Scott Silvers Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$100.00 H29.9.22
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ASP DGPEI Management LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Eric R. Mansell Manager ― ○ c/o Adams Street

Partners, LLC, One

North Wacker Drive,

Suite 2200, Chicago,

Illinois, 60606-2823,

USA

1-312-553-7890 ― ― $1,000.00 H29.9.22

EQT VIII (General Partner) S.à

r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Joshua Stone

Peter Veldman

Manager

Manager

○ ○ Royal-Monterey 26A

Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg,

Luxembourg

+352 26 73 26 https://www.eqt.se/ ― EUR 12,000 H29.11.14

Francisco Partners GP V

Management, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Thomas Ludwig Managing Director & Chief Operating Officer ○ ― One Letterman Drive

Building C - Suite 410

San Francisco

California 94129 USA

1 (415) 418-

2900

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05578/

― Zero(0) H29.9.29

InfleXion II GP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 9814 Diamond Cliff,

Helotes, TX 78023

USA

+1-210-240-

4396

http://www.advantagep

artners.com/wp/wp-

content/uploads/2017/

05/spb.pdf

― USD 1 H30.1.24

Charlesbank Equity Fund IX GP,

Limited Partnership

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Stephanie Paré Sullivan General Counsel and Chief Administrative Officer

of Charlesbank Capital Partners, LLC, as the

general partner of Charlesbank Equity Fund IX GP,

Limited Partnership

○ ○ c/o Charlesbank Capital

Partners, LLC, 200

Clarendon Street, 54th

Floor, Boston,

Massachusetts 02116,

USA

+1 (617) 619-

5400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05579/

― USD 0.00 H29.10.30

KKR Infrastructure III S.à r.l ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jason Carss Manager ― ○ c/o Kohlberg Kravis

Roberts & Co. L.P.

9 West 57th Street,

Suite 4200, New York,

NY 10019, U.S.A.

+1 (212) 750-

8300

http://www.kkr.com/ja/

laws-regulations

― EUR 12,000 H29.10.4

Spiral Ventures Asia Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yuji Horiguchi Director ○ ○ 112 Robinson Road

#07-03/04 Singapore

068902

+65-6692-8341 www.spiral-

ventures.com/asia

― $50,000 H29.10.6

CIM Fund IX Cayman GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jordan Dembo Director ○ ○ 4700 Wilshire

Boulevard, Los

Angeles, CA 90010,

United States

+1-323-860-

4900

http://www.cimgroup.c

om/

― $0 H29.10.6

Actis GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Neil Brown Member and Executive Committee Member ○ ○ 2 More London

Riverside, London, SE1

2JT, United Kingdom

44 207 234

5000

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05523/

― ― H29.10.10

ACA Technology Investments

Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Tomohiro Fujita Director ○ ○ 8 Temasek Boulevard

#34-02

Suntec Tower Three

Singapore 038988

65-6890-0730 http://www.acaisg.com

/public-

disclosure/japan/

― USD1.00 H29.10.10
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CRCM Global Media Fund I GP,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Chun Ding Manager ○ ○ One Maritime Plaza,

Suite 1107

San Francisco, CA

94111 U.S.A.

1 (415) 578-

5700

http://www.crcmvc.co

m/

― $0 H29.10.11

SmartHR SPV, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Christine Tsai President of 500 Mothership GP, L.L.C., which is

the general partner of 500 Mothership Carry, L.P.,

which is the Managing Member of SmartHR SPV,

L.L.C.

○ ○ 444 Castro Street,

#1200, Mountain View,

CA 94041, United

States of America

+1(650) 318-

5408

https://500.co/ ― 11,212.25Yen H29.10.18

A-Fund International III, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Katsujin David Chao Director ○ ○ DCM

2420 Sand Hill Road,

Suite 200 Menlo Park,

California 94025 USA

+1-(650)-233-

1400

https://www.dcm.com/ ― USD $3.00 H29.10.20

Tata Capital Growth II General

Partners LLP

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Pritiraj Mahapatra Manager ○ ○ 8 Shenton Way, #19-01

AXA Tower, Singapore

068811

+65 6592 2063 www.tatacapitalgrowth

2generalpartnersllp.co

m

― USD10,000 H29.10.20

QIC US Shopping Center Fund

No. 1 GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Francis O'Sullivan Director and Vice President of QIC US Investment

Services, Inc., as Managing Member of QIC US

Shopping Center Fund No.1 GP LLC

○ ○ 222 North Sepulveda

Boulevard, Suite 2350

El Segundo, California

90245, U.S.A.

1-310-955-1670 http://qic.com/ ― USD

$100,000.00

H29.10.31

ORIX Private Equity Korea

Corporation

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

李 鍾徹 代表取締役 ○ ○ 4th Floor, Capital

Tower, Yeoksam-dong,

142 Teheran-Ro,

Gangnam-gu, Seoul

Korea

+82-2-501-

3128

http://www.orix.co.jp/g

rp/

経営コンサル
ティング、不動
産転貸業務

1,530,000,000
ウォン

H29.10.31

Macquarie Asia Infrastructure

Management 2 Pte. Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Simon Luboff Director ○ ○ 10 Marina Boulevard,

#17-01 Marina Bay

Financial Centre

Singapore 018983

+65 6601 0888 http://static.macquarie.

com/dafiles/Internet/m

gl/jp-

ja/docs/important-

notice-concerning-

qualified-institutional-

investors.pdf?v=2

― USD1.00 H29.11.1

OHA Credit Solutions GenPar,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Glenn R. August Managing Member of OHA Global PE MGP, LLC,

as Managing Member of OHA Global PE GenPar,

LLC, Managing Member of OHA Credit Solutions

GenPar, LLC

○ ○ 201 Main Street, Suite

1250, Fort Worth,

Texas 76102, U.S.A.

+1 (817) 215-

2800

www.oakhilladvisors.c

om/japanese-

disclosures

― US$1 H29.11.7

Clearlake Capital Partners V GP,

L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

José E. Feliciano Managing Partner of Clearlake Capital Partners,

LLC, as general partner of Clearlake Capital

Partners V GP, L.P.

○ ○ 233 Wilshire Blvd.,

Suite 800, Santa

Monica, California

90401, United States

1-310-400-8800 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05628

― $2.00 H29.11.9

NewTower Management GP,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Amy Price President and Chief Investment Officer ○ ○ 7315 Wisconsin

Avenue, Suite 350

West, Bethesda,

Maryland 20814,

U.S.A.

+01 (240) 235-

9960

http://newtowertrust.co

m/public-disclosures-

form20-2

― USD $0 H30.1.16
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Cabot Industrial Core Fund II

Manager, Limited Partnership

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michelle Miller Erb Senior Vice President, General Counsel of Cabot

Industrial Core Fund II Manager GP, LLC, as the

general partner of Cabot Industrial Core Fund II

Manager, Limited Partnership

○ ○ c/o Cabot Properties,

Inc.

One Beacon Street,

Suite 1700 Boston, MA

02108 USA

1-617-723-7400 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05582

― USD $0 H29.11.13

Pan Asia Realty Management

(Lux) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Yeu Liong Chong,

Hirotaka Uchiyama

Manager ○ ○ 80 Raffles Place, #18-

01 UOB Plaza 1

Singapore 048624

+65 6416 7888 http://www.paradvisor

s.com/

None. Pan Asia

Realty

Management

(Lux) S.à r.l.

engages in any

business or

affairs not

prohibited by the

laws of the

Cayman Islands

EUR 12,000 H29.11.13

Lending Ark Asia Secured

Private Debt GP (Non-US)

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Eugene Min Director ○ ○ c/o CLSA Capital

Partners (HK) Limited

Room 809-810, 8/F,

One Pacific Place, 88

Queensway, Hong

Kong

(852) 2600-

8888

http://www.clsacapital.

com/

None. Lending

Ark Asis

Secured Private

Debt GP (Non-

US) Limited

engages in any

business or

affairs not

prohibited by the

laws of the

Cayman Islands

US$1 H29.11.20

CEP V Holdings, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Daniel A. D'Aniello Managing Director ○ ○ c/o Mr. Jeffrey W.

Ferguson

Managing Director and

General Counsel

The Carlyle Group

1001 Pennsylvania

Avenue, N.W., Suite

220S, Washington, DC

20004-2505, USA

+1 (202) 729-

5626

http://www.carlyle.co

m/content/transparency

-reporting

― zero H29.11.21

Village Global Partners, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Adam Corey Operating Partner ○ ○ 340 S. Lemon Ave

#3976 Walnut,

California 91789, USA

+1-415-967-

3149

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05520/

― USD 500,000.00 H29.11.24

FCRE Debt I GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Constantine M. Dakolias President ○ ○ 1345 Avenue of the

Americas, 46th Floor,

New York, NY 10105,

U.S.A.

+1-212-798-

6100

http://www.fortress.co

m

― US$100.00 H29.11.27

NIC Fund I Japan GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Koji Matsuda Director ○ ○ Walkers Corporate

Limited, Cayman

Corporate Centre, 27

Hospital Road, George

Town, Grand Cayman

KY1-9008, Cayman

Islands

1 345 814 7600 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05627

― US$1.00 H29.11.29
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Sentinel Partners VI, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David S. Lobel President of Sentinel Managing Company VI, Inc.,

as general partner of Sentinel Partners VI, L.P.

○ ○ c/o Sentinel Capital

Partners

330 Madison Avenue,

27th Floor New York,

New York 10017,

U.S.A.

+1 (212) 688-

3100

http://www.sentinelpar

tners.com/

― US$100.00 H29.11.30

Park Square Capital Credit

Opportunities III (USD) General

Partner Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Serena Tremlett Director ○ ○ Old Bank Chambers,

La Grande Rue, St.

Martin's, Guernsey,

Channel Islands GY4

6RT

+44 (0)1481

231101

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05644

― USD1 H29.12.1

AEIF 2 GP S.à r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Stuart Gray Manager ○ ○ 37a, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

442078323400 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05667/

― EUR 12,000 H29.12.4

European Cities Partnership (GP)

S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Duncan Morton Director ○ ○ 4a, rue Henri Schnadt

L-2530 Gasperich

Grand-Duché du

Luxembourg

0

035224871830

www.threalestate.com ― € 12,500 H29.12.4

Nuveen Real Estate Debt

Partners II (GP) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nigel lan Bartram Manager ○ ― 7 Rue Lou Hemmer, L-

1748 Luxembourg,

Grand-Duchy of

Luxembourg

00352 246 160

6063

www.threalestate.com ― £12,500 H29.12.4

BE VI GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Charles Barter Director of BRIDGEPOINT EUROPE (SGP)

LTD, which is a member of BE VI GP LLP.

○ ○ 95 Wigmore Street,

London, W1U 1FB,

United Kingdom

(+) 44 20 7034

3500

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05665/

― EUR100 H29.12.26

Arbor Venture InsurTech Fund

GP II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Melissa Guzy Managing Member ○ ○ Unit 1003, 10/F, Dina

House, Ruttonjee

Centre, 11 Duddell

Street, Central, Hong

Kong, China

(852) 9863-

3180

www.arborventures.co

m

― US$0 H29.12.13

StepStone G (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Jason Ment Partner, General Counsel and Chief Compliance

Officer

○ ○ 4275 Executive Square,

Suite 500; La Jolla, CA

92037 USA

+1.858.558.970

0

www.stepstoneglobal.c

om

― $0 H29.12.13

TPG Growth GenPar IV

Advisors, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael LaGatta Vice President and Director ○ ○ 301 Commerce Street,

Suite 3300, Fort Worth,

Texas 76102, USA

1-(817) 871-

4000

https://www.tpg.com/ ― US$1.00 H29.12.15

Carmel 5 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Ronen Nir

Yitzhak Avidor

Director

Director

○ ○ 12 Abba Eban Avenue,

Hezeliya 4672530,

Israel

+ 972-9-

9720400

http://www.viola-

group.com/carmelvent

ures

― US$0.01 H29.12.18
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EIG Energy Fund XVII GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Robert L. Vitale General Counsel of EIG Asset Management, LLC ○ ○ 1700 Pennsylvania

Ave., NW, Suite 800,

Washington, DC

20006, USA

1-202-600-3300 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05426/

― $0 H29.12.18

Riverstone Energy GP VI, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Thomas J. Walker Managing Director ○ ― c/o Riverstone

Holdings LLC

712 Fifth Avenue, 36th

Floor New York, NY

10019 U.S.A.

212-993-0076 http://www.riverstonell

c.com/

― US$0.00 H29.12.19

Fresco Venture Fund III, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Allison Elizabeth Baum Director ○ ○ 9/F, 33 Des Voeux

Road Central, Hong

Kong S.A.R.

852-3952-7203 www.fresco.vc ― $50,000 H29.12.22

ADV Opportunities Fund II GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Bradley Dean Landes Director ○ ○ Unit 621, 6th Floor,

Core F, Cyberport 3,

100 Cyberport Road,

Cyberport, Hong Kong

+852-3575-

6900

www.advpartners.com ― $1.00 H30.1.9

Spoke Palm Valley Apartments,

LLC

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Michael A. Levin Managing Partner of Spoke Asset Management

LLC, the Manager of Spoke Series Palm Valley

Capital Holdings, LLC, the Manager of Spoke

Palm Valley Apartments, LLC

○ ○ 277 W. Nationwide

Blvd., Suite 250,

Columbus, Ohio USA

1-504-247-7647 http://www.spokerecap

.com/

― US$8,200,000 H30.1.10

DIF Infra 5 Lux GP S.à r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Lars Vanmulken Director (gérant) of DIF Management Luxembourg

S.à r.l., as the director (gérant) of DIF Infra 5 Lux

GP S.à r.l.

○ ○ 1, rue Louvigny, 1946,

Luxembourg

(00352)262721

22

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05684/

― EUR 12,500 H30.1.15

Arbor Venture Fund GP II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Melissa Guzy Director ○ ― Unit 1003, 10/F, Dina

House, Ruttonjee

Centre, 11 Duddell

Street, Central, Hong

Kong, China

(852) 9863-

3180

www.arborventures.co

m

― $1.00 H30.1.16

EQT Mid-Market Credit II

(General Partner) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Joshua Stone

Jason Howard

Manager ○ ○ 26A, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

+352 26 7326 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05642

― EUR 12,000 H30.1.22

AMP Capital Investors (GIF II

GP) S.à r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Virginia Jennifer Strelen Manager ○ ○ 14, rue Edward

Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

+352 422 229

212

http://www.ampcapital

.com/public-

disclosures-by-amp-

capital-gif-gps

― 12,500 EUR H30.1.25

BEENEXT Opportunity Fund GP ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Teruhide Sato Director ○ ○ 1 George Street, #10-

01, Singapore 049145

(65) 8808-1138 http://www.beenext.co

m/

― US$1.00 H30.1.26
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Kelso GP X, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

James J. Connors, II Vice President and General Counsel ○ ○ c/o Kelso & Company,

L.P.

320 Park Avenue, 24th

Floor New York, NY

10022

1-212-751-3939 http://www.koukoku-

web.jp/c/s05687/

― USD $10 H30.1.30

ASI Shin Global Investment GP

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Nicola Jane Espie Director ○ ○ c/o Aberdeen Asset

Management

1735 Market Street

32nd Floor

Philadelphia PA 19103,

USA

Attention: Nicola Jane

Espie

+1 215 405

5700

http://www.aberdeen-

asset.co.jp/ja/japanreta

il/asi-

capabilities/tokurei

― US$1 H30.1.30

InterValley Ventures Pty Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Richard Guy Lawson Director and Secretary ○ ○ 2 Lang Street, Croydon

NSW 2132, Australia

+61-425-310-

298

www.intervalley.vc ―
A$120.00

H30.1.30

Advantech Capital Partners II

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Hebert Kee Chan Pang Director ○ ○ DMS House, 20

Genesis Close, P.O.

Box 2587, George

Town, Grand Cayman

KY1-1103, Cayman

Islands

+1 (345) 749-

8630

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05714/

― USD 1.00 H30.1.30

Redview Capital Partners II

Limited

― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

Hebert Kee Chan Pang Director ○ ○ DMS House, 20

Genesis Close, P.O.

Box 2587, George

Town, Grand Cayman

KY1-1103, Cayman

Islands

+1 (345) 749-

8630

http://www.koukoku-

web.jp/c/s05713/

―
USD 1.00

H30.1.30

Pantheon Infrastructure GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

John Morgan Director ○ ○ Transamerica Center,

600 Montgomery

Street, 23rd Floor, San

Francisco, California

94111, U.S.A.

1-415-249-6200 ― ― $100 H30.1.31

PEP V GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local

Finance Bureau)

David Perez President and Chief Operating Officer ○ ○ 1270 Avenue of the

Americas, 31st Floor,

New York, NY 10020,

United States

+1-212-218-

5150

www.palladiumequity.

com

― $0 H30.1.30


