
 
氏名 役職 私募（販売） 運用

所在地 電話番号

サンアローズ・インベストメント株
式会社

8011101046865 金融庁 土田　賢吾 代表取締役社長 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目14番11号七十七
銀座ビル6階

（03）6264-
7610

https://sunarrows.co.j
p/index.html

― 100,000,000 ○ R2.6.30

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 坂内　善則 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 ○ R4.4.7

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 ○ R2.11.16

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　理事長　阿
部　啓二

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 ○ R3.7.22

株式会社北海道二十一世紀総
合研究所

6430001009859 北海道財務局 藤池　英樹 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 ○ R4.4.11

北海道ベンチャーキャピタル株
式会社

8430001025846 北海道財務局 浦田　祥範 代表取締役 ○ ○ 札幌市北区北七条
西二丁目20番地
NCO札幌駅北口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 ○ R4.1.21

株式会社北海道共創パートナー
ズ

8430001075073 北海道財務局 岩崎 俊一郎 代表取締役 〇 〇 北海道札幌市中央区
大通西4丁目1番地新
大通ビルディング5階

011-261-2435 https://www.h-
kyoso.co.jp/

経営コンサルタ
ント、人材紹介、
M＆A

49,500,000 R3.9.21

POLAR SHORTCUT有限責任事
業組合
（株式会社POLAR SHORTCUT
及び大久保　徳彦）

- 北海道財務局 株式会社POLAR　SHORTCUT
大久保　徳彦

代表取締役 ○ ○ 北海道札幌市豊平区
月寒西三条十丁目1番
25号シティオ月寒公園
307（【株式会社
POLAR　SHORTCUT】
内）

070-3129-
4875

― ―
(株式会社

POLAR　

SHORTCUT)

5,000,000

R3.3.1

株式会社北拓 8450001002728 北海道財務局 吉田　ゆかり 代表取締役 ○ ○ 北海道旭川市緑が丘
東一条四丁目1番19号

0166-60-8225 http://www.hokutaku-
co.jp

発電設備機器
のメンテナンス

60,000,000 R3.12.24

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 ○ R3.6.30

いわしんRITAパートナーズ株式
会社

4380001026011 東北財務局 神田　雄二 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 ○ R4.12.13
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きたぎんリース・システム株式会
社

4400001000483 東北財務局 古里　浩也 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 ○ R4.7.13

けんしん元気創生株式会社 8410001010981 東北財務局 近藤　政一 代表取締役 ○ ○ 秋田県秋田市中通六
丁目16番11号
シティパレス駅前1階

018-836-3388 ― ― 3,000,000 ○ R3.6.29

七十七キャピタル株式会社 1370001039909 東北財務局 今野　晃 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 R4.6.30

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.j
p/

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

15,935,801,430 ○ R3.10.4

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 青木　智 代表取締役社長 ○ ○ 福島県福島市上町５
番６号上町テラス３階

024-521-1441 http://toholease.jp/ リース業務 60,000,000 R4.7.1

http://kitagin-ls.jp/
http://www.tohoku-innocapital.co.jp/sapmllc/
http://www.tohoku-innocapital.co.jp/sapmllc/
http://www.tohoku-innocapital.co.jp/sapmllc/
http://toholease.jp/
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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 ○ R1.9.18

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
荒巻字青葉４６８－１
マテリアル・イノベー
ション・センター４０５

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

東北大学及び東
北地域（新潟県
を含む）並びに
東北地域周辺
国立大学案件
の事業化準備
作業支援

30,000,000 ○ R4.7.1

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7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 ○ R4.6.13

一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ 4370005003214 東北財務局 竹井　智宏 代表理事 ○ ○ 宮城県仙台市若林区
清水小路６番地の１
東日本不動産仙台
ファーストビル１Ｆ

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

― ○ R3.3.11

やまぎんキャピタル株式会社 2390001002252 東北財務局 高野　敬士 代表取締役 ○ ○ 山形県山形市幸町2番
5号

023-623-1582 ― 有価証券の取
得、保有、売却
売掛債権の買
取りに関する業
務

100,000,000 R4.7.1

スパークル株式会社 3370001043132 東北財務局 福留　秀基 代表取締役 ○ ○ 宮城県仙台市若林区
清水小路６番地の１　
東日本不動産仙台
ファーストビル１階

022-352-8850 http://www.spurcle.jp/ ・ベンチャー企
業の振興に関す
る業務受託

10,000,000 R4.9.13

FVC Tohoku株式会社 4130001055778 東北財務局 小川　淳 代表取締役 ○ ○ 岩手県盛岡市大通三
丁目６番１２号
開運橋センタービル３
階

019-606-3558 https://fvctohoku.co.jp/ ・国内外のベン
チャー企業の発
掘・投資・育成・
経営コンサルタ
ント業

10,000,000 R4.7.7

ダッチャキャピタル株式会社 7370001043203 東北財務局 志村　孝信 代表取締役社長 ○ ○ 宮城県仙台市青葉区
国分町一丁目７番１８
号
東洋ワークビル７階

022-265-1775 ― 経営コンサル
ティング

38,400,000 R4.7.7

株式会社東日本不動産 7420001009355 東北財務局 鹿野　太一 代表取締役 ○ ○ 青森県弘前市大字北
瓦ケ町１３番地１
東日本不動産弘前ビ
ル4階

0172-35-0055 https://www.hn-f.com/ 不動産の売買・
賃貸・管理、再
生可能エネル
ギー事業

50,000,000 R4.7.28

七十七パートナーズ株式会社 9370001047937 東北財務局 今野　晃 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

022-797-2090 100,000,000 R4.9.26

やまがた協創パートナーズ株式
会社

5390001016761 東北財務局 阿部　徹 代表取締役 ○ ○ 山形県山形市旅篭町
二丁目2番31号
山形銀行旅篭町ビル４
階

023-634-7033 ・有価証券の取
得、保有、売却
・企業経営等に
関するコンサル
ティング
・企業の合併、
買収、業務提携
の斡旋

100,000,000 R4.6.27

http://www.tohoku-innocapital.co.jp/index.html
http://www.tohoku-innocapital.co.jp/index.html
http://www.tohoku-innocapital.co.jp/index.html
http://www.thvp.co.jp/
http://www.thvp.co.jp/
http://www.fidea-venture.co.jp/
http://www.fidea-venture.co.jp/
http://www.mkto.org/
http://www.spurcle.jp/
https://fvctohoku.co.jp/
https://www.hn-f.com/
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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 ―

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/

― ― ○ ○ R5.1.23 ―

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

― ― ○ ○ R4.5.10 ―

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

100,000,000 ― ○ R4.7.6 ―

ティーキャピタルパートナーズ株
式会社

2010001034069 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5223-3516 https://www.tcap.co.j
p/

― ― ○ ○ R5.3.30 ―

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 ― ○ R4.7.13 ―

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
/

― ― ― ○ R3.5.13 ―

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 永井　晃 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

03-3244-1629 ― 貸金業 3,000,000 ― ○ R4.4.25 ―

みずほキャピタル株式会社 2010001077605 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3596-1300 httpｓ://www.mizuho-
vc.co.jp/

― ― ○ ○ R4.11.2 ―

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 ○ ○ 東京都目黒区青葉台
一丁目6番59号

03-6712-6210 ― ― 12,400,000 ― ○ R3.3.24 ―

チョモランマ有限会社 4010002051945 関東財務局 松本　光博 取締役 ○ ○ 東京都目黒区青葉台
一丁目6番59号

03-6712-6210 ― ― 12,000,000 ― ○ R3.3.24 ―

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 ― ― 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　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7階
三井不動産投資顧問
株式会社

03-3246-3371 ― ― 2,100,000 ― ○ R4.5.2 ―

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
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
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 2,100,000 ― ○ R3.4.30 ―

有限会社ギンザ・プロパティーズ 6010002030939 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13階
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 8,750,000 ― ○ R3.4.30 ―

有限会社鴨居プロパティーズ 7010002040284 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13階
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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
3-6-7-401　ファミール
東京グランリッツ

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

投資事業組合
等の事務受託

10,000,000 ― ○ R2.11.6 ―

http://www.j-star.co.jp/
http://www.j-star.co.jp/
https://www.tcap.co.jp/
https://www.tcap.co.jp/
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藤波　光雄 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都中央区日本橋
3-6-7-401　ファミール
東京グランリッツ・ファ
イナンス・リサ－チアン
ドサポ－ト株式会社内

03-5204-7015 ― ― ― ― ○ R2.11.6 ―

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 ― ○ 東京都港区東新橋一
丁目9番1号
東京汐留ビルディング
7階

03-6852-7742 http://www.aizawa.co.
jp/investments/index.
html

不動産賃貸業
務

100,000,000 ― ○ R4.4.1 ―

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 ― ○ R3.9.8 ―

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 ― ○ R4.8.26 ―

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 髙橋　秀明 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 https://js-
capital.co.jp/

経営コンサルタ
ント業

53,000,000 ― ○ R5.1.4 ―

有限会社こだまインベストメント 5100002007499 関東財務局 保科　高寛 代表取締役 ○ ― 長野県長野市大字中
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 ― ― 3,000,000 ― ○ R5.2.2 ―

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 ― ○ R2.6.2 ―

ＤＢＪキャピタル株式会社 4010001124108 関東財務局 内山　春彦 代表取締役社長 ○ ○ 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２
９階

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

― 99,240,000 ― ○ R4.7.22 ―

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

― ― ○ ○ R2.7.3 ―

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 ―

ウォーターベイン・パートナーズ
株式会社

4010001080012 関東財務局 石神　達三 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 ― ○ R3.12.9 ―

ＡＧキャピタル株式会社 4010401088539 関東財務局 山内　郁雄 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

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

― 10,000,000 ― ○ R4.8.22 ―

株式会社ＩＤＩインフラストラク
チャーズ

4010701019805 関東財務局 須藤　英章 一時代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
四丁目5番地21
紀尾井町PREX3階

03-5447-6288 http://idi-infra.com/ 貸金業 100,000,000 ― ○ R4.12.15 ―

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 ― ○ R5.2.3 ―

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 ― ○ R3.7.5 ―

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/

― ― ― ○ R4.4.7 ―

https://js-capital.co.jp/
https://js-capital.co.jp/
https://www.nf-partners.co.jp/
https://www.nf-partners.co.jp/
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八十二キャピタル株式会社 4100001002832 関東財務局 前田　剛彦 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 https://www.hcc82.c
o.jp/

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 ― ○ R5.2.21 ―

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 ― ○ 東京都中央区築地三
丁目16番9号
築地室町ビル3階

050-3831-
7193

― ― 2,400,000 ― ○ R3.8.18 ―

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 ―

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 茂木　豊 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

03-6636-7001 http://www.nomuraho
ldings.com/jp/compan
y/group/nr-a/

経営コンサル
ティング業務

400,000,000 ― ○ R5.2.20 ―

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9階

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

― 100,000,000 ― ○ R5.3.24 ―

サバンナ合同会社 4010403005624 関東財務局 タコマ合同会社
職務執行者　セス・サルキン

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 ― ○ R2.6.25 ―

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

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 久保島　淳一 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 ― ○ R4.12.20 ―

https://www.hcc82.co.jp/
https://www.hcc82.co.jp/
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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 ― ― ― ○ 東京都目黒区五本木
三丁目1番2号

090-2641-
4064

― ― ― ― ○ R1.7.17 ―

小松　伸多佳 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都目黒区五本木
三丁目1番2号

090-2641-
4064

― ― ― ― ○ R1.7.18 ―

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 ―

ＳＢＩインベストメント株式会社 9010401045023 関東財務局 北尾　吉孝 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　

50,000,000 ― ○ R5.3.3 ―

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 ― ○ R3.9.29 ―

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 ―

有限会社香椎浜開発 5010402034664 関東財務局 伊藤　亮 取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 3,000,000 ― ○ R1.11.8 ―

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 吉田　憲正 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 ― ○ R5.3.28 ―
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株式会社ケイエスピー 9020001066154 関東財務局 窪田　規一 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 ― ○ R4.9.15 ―

第四北越キャピタルパートナー
ズ株式会社

3110001003335 関東財務局 石坂　貴 代表取締役 ○ ○ 新潟県新潟市中央区
東大通2丁目１番18号

025-256-8114 ― 1.有価証券の取
得、保有、売却
2.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
3.企業経営に関
するコンサル
ティング業務
4.個人の財産形
成に関するコン
サルティング業
務
5.講演会、セミ
ナーの企画・開
催
6.前各号に付帯
または関連する
一切の業務

20,000,000 ― ○ R5.1.30 ―

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 ― ― 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508

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 ― ○ R3.6.8 ―

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
内二丁目4番1号
丸の内ビルディング27
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

100,000,000 ― ○ R5.2.21 ―

日本ベンチャーキャピタル株式
会社

7010401023170 関東財務局 多賀谷　実 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 ― ○ R5.1.26 ―

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 ― ○ 埼玉県越谷市南越谷
４丁目18番地15　くま
ざき税理士事務所内

048-984-7185 www.gvc.jp コンサルタント業 500,000 ― ○ R4.4.18 ―

長谷川　博和 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 埼玉県越谷市南越谷
４丁目18番地15　くま
ざき税理士事務所内

048-984-7185 ― ― ― ― ○ R4.7.13 ―

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
南三丁目8番13号
九段靖苑ビル2階

03-6256-8921 ― ― 3,000,000 ― ○ R4.2.8 ―

三生キャピタル株式会社 3010001017196 関東財務局 中村　良樹 代表取締役社長 ― ○ 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.sanseicap
ital.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 ― ○ R4.4.8 ―
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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
遊戯機器の取
得及び賃貸
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

100,000,000 ― ○ R5.2.21 ―

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 ―

合同会社アメジスト 9010003012990 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 ― ○ H30.3.22 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_45

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

有限会社レギーナ 6010002046588 関東財務局 本郷　雅和 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 ― ○ R3.4.28 ―

有限会社チェントロ 3010002046450 関東財務局 本郷　雅和 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 ― ○ R3.4.28 ―

有限会社カスミガセキ・インベス
トメント

4010002038042 関東財務局 本郷　雅和 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 ― ○ R3.4.28 ―

有限会社ポンテ 1010002043994 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 ― ○ R3.4.28 ―

有限会社リベル 7010002041332 関東財務局 森安　圭介 取締役 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
（東京住友ツインビル
ディング東館21階）

03-3537-8041 ― ― 3,000,000 ― ○ R4.4.7 ―

有限会社シティスクエア 8011002028525 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13階
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_43

― 3,000,000 ― ○ R3.5.7 ―

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 ―

有限会社シンナン 4010002045105 関東財務局 本郷　雅和 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 http://www.koukoku-
web.jp/c/s06987/

― 3,000,000 ― ○ R3.4.28 ―

有限会社シティワン 4010002036938 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 ― ○ R3.4.28 ―

https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_45
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_45
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_45
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_45
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_43
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_43
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_43
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_43
http://www.koukoku-web.jp/c/s06987/
http://www.koukoku-web.jp/c/s06987/
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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/

― ― ― ○ R4.4.7 ―

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 ― ○ R5.1.23 ―

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 8010001022150 関東財務局 安岡　隆一 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
２－３－４日本橋プラ
ザビル７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 ― ○ R5.3.7 ―

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

― ― ○ ○ R3.3.19 ―

西武しんきんキャピタル株式会
社

9011201009498 関東財務局 宇佐美　大典 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区恵比寿
西1-20-2

03-6455-2313 https://www.seibucap
ital.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 ― ○ R5.2.2 ―

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/

― ― ― ○ R4.12.12 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区神田
三崎町二丁目15番6号
K-STAGE 5階

03-3238-1726 https://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 ― ○ R3.7.21 ―

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
内

03-3288-6611 ― ― 3,000,000 ― ○ R2.8.24 ―

株式会社サイバーエージェント・
キャピタル

6010401098437 関東財務局 近藤　裕文 代表取締役社長 ○ ○ 東京都渋谷区宇田川
町４０番１号Ａｂｅｍａ Ｔ
ｏｗｅｒｓ５階

03-6386-3933 https://www.cyberage
ntcapital.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 ― ○ R4.11.7 ―

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 ― ○ 東京都港区南青山2-
4-15
天翔南青山ビル6階

03-6434-5607 http://www.pej.co.jp 経営コンサルタ
ント、ベンチャー
キャピタル、古
美術品売買

60,000,000 ― ○ R5.2.28 ―

https://www.seibucapital.co.jp/
https://www.seibucapital.co.jp/
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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 ―

有限会社オーエフ・ファースト 5010002041499 関東財務局 森安　圭介 取締役 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 3,000,000 ― ○ R4.4.26 ―

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　森安　圭介

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 2,500,000 ― ○ R4.4.26 ―

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 ― ○ R1.6.17 ―

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

― ― ○ ○ R3.11.25 ―

信金キャピタル株式会社 2010001028145 関東財務局 井筒　圭亮 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区京橋二
丁目14番1号
兼松ビルディング7階

03-6228-7820 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 ― ○ R5.3.13 ―

株式会社ザ・パス・インベストメ
ント

6010401057236 関東財務局 関根　幸平 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 ― ○ R1.7.18 ―

ＨＩ株式会社 8010401084261 関東財務局 石井　浩 代表取締役 ― ○ 東京都港区南麻布1-
27-22-201
有栖川イースト

03-6409-6351 ― ― 20,000,000 ― ○ R3.10.13 ―

有限会社コーラス・プロパティ 7010002045606 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13階
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― ○ R1.6.18 ―

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 ― ○ R3.7.14 ―

三井物産企業投資株式会社 6010001083062 関東財務局 後藤　伸之 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番2号大手
町フィナンシャルシティ　
グランキューブ19階

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。

1,500,000,000 ― ○ R4.12.26 ―

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 ― ○ R5.3.28 ―
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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 ○ ○ 東京都千代田区九段
北三丁目2番4号メヂカ
ルフレンドビル2階

03-3221-8518 https://www.jaic-
vc.co.jp/

― 5,426,335,496 ― ○ R3.8.10 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ○ R1.11.26 ―

株式会社ディールメーカーズ 4010001117458 関東財務局 七尾　理沙 代表取締役 ― ○ 東京都江東区豊洲3-
5-21　ロイヤルパーク
ス豊洲609

090-4618-
3424

― 経営コンサルタ
ント、中古車売
買等

10,000,000 ― ○ R1.5.21 ―

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
Design Place α8F

03-5842-3325 www.fti-jp.com ― 10,000,000 ― ○ R3.6.2 ―

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 ―

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 ― ○ 東京都世田谷区成城
9-30-12
東高成城ペアシティ三
船801

03-5429-6220 ― 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

10,100,000 ― ○ R2.12.25 ―

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.innovatio
n-engine.co.jp/

― ― ○ ○ R4.10.20 ―

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 ―

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 ― ○ R4.10.25 ―

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/ ― ― ○ ○ R4.10.11 ―
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 ― ○ 東京都墨田区業平4丁
目10番1号イオボヌー
ル押上101

090-8856-
4190

― 投資業 50,000,000 ― ○ H31.1.16 ―

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

03-5570-2168 ― ― 3,000,000 ― ○ R2.11.20 ―

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 ― ○ R5.1.11 ―

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
内

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 ―

https://www.jaic-vc.co.jp/
https://www.jaic-vc.co.jp/
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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.knowledg
eco.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 ― ○ R1.7.8 ―

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

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 ― ― 3,000,000 ― ○ R1.12.5 ―

横浜キャピタル株式会社 3020001016263 関東財務局 早川　賢 代表取締役社長 ○ ○ 神奈川県横浜市西区
みなとみらい三丁目1
番1号横浜銀行本店ビ
ル11階

045-225-2331 ― 自己勘定による
投資

300,000,000 ― ○ R5.3.10 ―

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号リード
シー築地ビル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 ― ○ R1.5.8 ―

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 ― ○ R4.12.7 ―

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 ― ― ― ― ○ R4.12.7 ―

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 海老澤　観 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4階

03-6811-1050 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 ― ○ R4.5.17 ―

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 酒向　潤一郎 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 ― ○ R4.4.27 ―

有限会社アパラギ 9010002053689 関東財務局 名古路　秀和 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 ― ○ R4.4.28 ―

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 ―
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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 ― ― 3,000,000 ― ○ H29.3.17 ―

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.co
m/

― ― ○ ○ R5.3.13 ―

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 ― 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 ― ○ H31.3.1 ―

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 ―

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 ―

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 ― ○ R4.7.15 ―

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 ― ○ 東京都千代田区九段
北三丁目2番4号メヂカ
ルフレンドビル2階

03-3221-8543 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 ― ○ R3.7.28 ―

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
絵画の販売
不動産賃貸業

40,000,000 ― ○ R2.1.21 ―

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 入江　隆夫 取締役 ― ○ 東京都港区六本木四
丁目3番11
六本木ユニハウス319
号

03-6438-9134 ― ― 3,000,000 ― ○ R3.10.26 ―

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
兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階
レコルテ内

03-6810-8304 ― ― 3,000,000 ― ○ R2.7.29 ―

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
兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階
レコルテ内

03-6810-8304 ― ― 3,000,000 ― ○ R2.7.29 ―
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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 ―

有限会社イーシス・プロパティー 4010002048636 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13
階

03-5212-5194 ― ― 3,000,000 ― ○ R2.9.30 ―

山梨中銀経営コンサルティング
株式会社

6090001002287 関東財務局 簗田　裕彦 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

100,000,000 ― ○ R3.7.2 ―

株式会社千葉リバイタル 2010401089167 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

03-5796-8514 ― ― 40,000,000 ― ○ R4.12.15 ―

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 ― ○ H30.11.12 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目6番1号
大手町ビル4階

03-6551-2330 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 ― ○ R4.6.1 ―

三井住友海上キャピタル株式会
社

7010001030435 関東財務局 石上　壽一 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 https://www.msivc.co
.jp/

経営コンサル
ティング業務

1,000,000,000 ― ○ R4.4.20 ―

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 菊池　英勝 代表取締役社長 ○ ○ 東京都江東区木場一
丁目5番25号
深川ギャザリア　タ
ワーS棟16階

03-5539-6434 http://www.resona-
gr.co.jp/resonacapital
/

― 5,049,500,000 ― ○ R5.3.6 ―

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 ― ○ R3.12.2 ―

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 ― ○ R4.9.15 ―

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 ―

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

080-7700-
1997

http://www.ipr-vc.jp ― 20,000,000 ― ○ R2.11.16 ※R5.1.17付で、金融商品取引法
の規定に基づき、当社に対して、
業務改善命令を発出しました。

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 菊池　芳文 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 ― ― 10,000,000 ― ○ R4.9.5 ―
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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 落合　昭 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 ― ○ R4.7.7 ―

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 ― ○ R4.1.25 ―

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 ― ○ 東京都豊島区西池袋
１－４－５　佐々木ビル
４０３号

080-8733-
2672

― ― 10,000,000 ― ○ H31.3.6 ―

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 ―

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 ― ○ R2.7.1 ―

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30階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 4,000,000 ― ○ R4.12.21 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 3,000,000 ― ○ R1.11.8 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目11番1号オランダ
ヒルズ森タワーRoP

03-6413-0865 http://karitacompany.
com/

― 101,000,000 ― ○ R4.3.30 ―

株式会社ＭＩＴ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ａｄ
ｖｉｓｏｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

9011001054190 関東財務局 松本　章 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目3番１号
東京虎ノ門グローバル
スクエア5階

03-6268-8920 http://www.mit-
cas.com/hp/

経営コンサルタ
ント業

50,500,000 ― ○ R3.8.24 ―

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１４
０３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 ― ○ R4.8.18 ―

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 ― ○ 東京都港区南麻布1-
27-22-201
有栖川イースト

03-6409-6351 http://www.cap-m.jp/ ― 3,000,000 ― ○ R3.10.13 ―

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/

― ― ○ ○ R5.1.18 ―
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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 ― ○ R3.12.16 ―

ＣＴリアルティ有限会社 5010002041103 関東財務局 西川　康洋 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

03-3231-1940 ― ― 3,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ―

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
シーエイチフォー　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 ― ○ H31.1.22 ―

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 ― 経営に関するコ
ンサルティング
業務

18,000,000 ― ○ H29.5.31 ―

株式会社ソナトラ・イーストウィン
グ

8030001015417 関東財務局 永田　美奈子 代表取締役 ― ○ 東京都中央区新川一
丁目3番21号BIZ　
SMART茅場町6階

050-5806-
8045

― ― 2,000,000 ― ○ R2.4.30 ―

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.
jp/

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6Ｆ

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

― 220,000,000 ― ○ R5.3.30 ―

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 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 3,000,000 ― ○ R1.11.18 ―

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.hatchegg
s.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

080-1113-
9810

― ― 3,000,000 ― ○ R2.11.6 ―

東海東京インベストメント株式会
社

1010001098560 関東財務局 寺門　一彦 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.tokaitok
yo-
fh.jp/corporate/group
/ttinv/

― 300,000,000 ― ○ R5.2.9 ―

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 ― ○ 東京都文京区春日２
－４－４
コーポ柏３B

03-6693-5834 ― ― 11,000,000 ― ○ H31.1.21 ―
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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 ―

株式会社常陽キャピタルパート
ナーズ

7050001004914 関東財務局 池田　重人 代表取締役 ― ○ 茨城県水戸市南町２
丁目５番５号

029-231-5901 https://www.big-
advance.site/s/177/1
498

― 10,000,000 ― ○ R5.1.18 ―

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丸の内トラスト
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

20,000,000 ― ○ R4.8.17 ―

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 ― ○ 神奈川県横浜市中区
山下町74-1大和地所
ビル10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 ― ○ R1.8.1 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門三
丁目7番10号　ラン
ディック虎ノ門ビル9階

050-5358-
9580

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

40,000,000 ― ○ R5.3.27 ―

株式会社ＮＴＴドコモ・ベンチャー
ズ

7010001115608 関東財務局 渡邊　優子（笹原　優子） 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３１階

050-9012-
1900

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

― 50,000,000 ― ○ R4.1.20 ―

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 新谷　浩司 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
18階

03-6871-6600 ― 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 ― ○ R5.1.27 ―

ＧＡインベストメント株式会社 3010401074837 関東財務局 山本　正卓 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区西原2-
26-3
GA西原1階

03-5777-3855 ― ― 10,000,000 ― ○ R4.8.12 ―

株式会社リサ・キャピタル・マネ
ジメント

2010401075662 関東財務局 石館　幸治 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 ― ○ R4.4.22 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_41

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_37

― 500,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― ○ R2.6.23 ―

ハヤテインベストメント株式会社 5010001100421 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3527-3064 www.hayate.co.jp ― ― ○ ○ R5.2.1 ―
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 ― ○ R1.6.26 ―

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 ― ○ 東京都千代田区三番
町５－１９
ザ・パークハウスグラ
ン三番町907号

03-6272-3257 ― ― 3,000,000 ― ○ H30.10.19 ―

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 山口　仁 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 ― ○ R4.6.16 ―

https://www.big-advance.site/s/177/1498
https://www.big-advance.site/s/177/1498
https://www.big-advance.site/s/177/1498
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_41
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_41
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_41
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_41
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_37
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_37
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_37
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_37
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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 ― ○ H30.5.23 ―

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 ― ○ R2.7.28 ―

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 ― ○ R5.3.15 ―

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 横堀　友生 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

03-3497-3712 ― ― 20,000,000 ― ○ R4.4.28 ―

有限会社シーアールティー・セブ
ン

5010002053115 関東財務局 新谷　浩司 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
18階

03-6871-6600 ― 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 ― ○ R5.1.27 ―

森下　嘉治 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都世田谷区太子
堂５-１６-２
クリスタル三軒茶屋１Ａ

090-2216-
3822

― ― ― ― ○ R1.10.28 ―

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
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― ○ R4.12.13 ―

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

― ファイナンシャル
プランニング事
業

1,000,000 ― ○ H29.6.8 ―

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
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 https://koukoku.silsp
here.jp/?id=149047

― 100,000 ― ○ R3.7.28 ―

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　田渕　安春

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

03-3231-1940 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_26

― 1,000,000 ― ○ R5.3.30 ―

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 木原　大地 代表取締役 ― ○ 東京都目黒区中目黒
三丁目3番2号
EGビル8階あすかホー
ルディングス株式会社
気付

03-5725-1886 ― ― 10,000,000 ― ○ R4.8.2 ―

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 ― ○ H30.6.15 ※R3.6.30付で、金融商品取引法
の規定に基づき、当社に対して、
業務改善命令を発出しました。

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 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目3番50号

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

経営コンサル
ティング業

71,580,000 ― ○ R4.10.3 ―

https://koukoku.silsphere.jp/?id=149047
https://koukoku.silsphere.jp/?id=149047
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_26
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_26
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_26
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_26


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

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 ―

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.
jp/

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 ― ○ R4.2.17 ―

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 稲葉　智也 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

03-5640-3973 http://www.traffic-
i.jp/

― 9,000,000 ― ○ R2.6.16 ―

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

○ ○ 東京都千代田区大手
町1-2-1
Otemachi Oneタワー
27階

03-6206-1908 https://ksg-p.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（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 ― ○ R5.1.18 ―

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　森安　圭介

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ○ R4.4.26 ―

合同会社ＫＩリミテッド 1010403007689 関東財務局 一木　広治 代表社員 ― ○ 東京都渋谷区千駄ヶ
谷2-9-6バルビゾン
3.403(株）ヘッドライン
内

03-5770-7161 ― ― 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/ ― 10,000,000 ― ○ R5.3.13 ―

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　杉原　行洋

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 ― ○ H30.2.19 ―

https://ksg-p.jp/
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SBI-HIKARI P.E.株式会社 4010401049664 関東財務局 中路　武志 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 ― ○ R4.2.25 ―

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 ○ ― 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― 金銭債権の売
買事業

300,000 ― ○ R5.2.13 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 1,500,000 ― ○ R1.11.26 ―

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 ― ○ 東京都中央区新川1-
4-11
高野ビル　5F

03-4405-7254 http://www.omega-
asset.jp/

― 3,000,000 ― ○ R1.7.1 ―

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 ― ○ 東京都品川区東品川
4-12-9　品川シーサイ
ドタワーマンション1010
号

080-2093-
2990

― ― 5,000,000 ― ○ R2.9.3 ―

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 ○ ― 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 ― ○ H30.5.2 ―
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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
天神一丁目1番地

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

経営コンサルタ
ント業務

37,000,000 ― ○ R4.6.23 ―

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/

― ― ― ○ R4.4.7 ―

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 ― ○ R4.7.11 ―

有限会社ローズマリー 1010402036012 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　
DECOTOKYO4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．上記各号に
付帯関連する一
切の業務

3,000,000 ― ○ R3.8.26 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門3丁
目25番5-506号
ウェリスタワー愛宕虎
ノ門

080-5436-
1992

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

― 5,000,000 ― ○ R1.7.23 ―

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　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

03-3231-1940 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_23

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― ― 60,500,000 ― ○ H31.2.26 ―

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　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 ― ○ R5.3.24 ―

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 ― ○ 東京都中央区新川1-
4-11
高野ビル　5F

03-4405-7256 ― ― 3,750,000 ― ○ R1.7.1 ―

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

03-6382-8725 ― ― 85,000,000 ― ○ R3.11.26 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_55

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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　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 ― ○ R3.4.28 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_50

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_23
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_23
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_23
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_23
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_55
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_55
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_55
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_55
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_50
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_50
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_50
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_50
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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 久保田　純一郎 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 ― ○ R5.3.22 ―

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、
保険紹介業

10,000,000 ― ○ H30.8.24 ―

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 廣本　裕一 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目2番2号丸の
内三井ビルディング3
階

03-6268-0330 httpｓ://www.ｊis.co.jp/ ― 100,000,000 ― ○ R4.12.2 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_39

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ―

ＭＭＷａｔｅｒ株式会社 8010001135951 関東財務局 尾崎　健二 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区四番
町6　東急番町ビル10
階

03-3222-9415 ― ― 20,000,000 ― ○ R2.11.30 ―

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　篠田　哲
郎

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 ― ○ R1.7.3 ―

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 ― ― ― ○ ○ H31.2.7 ―

榊原　健太郎 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区六本木一
丁目3番50号

03-6433-2110 ― 経営コンサル
ティング業

― ― ○ R3.7.30 ―

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 https://www.rje.jp ― 110,000,000 ― ○ R5.3.28 ―

株式会社エムズィーワン 8010401091175 関東財務局 権京鎬 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区西原2丁
目26番3号
GA西原102号室

03-5777-3855 ― ― 10,000 ― ○ R3.12.9 ―

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 ― ○ R4.4.18 ―

https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_39
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_39
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_39
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_39
https://www.rje.jp/
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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 ― ○ R5.2.28 ―

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 ―

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 ※R5.1.17付で、金融商品取引法
の規定に基づき、当社に対して、
業務改善命令を発出しました。

ＬＳＧ合同会社 7011103003923 関東財務局 加藤　輝夫 代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋2-
8-2
日欧ビル２階

03-6419-7491 http://www.lsgllc.co ― 2,280,000 ― ○ R5.2.8 ―

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 ― ○ R3.9.17 ―

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 ― ○ 東京都荒川区町屋6-8
町屋パークサイド居串
11-106号

090-2496-
4240

― ― 1,000,000 ― ○ R4.6.16 ―

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 ― ○ R4.3.31 ―

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

― ― ○ ○ R5.3.24 ―

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 ― ― 100,000 ― ○ H29.7.20 ―

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 ―

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 ―

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 ― ○ R2.1.30 ―

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 ― ― 100,100 ― ○ R3.3.29 ―

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 ― ○ R4.3.30 ―

ＭＴＭ　Ｆｕｎｄ２　Ｌｅｇａｃｙ　ＧＰ株
式会社

3010001143042 関東財務局 早瀬　恵三 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
４－５－２０
KSビル4階
マイルストーンターンア
ラウンドマネジメント株
式会社内

03-6867-1368 ― 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 ― ○ R3.8.25 ―

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

― ― ○ ○ R5.1.24 ―

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 ―

http://www.lsgllc.co/
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ＫＬａｂ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会社 4010401097390 関東財務局 長野　泰和 代表取締役社長 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目16番6号
二葉ビル3階

03-5771-1107 http://www.klabventu
res.jp

― 50,000,000 ― ○ R4.6.17 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区九段
北三丁目2番4号メヂカ
ルフレンドビル2階

03-3221-8550 https://www.jaic-
vc.co.jp/jcp/

― 10,000,000 ― ○ R5.1.23 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階

03-3560-5059 ― 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

51,000,000 ― ○ R4.6.28 ―

株式会社テンダネス 1010401094507 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6456-4638 www.tender-am.com ― ― ○ ○ R5.1.25 ―
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　
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
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― 古物営業 100,000 ― ○ R3.4.27 ―

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 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ・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 ― ○ R5.1.17 ―

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 ― 不動産の売買
及び賃貸

3,000,000 ― ○ R4.2.24 ―

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 ― ○ 東京都千代田区有楽
町二丁目10番1号
東京交通会館5階
株式会社アセットソ
リューション内

03-5524-0108 ― ― 200,000 ― ○ R3.3.19 ―

https://www.jaic-vc.co.jp/jcp/
https://www.jaic-vc.co.jp/jcp/
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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 ― ○ R3.5.17 ―

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 ○ ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号  浜松町
ダイヤビル2階

03-5324-2442 ― ― 1,000,000 ― ○ R4.1.5 ―

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 ― ○ R4.11.4 ―

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 ― ○ H30.5.28 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_57

― 3,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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10階

03-6821-0007 ― ― 10,000,000 ― ○ R4.6.29 ―

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 ―

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 蔭山　雄介 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 ― ― 75,000,000 ― ○ R4.12.21 ―

ＮＥＣキャピタルソリューション株
式会社

8010401021784 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6720-8400 https://www.necap.co
.jp/

― ― ○ ○ R1.5.15 ―

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 馬場　勝也 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 ― ○ R4.9.15 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区麹町
４－５－２０
KSビル4階
マイルストーンターンア
ラウンドマネジメント株
式会社内

03-6867-1368 ― 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 ― ○ R3.8.25 ―

佐俣　安理 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区六本木6丁
目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F
（ANRI株式会社内）

090-8569-
0647

http://anri.vc/ ― ― ― ○ R5.2.17 ―

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 ○ ― 東京都武蔵野市吉祥
寺北町1丁目3番11号　
八百源ビル501

080-1067-
4014

― ソフトウエア開
発

3,000,000 ― ○ R2.10.19 ―

株式会社ＢｉｚＡｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ

4010401099742 関東財務局 四井　善人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目8番4号
サンライズ赤坂ビル5
階

03-5544-9432 http://www.bizam.co.j
p/

― 5,000,000 ― ○ R4.3.10 ―

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 ― ○ H30.9.27 ―

https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_57
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_57
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_57
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_57
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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30階霞ヶ関国
際会計事務所内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.5.21 ―

株式会社校倉ロジスティック 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 ― ○ R2.6.29 ―

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 ―

木下　慶彦 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区麻布台三
丁目5番3
グランスイート麻布台
ヒルトップタワー2902
号

070-9056-
4340

https://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

― ― ○ R5.3.20 ―

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/

― ― ○ ○ R4.2.18 ―

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 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階　ＥＰコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 http://www.pinecrest
-am.jp/

― 100,000 ― ○ R4.1.12 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階　ＥＰコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R4.1.12 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.12.21 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.12.21 ―

Z Venture Capital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24階

03-6850-0010 https://zvc.vc/ ― 200,000,000 ― ○ R4.4.25 ―

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-ビス・
キャピタル・パ-トナ-
ズ)
http://www.globiscapi
tal.co.jp/
(株式会社グロ-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

― ○ R4.8.22 ―

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

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 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 200,000 ― ○ R4.3.31 ―

https://skyland.vc/
https://zvc.vc/
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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 ―

合同会社バリュー・ザ・ホテル
ファンド

6010003017778 関東財務局 ポラリス・ホールディングス株式
会社　
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 ― ○ R3.9.8 ―

アパリゾート株式会社 1010401059179 関東財務局 元谷　一志 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 ― ○ R4.4.26 ―

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 ― ○ R2.8.27 ―

株式会社ＦＬＡＶＡ 3010001119843 関東財務局 尾形　一敏 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 ― ○ R1.10.29 ―

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
リードシー築地ビル4階

03-6264-1861 http://skystar.jp/inde
x.html

― 1,000,000 ― ○ R1.8.23 ―

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 ― ○ R2.7.29 ―

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 ― ○ R2.8.12 ―

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　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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_56

― 3,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― ○ 東京都目黒区上目黒
3-6-24
碓井ビル3階

03-5422-6155 http://www.cdonejp.c
om

経営コンサルタ
ント業

100,000 ― ○ R3.11.10 ―

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
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_78

― 100,000 ― ○ R3.6.28 ―

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 ―

株式会社東京リバイタル 7010401103063 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
20階

03-5796-8512 ― ― 30,000,000 ― ○ R4.5.17 ―

新生企業投資株式会社 1010001150387 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 050-3509-
1192

https://www.shinsei-
ci.com/

― ― ○ ○ R5.1.20 ―

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 江口　裕之

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38Ｆ　野
村不動産株式会社
都市開発第一事業本
部　業務部内

03-3348-8144 ― ― 3,000,000 ― ○ R4.4.25 ―

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 清水　賢治 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 ― ○ R4.5.31 ―

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
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_20

― 500,000 ― ○ R3.4.19 ―

https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_56
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_56
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_56
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_56
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_78
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_78
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_78
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_78
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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 ―

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

03-3538-8511 ― ― 1,000,000 ― ○ R1.5.20 ―

株式会社ＫＧＦＢ 7010001152163 関東財務局 坂野　善明 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
神保町二丁目20番6号
恒倉ビル5階

080-8259-
0552

― 有価証券の保
有、運用、投資
等及び売買

1,000,000 ― ○ R4.4.26 ―

デジタルイメージング株式会社 8010401104564 関東財務局 滝澤　信也 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 ― ○ R2.8.21 ―

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 ― ○ R4.6.22 ―

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
内

03-3288-6611 ― ― 100,000 ― ○ H28.5.16 ―

株式会社エーピーアセットマネ
ジメント

6010401104558 関東財務局 落合　陽介 代表取締役 ○ ○ 東京都港区高輪三丁
目25番23号
京急第2ビル1Ｆ

03-6435-9405 ― ― 10,000,000 ― ○ R4.12.19 ―

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 ―

トパーズ・キャピタル株式会社 8010001147501 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5425-9860 http://topazcap.com/ ― ― ○ ○ R4.12.21 ―
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 ○ ○ 東京都港区愛宕2丁目
5番1号
愛宕グリーンヒルズＭ
ＯＲＩタワー39階

03-5425-9860 ― ― 100,000 ― ○ R4.12.21 ―

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 ―

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 ○ ― 埼玉県秩父郡皆野町
皆野305-3

070-4138-
1198

― ― 1,000,000 ― ○ R4.6.8 ―
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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
猿楽町二丁目8-11
VORT水道橋Ⅲ4階

050-5526-
2717

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

89,052,000 ― ○ R3.11.29 ―

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11
階

050-3509-
1192

― 経営コンサル
ティング業務

16,000,000 ― ○ R5.1.18 ―

合同会社メサイアキャピタル 5010403010607 関東財務局 杉原　健太郎 代表社員 ○ ○ 東京都港区六本木四
丁目8番7号三河台ビ
ル5階

03-5468-5450 http://www.msa-
cp.co.jp/

― 1,000,000 ― ○ R1.11.19 ―

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

― 80,000,000 ― ○ R5.3.20 ―

アイ・シグマ・パートナーズ株式
会社

4010001154237 関東財務局 日野　広隆 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町１丁目５番１号　大
手町ファーストスクエア
ウエストタワー２階

03-6206-3210 http://www.isigma-
p.jp/index.html

― 150,000,001 ― ○ R4.10.11 ―

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 ― ○ H30.4.11 ―

みのり株式会社 1010001154702 関東財務局 正田　賢司 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目2番2号　東
宝日比谷ビル13階　ク
リフィックス税理士法
人内

03-3500-5270 ― ― 90,000,000 ― ○ R2.11.17 ―

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 ○ ― 東京都港区浜松町二
丁目3番1号日本生命
浜松町クレアタワー12
階

03-5776-3351 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 ― ○ R3.10.22 ―

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/

― 9,900,000 ― ○ H29.6.29 ―

ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社 1010001154405 関東財務局 坂本　啓晃 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 ― ○ R5.2.2 ―

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 ― ○ R1.10.15 ―
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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 ―

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TBSホールディングス　
職務執行者
片岡正光

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂5-3-6
株式会社TBSホール
ディングス内

03-5571-2595 http://tbs-ip.co.jp/ ― 20,000,000 ― ○ R4.11.1 ―

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 ― ○ R2.7.28 ―

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 ― ○ R4.10.28 ―

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 ― ― 400,000 ― ○ H29.7.18 ―

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2番3号渋谷フク
ラス14階

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

13,323,135,460 ― ○ R5.1.12 ―
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ＵＴＥＣ　３　Ｐａｒｔｎｅｒｓ有限責任
事業組合（郷治　友孝、原口　舞
子、黒川　尚徳、井出　啓介、宇
佐美　篤、坂本　教晃、株式会
社東京大学エッジキャピタル
パートナーズ）

― 関東財務局 株式会社東京大学エッジキャピ
タルパートナーズ　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　南研究棟3
階

03-5844-6671 ― (株式会社東京
大学エッジキャ
ピタルパート
ナーズ）
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

(株式会社東京
大学エッジキャ

ピタルパート
ナーズ）

5,000,000

― ○ R5.1.27 ―

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 ― ○ R5.3.10 ―

ＭｅｄＶｅｎｔｕｒｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式
会社

6010001156487 関東財務局 大下　創 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町三丁目2番1号　
日本橋室町三井タ
ワー７F

03-6273-4437 http://www.medvp.co.
jp/

― 19,625,000 ― ○ R3.7.5 ―

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 ― ○ R1.9.27 ―

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 ○ ― 埼玉県さいたま市緑区
三室1499-1

048-628-0443 ― 物品販売 100,000 ― ○ R5.2.27 ―

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 ― ○ R3.4.27 ―

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 ―

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 ―

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 ― ○ R2.8.27 ―

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 ― ○ 東京都千代田区大手
町二丁目6番4号
常盤橋タワー35階

03-3510-3152 https://www.tmmz.co.
jp/

― 150,000,000 ― ○ R4.9.13 ―

https://www.tmmz.co.jp/
https://www.tmmz.co.jp/
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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/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_62

― 100,000 ― ○ R3.3.26 ―

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.vc/ ― 11,000,000 ― ○ R1.6.27 ―

株式会社Plus　Pｌｕｓ　Group 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
Daiwa麻布テラス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

9,000,000 ― ○ R3.3.17 ―

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ISM 
Otemachi　９F

03-6434-0214 http://www.kppartner
s.jp/

コンサルティン
グ業務

33,500,000 ― ○ R4.4.14 ―

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　篠田　哲
郎

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 ― ○ R2.7.9 ―

俵石ホテルアンドリゾート株式会
社

4010001156076 関東財務局 中田　眞司 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区有楽
町１丁目9番4号
蚕糸会館7階
ゼニス・キャピタル・
パートナーズ株式会社
気付

03-5222-4310 ― 宿泊施設の運
営、旅行業、不
動産業、損害保
険代理業

50,000,000 ― ― R4.11.16 ―

ＮＭＣスリー合同会社 5010003019189 関東財務局 日本みらいホールディングス株
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 ― ○ R2.7.15 ―

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508

03-6804-6823 ― ― ― ― ○ R2.4.24 ―

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 ― ○ R4.3.16 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 700,000 ― ○ R2.8.24 ―

有限会社カーメル 5010002049014 関東財務局 宮平　靖 取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
三丁目5番12号　
DECO TOKYO4階

03-5299-5333 ― ― 3,000,000 ― ○ R2.10.8 ―

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 ―

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

03-6807-5886 http://primalcap.com
/

― ― ― ○ R5.2.20 ―

https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_62
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_62
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_62
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_62
http://archetype.vc/
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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.gumivent
ures.jp/

― 159,350,000 ― ○ R1.11.8 ―

ＭＣｏ株式会社 1010001158678 関東財務局 笹山　幸嗣 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋1
丁目3番13号
東京建物日本橋ビル
11階

03-6367-7970 https://mcokk.com/ 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 ― ○ R5.3.9 ―

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
Ahmad Zulqarnain bin Che On

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 ― ○ R5.1.4 ―

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 ― ○ 東京都港区西麻布二
丁目24番11号 
麻布ウエストビル1階

03-6682-1611 ― ― 100,000 ― ○ H30.11.7 ―

株式会社ＤＧフィナンシャルテク
ノロジー

4010401049813 関東財務局 篠　寛 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10階

03-6367-1500 https://www.dgft.jp/c
ompany/

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
サービス等

1,068,453,710 ― ○ R4.6.29 ―

合同会社ＫＲＦ４３ 6010403010606 関東財務局 一般社団法人エスエスビー　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 ― ― 1,000,000 ― ○ H31.4.12 ―

ライフサイエンスベンチャーキャ
ピタル株式会社

3180001048745 関東財務局 桂山　靖代 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区神田
三崎町3-10-4
千代田ビル5F

03-3868-0811 ― 投資事業
コンサルタント
投資に関連した
融資業務

1,000,000 ― ○ R3.10.20 ―

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 ― ○ R2.8.14 ―

佐藤　太郎 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都世田谷区下馬
四丁目10番15-301号

080-4054-
2386

― ― ― ― ○ R4.6.20 ―

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 ―

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 ―

http://mcokk.com/
https://www.dgft.jp/company/
https://www.dgft.jp/company/
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合同会社ＮＧＩキャピタル 8010403011437 関東財務局 冨田　将顕 代表社員 ○ ― 埼玉県秩父郡皆野町
皆野305-3

070-4138-
1198

― ― 100,000 ― ○ R4.6.8 ―

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 ― ○ R1.8.19 ―

ＧＬＰ・ＧＰ有限会社 1010402028579 関東財務局 帖佐　義之 取締役 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲　八重洲セントラル
タワー16階

03-6897-8008 ― ― 3,000,000 ― ○ R5.1.10 ―

ＳＴＲＩＶＥ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 https://strive.vc/ ― 100,000,000 ― ○ R5.1.27 ―

ＬＡＺＯ株式会社 8011101063381 関東財務局 眞野　定也 代表取締役 ○ ○ 東京都港区東麻布2-
26-16
富士レジデンス301号
室

03-6277-6964 http://lazo-
group.com/

太陽光発電事
業

1,000,000 ― ○ R4.10.24 ―

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
STRIVE株式会社内

03-5770-9190 ― ― ― ― ○ R2.10.6 ―

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
STRIVE株式会社内

03-5770-9190 ― ― ― ― ○ R2.10.6 ―

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 ○ ○ 東京都目黒区自由が
丘二丁目６番19号　自
由が丘オークヒル309
号

090-1470-
1684、080-
5077-4988

http://anchor-g.com/ 経営コンサル
ティング業

8,000,000 ― ○ R5.3.24 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 1,500,000 ― ○ R1.11.18 ―

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

03-5555-6371 http://www.daiwa-
inv.co.jp/dcip/

― 50,000,000 ― ○ R4.12.2 ―

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/

― ― ― ○ R4.3.31 ―

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 ―

アコーディア・ゴルフ・アセット合
同会社

6011003004980 関東財務局 株式会社ゴルフ・アライアンス
職務執行者　大澤　道雄

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 ― ○ R4.7.27 ―

https://strive.vc/
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ＡＮＲＩ株式会社 6011001100170 関東財務局 佐俣　安理 代表取締役 ― ○ 東京都港区六本木6丁
目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F

090-8569-
0647

http://anri.vc/ ― 10,000 ― ○ R5.2.17 ―

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 ○ ― 埼玉県秩父郡皆野町
皆野305-3

070-4138-
1198

― ― 5,000,000 ― ○ R4.6.8 ―

東和銀リース株式会社 8070001004151 関東財務局 富澤　聖 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 ― ○ R4.7.21 ―

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 ○ ― 埼玉県秩父郡皆野町
皆野305-3

070-4138-
1198

― ― 2,000,000 ― ○ R4.6.8 ―

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 ○ ○ 東京都目黒区青葉台
一丁目6番59号

03-6712-6210 ― ホテルの保有、
運営

10,000 ― ○ R1.8.28 ―

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
令和アカウンティング・
ホールディングス株式
会社内

03-3246-3371 ― ― 4,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ○ ○ 埼玉県さいたま市中央
区大字下落合1074番
地１ サンクタス与野タ
ワーレジデンス1402号

090-7104-
1233

― ― 8,000,000 ― ○ R1.5.10 ―

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 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番1号
ミッドタウン・タワー37
階

03-6450-1530 ― コンサルティン
グ

1,000,000 ― ○ R4.2.7 ―

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

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_63

― 100,000 ― ○ R2.8.24 ―

株式会社スガノ・ホールディング
ス

1010401113563 関東財務局 宮川　雅樹 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 ― ○ H30.7.23 ―

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 三品　貴仙 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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_54

― 3,000,000 ― ○ R3.5.7 ―

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 ― ○ R3.6.22 ―

https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_63
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_63
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_63
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_63
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_54
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_54
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_54
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_54
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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 ―

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 池田　力 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 ― ― 10,000,000 ― ○ R4.8.10 ―

北越リース株式会社 8110001023155 関東財務局 高橋　隆二 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 ― ○ R4.11.4 ―

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 ○ ― 茨城県高萩市大字秋
山2663番地5

03-3535-3566 ― ― 100,000 ― ○ R4.2.21 ―

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 ― ○ H30.7.5 ―

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・インター
ネットを利用した
求人求職情報
の企画・開発・
提供並びにその
システムの運
営・人材採用及
び就職に関する
コンサルティン
グ・労働者派遣
事業及び職業紹

72,400,000 ― ○ R4.4.7 ―

ＢＴＰ　Ｃａｐｉｔａｌ合同会社 9010003019986 関東財務局 片岡　瑞穂 代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
2-1-3
アーバンネット日本橋
二丁目ビル10階

03-4405-4835 ― ― 100,000 ― ○ H30.7.23 ―

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

03-6260-8751 ― ― 3,000,000 ― ○ R1.8.6 ―
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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 宮崎　直 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3階

03-3284-1625 ― ― 5,005,000 ― ○ R5.1.30 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.12.23 ―

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 ― ○ R5.2.28 ―

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 ―

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 ― ○ R4.6.23 ―

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 ― ― ― ― ○ R4.6.23 ―

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 ― ― ― ― ○ R4.6.23 ―

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 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目5番5号
大手町タワー16階

03-5220-3801 ― ― 500,000 ― ○ R4.3.29 ―

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 ― ○ R1.6.19 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階ＥＰコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.12.21 ―

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 ―

ＭＯＩＬ特定事業合同会社 6010403012528 関東財務局 内田　裕里 代表社員 ― ○ 東京都中央区東日本
橋2-1-12
グリーンパーク東日本
橋303号

080-4166-
3263

― ― 10,000 ― ○ R4.6.3 ―

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 ―

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　田上　哲也

代表社員 ― ○ 東京都港区新橋二丁
目１１番８号
国土施設ビル4階

03-6206-1184 ― ― 100,000 ― ○ R1.6.26 ―

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＆
コンサルティング

2060001026474 関東財務局 有田　克彦 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

028-689-9696 https://www.tochigin
-capital.co.jp/

― 10,000,000 ― ○ R5.1.27 ―
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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 ―

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 ― ○ R3.5.6 ―

株式会社ＷＢＩ 9040001022502 関東財務局 堀部　伸孝 代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
3-2-14
日本橋ＫＮビル４階

03-6280-5756 ― 1経営コンサルタ
ント業務

30,000,000 ― ○ H30.2.23 ―

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 ―

合同会社リアルテックジャパン 9010003021190 関東財務局 リアルテックホールディングス株
式会社
職務執行者　出雲　充
職務執行者　永田　暁彦
職務執行者　室賀　文治
職務執行者　小正　瑞季
職務執行者　山家　創
職務執行者　木下　太郎
職務執行者　成田　真弥
職務執行者　藤井　昭剛　ヴィル
ヘルム
職務執行者　熊本　大樹

代表社員 ○ ○ 東京都墨田区横川一
丁目16番3号
センターオブガレージ
Room2

03-6630-1000 http://www.realtech.f
und/

― 50,000,000 ― ○ R3.5.24 ―

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 ―

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3丁目7番2号
MFPR日本橋本町ビル
3階

03-4405-8073 http://beyondnextven
tures.com/

有料職業紹介
事業

Ｂｅｙｏｎｄ　Ｎｅｘｔ　
Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式

会社　
10,000,000

― ○ R5.1.30 ―

ＡＺ－Ｓｔａｒ株式会社 8010001166071 関東財務局 青山　裕 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区五番
町2番地7　五番町片
岡ビル1階

03-6268-9491 http://www.az―
star.com/

― 30,000,000 ― ○ R5.2.7 ―
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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 ― ○ R1.5.17 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
ＥＰコンサルティング
サービス内

03-6438-4213 ― ― 100,000 ― ○ R4.1.12 ―

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 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番2号
ミッドタウン・イースト6
階

03-6721-7790 https://www.coloplne
xt.co.jp/

― 100,000,000 ― ○ R4.12.20 ―

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/

― 1,179,897,500 ― ○ R4.12.12 ―

Bonds Investment Group株式会
社

1010001166268 関東財務局 野内　敦 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区千駄ヶ
谷三丁目3番32号エク
セルシオ原宿302

03-6455-4505 https://bonds-ig.com 経営一般及び資
本政策等のコン
サルティング

75,000,000 ― ○ R5.3.28 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門１丁
目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー5階

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 ― ○ R3.4.26 ―

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/

― ― ○ ○ R5.3.20 ―

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
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 ― ― 2,000 ― ○ H30.12.14 ―

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 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽森ビル18階

03-6801-8990 ― ― 1,000,000 ― ○ R5.2.3 ―

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・キャ
ピタル

4010001163840 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6266-5700 ― ― ― ○ ○ R4.11.7 ―

https://www.coloplnext.co.jp/
https://www.coloplnext.co.jp/
https://bonds-ig.com/
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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 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目２番５号霞が
関ビルディング２８階

03-4233-8000 https://www.itcenex.
com

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 ― ○ R4.7.14 ―

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 ―

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 ― ○ H30.4.27 ―

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 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区猿楽町7
番1号　KＤX代官山レ
ジデンス119

080-5642-
9884

― ― ― ― ○ R4.10.20 ―

大和ＰＩパートナーズ株式会社 7010001075595 関東財務局 早川　由紀 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 ― ○ R4.10.21 ―

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 ― ○ 東京都品川区豊町一
丁目17番13号

090-3530-
1142

― 不動産の売買、
賃貸、仲介、斡
旋、管理、投資
及び開発

1,000,000 ― ○ H30.5.15 ―

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 ― ― 50,000 ― ○ R4.2.8 ―

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 ― ○ R4.4.13 ―
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一般社団法人ソフトウェア協会 3010405010499 関東財務局 田中　邦裕 代表理事 ― ○ 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.saj.or.jp (1)ソフトウェア
の権利保護に関
する調査研究
(2)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)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)ソフトウェアに
係るベンチャー
企業の発掘及び
育成
(5)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)ソフトウェア
産業の国際化
の推進
(7)ソフトウェアに
係る利用技術向
上のための人材
育成及び当該人
材の無料職業
紹介

― ― ○ R4.9.5 ―

ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式
会社

3010401117843 関東財務局 原島　克 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 ― ○ R3.7.14 ―

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 ― ○ R5.3.24 ―

株式会社沖縄活性化ソリュー
ションズ

8360001005533 関東財務局 池田　力 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 ― ― 70,000,000 ― ○ R3.7.5 ―

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 ― ○ H31.4.24 ―

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 ―

株式会社ＣＦスタートアップス 6010001167922 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-3527-3334 https://campfire-
startups.co.jp/

― ― ○ ○ R4.12.14 ―

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 ―

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IES2
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 ― ○ R4.5.23 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区神田
三崎町二丁目４番１号
ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ

03-5275-3470 ― ― 300,000 ― ○ H30.6.27 ―

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 ― ○ R3.4.23 ―

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 ―

http://www.saj.or.jp/
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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 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽森ビル18階

03-6801-8990 ― ― 100,000 ― ○ R5.2.3 ―

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 ― ○ R1.10.4 ―

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 ― ○ R4.3.24 ―

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 ○ ― 茨城県高萩市大字秋
山2663番地5

03-3535-3566 ― ― 1,000,000 ― ○ R4.2.21 ―

株式会社ぶぎんキャピタル 6030001007399 関東財務局 小山　和也 代表取締役 ― ○ 埼玉県さいたま市大宮
区桜木町一丁目10番
地８　武蔵野銀行本店
ビル７階

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 ― ○ R4.12.23 ―

ソラ株式会社 6010401113831 関東財務局 中谷　正和 代表取締役 ○ ○ 東京都港区東麻布2-
26-16
富士レジデンス301号
室

03-6277-6964 ― ― 300,000 ― ○ R4.10.14 ―

ホライズン株式会社 4010401116778 関東財務局 野池　徹 代表取締役 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目９番１号　中條ビ
ル３階

03-6205-8086 http://horizon-
saisei.co.jp/

経営コンサル
ティング業

11,750,000 ― ○ R1.12.9 ―

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 ― ○ 東京都新宿区新宿１
－１－７
コスモ新宿御苑ビル７
階A

03-5315-0996 ― 財務コンサル
ティング

2,000,000 ― ○ R3.2.1 ―

合同会社グリーンファイル 1010403013167 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

03-6808-3375 http://www.d-one.co.ｊ
ｐ/

― 1,000,000 ― ○ H30.8.1 ―

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 ― ○ H31.2.26 ―

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
apoIIo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 ― ○ R3.3.18 ―

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
apolloビル3F（株式会
社長越内）

03-6712-6870 ― 公認会計士業 ― ― ○ R3.3.18 ―

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
apolloビル3F（株式会
社長越内）

03-6712-6870 ― ― ― ― ○ R3.3.18 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区内幸
町1-2-1
日土地内幸町ビル5F

03-6721-5673 ― ― 500,000 ― ○ R3.10.28 ―

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

286,500,000 ― ○ R3.4.14 ―
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Ｆ＆Ｔ　Ｈｙｄｒｏ　ｐｏｗｅｒ合同会社 4010403013536 関東財務局 フソウホールディングス株式会
社
職務執行者　福林　師朋

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町2-3-1
コレド室町２　17階

080-7000-
4458

― ― 300,000 ― ○ R5.2.20 ―

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 ―

日本協創投資株式会社 3010001170037 関東財務局 𠮷田　大助 代表取締役社長兼経営企画グループ長 ○ ○ 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

03-5843-7580 http://www.nfji.co.jp/ ― 35,000,000 ― ○ R5.2.9 ―

ＭＳＤ企業投資株式会社 3010001170243 関東財務局 安田　浩 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目９番２号
大手町フィナンシャル
シティ　グランキューブ
１９階

03-3285-3622 http://www.msdi.jp ― 49,500,000 ― ○ R5.3.3 ―

合同会社エル・ブルー 8010403013805 関東財務局 株式会社アトリウム
職務執行者　日下　隆史

代表社員 ○ ○ 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
株式会社アトリウム内

03-6205-0835 ― ― 100,000 ― ○ R2.4.21 ―

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 ○ ○ 東京都港区西麻布一
丁目8番7号綿工連会
館7階

03-4405-4949 http://accordventure
s.co.jp/

経営コンサルタ
ント業

1,000,000 ― ○ R5.1.12 ―

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. 事業提携・仲
介に関する業務
4.不動産の賃
貸、管理、仲
介、斡旋及びこ
れらの代理
5. 各種コンサル
ティング業
6. 前各号に附帯
する一切の事業

151,500,000 ― ○ H30.10.12 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 1,200,000 ― ○ R3.2.19 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門4-
3-1城山トラストタワー
２７階

03-5315-0996 http://www.tepia‐
i.com/

財務コンサル
ティング

50,000,000 ― ○ R3.2.1 ―

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 ― ○ R3.12.20 ―

ブルーパートナーズ株式会社 8010001170981 関東財務局 池野　顕 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

03-3244-1629 ― 貸金業 3,000,000 ― ○ R5.1.19 ―

http://www.nfji.co.jp/
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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 ― ― ― ○ 東京都世田谷区成城
9-30-12
東高成城ペアシティ三
船801

03-5429-6220 ― 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、ＦＤ
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）

― ― ○ R2.12.25 ―

DBJ地域投資株式会社 7010001170784 関東財務局 松木　大 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 ― 経営および財務
に関するコンサ
ルティング業
務、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、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、前各号に付
帯関連する一切
の業務。

7,000,000 ― ○ R4.7.20 ―

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 木場　祥介 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区築地一
丁目12番22号　コンワ
ビル４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

69,597,000 ― ○ R5.1.31 ―

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 ○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
16番13号
桜丘フロントビルⅡ5階

070-9056-
4340

https://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 ― ○ R5.3.20 ―

http://skyland.vc/
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Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 2号株式会社

5011001107877 関東財務局 林　正栄 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ○ R4.4.28 ―

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 ― ○ R3.7.6 ―

恒信サービス株式会社 6011101006557 関東財務局 大槻　延弘 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 ― ○ R2.7.27 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.12.21 ―

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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ○ R3.12.21 ―

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 ― ○ 東京都渋谷区恵比寿
西一丁目33番6号　ＪＰ　
ｎｏｉｅ　恵比寿西　1Ｆ

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 ― ○ R4.9.30 ―

株式会社Ｈ＆Ｄパートナーズ 1010001171929 関東財務局 田辺　達弥 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

03-3244-2544 ― 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 ― ○ R4.6.27 ―

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　上野　太市

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目１番１号
ザイマックス赤坂111ビ
ル７階

03-5544-6860 ― ― 2,000 ― ○ R5.1.27 ―
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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 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区神田
三崎町二丁目４番１号
ＴＵＧ－Ｉビル９Ｆ

03-5275-3470 ― ― 300,000 ― ○ H30.6.27 ―

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 ―

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 ― ○ 東京都千代田区麹町
４－５－２０
KSビル4階
マイルストーンターンア
ラウンドマネジメント株
式会社内

03-6867-1368 ― 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 ― ○ R3.8.25 ―

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

03-3231-1933 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_94

― 1,000,000 ― ○ R3.4.30 ―

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 ― ○ R2.10.20 ―

筑波総研株式会社 9050001009283 関東財務局 木村　伊知郎 代表取締役 ○ ○ 茨城県つくば市竹園一
丁目7番

029-829-7560 https://www.tsukubai
r.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

50,000,000 ― ○ R4.7.21 ―

https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_94
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_94
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_94
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_94
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株式会社ＧＸインキュベート 8010701031574 関東財務局 岡田　健太郎 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 ― ○ R1.11.22 ―

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 ― ○ R4.5.23 ―

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IES2
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 ― ○ R4.5.23 ―

株式会社カタリストキャピタル 7010401122393 関東財務局 星野　隆作 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木六
丁目８番１０号ステップ
六本木ビル５階

03-6206-8465 http://catalyst-
capital.jp

― 10,000,000 ― ○ R1.7.4 ―

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 ― ― ― ○ ○ R3.6.16 ―

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 ― ○ R4.11.16 ―

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 ―

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 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ○ R4.4.26 ―

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5一般社団法
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 ― ○ R3.5.31 ―

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.
co.jp/

― ― ○ ○ R3.5.17 ―

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 ― ○ R5.3.31 ―

株式会社丸の内キャピタル 6010001172492 関東財務局 藤田　正敦 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 https://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 ― ○ R5.3.6 ―

https://marunouchi-capital.com/
https://marunouchi-capital.com/
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Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 3号株式会社

8011001108922 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ○ R4.4.28 ―

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 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
六丁目10番9号
原宿董友ビル4階

03-6805-0379 ― 経営コンサル
ティング業
自己投資

17,450,000 ― ○ R4.1.20 ―

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 ― ○ R5.1.27 ―

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
13階

050-3509-
0018

― ― 3,000,000 ― ○ R4.10.14 ―

平安ジャパン・インベストメント株
式会社

5010401121513 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5575-3328 http://www.pinganjap
an.com/

― ― ○ ○ H30.10.22 ―

フロネシス・アドバイザーズ有限
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、柳川庸子（杉田
庸子））

― 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 ― ○ 東京都港区赤坂9-7-1
ミッドタウン・タワー18
階
フロネシス・パートナー
ズ株式会社内

03-4580-9919 http://www.phronesis
-partners.co.jp

― フロネシス・
パートナーズ株

式会社
47,500,000

― ○ R4.12.15 ―

飯沼　良介 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 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27
階
アント・キャピタル・
パートナーズ株式会社
内

03-3284-1711 ― ― ― ― ○ R4.3.3 ―

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　
原田　知広

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　小山　高弘

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/

― 50,000,000 ― ○ R3.7.7 ―

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 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 5号株式会社

8011001108352 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ○ R4.4.28 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区麹町
４－５－２０
KSビル4階
マイルストーンターンア
ラウンドマネジメント株
式会社内

03-6867-1368 ― 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 ― ○ R3.8.25 ―

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 ― ○ R4.3.4 ―
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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　沼部　英樹
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

○ ○ 東京都港区北青山三
丁目5番29号
One Omotesando 7階

03-6447-1334 MTパ-トナ-ズ株式会
社
htto://mtpartners.co.j
p/

あすかホ-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

― ○ R4.6.28 ―

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 ― ― R5.3.23 ―

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　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 ― ― 2,000 ― ― H30.12.14 ―

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

03-3231-1993 https://sites.gooogle.
com/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_87

― 3,000,000 ― ― R3.4.30 ―

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 ― ― R2.6.29 ―

STRIVEII有限責任事業組合
（STRIVE株式会社、天野雄介、
堤達生）

― 関東財務局 STRIVE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STRIVE株式会
社内

03-5770-9190 httpｓ：//strive.vc/ ― STRIVE株式会
社

100000000

― ― R5.1.27 ―

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 ― ― R1.8.29 ―

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 ○ ○ 東京都港区赤坂9丁目
7番1号　ミッドタウン・
タワー18階

03-4590-1570 http://www.japanclou
d.co.ｊｐ

― 2,750,000 ― ― R4.3.23 ―

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 ― ― R3.5.12 ―

株式会社ANOBAKA、ＫＶＰ１号
有限責任事業組合（長野　泰
和、萩谷　聡）

― 関東財務局 株式会社ANOBAKA　長野　泰
和

代表取締役社長 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
1-16-6　二葉ビル 3F

03-6161-3020 https://anobaka.jp/ ― 株式会社
ANOBAKA
10,000,000

― ― R3.4.12 ―

株式会社X-Fund 8010001148706 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5766-9220 ― ― ― ○ ― R5.1.20 ―
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 ○ ○ 東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズＭ
ＯＲＩタワー17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R3.5.7 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R1.11.26 ―

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 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内1-6-2新丸の内セン
タービル21階

03-3216-7187 https://nipponci.com/ ― 50,000 ― ― H30.11.7 ―

GiTV株式会社 6010001173862 関東財務局 安達　俊久 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区内幸
町二丁目1番6号
日比谷パークフロント
9F

080-1293-
6100

https://www.gitv.vc/ 経営コンサルタ
ント業

165,000,000 ― ― R4.12.1 ―

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 ○ ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.11.9 ―

https://sites.gooogle.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_87
https://sites.gooogle.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_87
https://sites.gooogle.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_87
https://sites.gooogle.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_87
https://anobaka.jp/
https://www.gitv.vc/
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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 植田　浩輔 代表取締役 ― ○ 東京都文京区本郷七
丁目3番1号　東京大
学南研究棟　アントレ
プレナーラボ261

03-3830-0200 https://www.utokyo-
ipc.co.jp/

― 45,000,000 ― ― R5.1.23 ―

株式会社ｉＳＧＳインベストメント
ワークス

2010401125203 関東財務局 重松　真希子 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34階

03-5575-1286 http://isgs-
iw.com/home/

― 10,000,000 ― ― R5.3.31 ―

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、曽
我　悠平、フェムトパートナーズ
株式会社、新生グロースキャピ
タル株式会社）

― 関東財務局 磯崎　哲也
（フェムトパートナーズ株式会社）
松原一平
（新生グロースキャピタル株式会
社）

代表取締役 ― ○ 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
11階

050-3509-
1192

http://femto.vc ― 30,000,000
（フェムトパート
ナーズ株式会

社）
20,000,000（新

生グロースキャ
ピタル株式会

社）

― ― R5.1.19 ―

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 ― ― R2.10.1 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目3番１号
東京虎ノ門グローバル
スクエア12F

03-6809-2115 https://www.jgia.co.jp
/

― 15,750,000 ― ― R4.12.15 ―

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 https://www.longblac
k.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 ― ― R4.7.5 ―

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 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R3.2.25 ―

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 ― ― R4.3.14 ―

株式会社DG Daiwa Ventures 1010001176837 関東財務局 大熊　将人
阿部　東洋

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5階

03-6367-1081 https://dg-daiwa-
v.com

― 25,000,000 ― ― R5.2.21 ―

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
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 150,000 ― ― R1.9.4 ―

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 ― ― R5.1.27 ―

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　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 ― ― 3,000,000 ― ― R3.4.28 ―

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 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽森ビル18階

03-6801-8990 ― ― 100,000 ― ― R5.2.3 ―

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 ― ― R4.3.18 ―

https://www.longblack.co.jp/
https://www.longblack.co.jp/
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株式会社熊本リバイタル 7010401126411 関東財務局 池田　力 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 ― ― 25,000,000 ― ― R3.7.5 ―

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.　
高橋　威雄
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

― SPIRAL 
VENTURES 

PTE. LTD.
4,153,349米ド

ル
Spiral Capital株

式会社
100,000円

― ― R4.12.16 ―

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　篠田　哲
郎

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 ― ― R2.7.9 ―

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4-7-19
ツボヤビル2階

03-3261-3141 ― 経営コンサル
ティング

500,000 ― ― H30.9.20 ―

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　北
林　義成

代表社員 ○ ○ 東京都品川区上大崎
3-1-1
目黒セントラルスクエ
ア15階
フィンテックアセットマ
ネジメント株式会社内

03-6456-4640 http://www.fgiam.co.j
p/

― 100,000 ― ― R3.9.2 ―

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 ―

響きパートナーズ株式会社 7010001115525 関東財務局 小倉　和隆 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.hibikipart
ners.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 ― ― R5.2.17 ―

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4-7-19　ツボヤビル
2階

03-3261-3141 ― 企業会計コンサ
ルティング　企
業経理事務受

3,000,000 ― ― R2.10.12 ―

株式会社ＱＣアセット 1011001053927 関東財務局 ― ― ― ○ ― 03-6665-9880 http://www.qcasset.jp ― ― ○ ― R4.9.26 ―
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1番1号
 日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

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1番1号
 日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

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/ ― ― ○ ― R3.4.26 ―

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9番地1　麹町三番
町マンション502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 ― ○ R4.8.8 ―

合同会社Ｇ２ 4010003015726 関東財務局 一般社団法人Ｇ２
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_149

― 100,000 ― ― R3.10.27 ―

ＳＳＧ３合同会社 3010003016535 関東財務局 一般社団法人ＳＳＧ３
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_150

― 100,000 ― ― R3.10.27 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 6号株式会社

1011001113689 関東財務局 林　正栄 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

http://www.fgiam.co.jp/　
http://www.fgiam.co.jp/　
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_149
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_149
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_149
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_149
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_150
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_150
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_150
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_150
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ONEA一般社団法人 6011105007386 関東財務局 林　秀次 代表理事 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽森ビル18階

03-6801-8990 ― ― 72,000,000 ― ― R5.2.3 ―

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・インベストメンツ・
ジャパン合同会社　職務執行者　
エマニュエル・ヴレヴァン

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 ― ― 1,000,000 ― ― R4.10.17 ―

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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.31 ―

株式会社大宗地所 5011001113933 関東財務局 八木　浩史 代表取締役 ― ○ 東京都渋谷区円山町
20番1号
新大宗道玄坂上ビル2
階

03-3463-5121 http://asa-
epn.jp/di/0008/3fj8/

― 3,000,000 ― ― R5.1.10 ―

Rich Mori Investment株式会社 1011101078361 関東財務局 李　貞子
沼崎　輝也

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

03-6262-7228 ― ― 5,000,000 ― ― R3.12.14 ―

グロースポイント・エクイティ有限
責任事業組合（新谷大輔、吉崎
浩一郎）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区南青山二
丁目4番15号
天翔南青山ビルS-214
号

03-3478-2061 www.gp-equity.com 経営その他に係
るコンサルティン
グ業務

― ― ― R4.3.29 ―

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 ― ― H30.4.26 ―

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
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 300,000 ― ― R1.9.4 ―

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 ― ― 1,500,000 ― ― H29.12.12 ―

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 ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町二丁目3番4号
江戸ビル6階

03-6264-7140 ― ― 5,000,000 ― ― R4.4.20 ―

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　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号
BRICK GATE京橋ビル
3F　AOJ税理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R4.12.22 ―

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 ― ― ― ― ― R4.3.31 ―

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 ― ― ― ― ― R4.3.31 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― R3.3.31 ―

株式会社マルタスインベストメン
ト

6010701033779 関東財務局 後藤　研二 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目10番1号
有楽町ビル11階1117

03-6810-0275 ― （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

55,000,000 ― ― R4.11.14 ―
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新生響きキャピタル株式会社 2010001181786 関東財務局 小倉　和隆 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 ― ― 6,000,000 ― ― R5.1.11 ―

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 ― ― 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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

近藤　正純ロバート ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区南青山４
丁目22番１号王子ホー
ムズ青山204号

090-7410-
0319

― ― ― ― ― H30.7.6 ―

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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R3.5.10 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― R5.2.6 ―

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 ― ― 100,000 ― ― H30.3.28 ―

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

050-5361-
9378

― Otsumu株式会
社
1.インターネット
サービスプロバ
イダー事業
2.インターネット
サービスコンサ
ルティング事業

Otsumu株式会
社

350,000

― ― R2.6.17 ―

丸の内インフラストラクチャー株
式会社

7010001182425 関東財務局 木澤　茂 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目6番5号丸の
内北口ビルディング23
階

03-6256-0480 https://www.marunou
chi-infra.co.jp/

― 245,000,000 ― ― R4.2.24 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― H29.3.30 ―

一般社団法人ＩＧＰＩ持株会 2010005026541 関東財務局 望月　愛子 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８階

03-4562-1540 ― ― 10,000,000 ― ― R3.4.23 ―

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 ― ― ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目11番4号
日土地西新橋ビル7階

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

― ― ― R3.8.16 ―

株式会社　マーキス 5010401113790 関東財務局 税所　篤 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目9番8号
パレロワイヤル永田町
303

03-6434-9364 ― 不動産業 1,000,000 ― ― R3.7.1 ―

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 ―

JPH Group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 ― DRCグループの
持株会社

1,000,000 ― ― R3.5.17 ―

https://www.marunouchi-infra.co.jp/
https://www.marunouchi-infra.co.jp/
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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 ― ― 100,000 ― ― H29.4.21 ―

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

050-5835-
0966

― ― 500,000 ― ― R3.2.12 ―

JADE合同会社 8010403016428 関東財務局 パットリツィア・アウグスブルク・
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 ― ― 10,000 ― ― H30.11.13 ―

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 ― ― 35,000,000 ― ― R4.3.29 ―

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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.6.18 ―

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　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 https://koukoku.silsp
here.jp/?id=150366

― 1,000,000 ― ― R3.7.28 ―

理研Jテクノロジーズ合同会社 1010003024960 関東財務局 河井　良成 代表社員 ― ○ 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

03-5312-5735 ― 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 ― ― R1.11.13 ―

キャナルベンチャーズ株式会社 2010601051637 関東財務局 朝田　聡一郎 代表取締役 ― ○ 東京都江東区豊洲1-
1-1

03-4579-2457 ― ― 100,000,000 ― ― R4.4.26 ―

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　菅井　康二朗

代表社員 ― ○ 東京都中央区八重洲
2-6-15
JOTOビル602

03-3271-3552 ― 不動産賃貸業
務

1 ― ― R1.11.1 ―

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 ― ― 100,000 ― ― R3.9.1 ―

https://koukoku.silsphere.jp/?id=150366
https://koukoku.silsphere.jp/?id=150366


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

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 ― ― ○ ○ 東京都世田谷区成城
9-30-12
東高成城ペアシティ三
船801

03-5429-6220 ― 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、ＦＤ
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）

― ― ― R3.10.13 ―

朝日メディアラボベンチャーズ株
式会社

6010001182665 関東財務局 野澤　博 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

― 50,000,000 ― ― R5.1.30 ―

コバルトインベストメント株式会
社

8010001184065 関東財務局 佐藤　正秀 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3階

03-3284-1669 ― ― 5,000,000 ― ― R5.3.31 ―

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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.6.2 ―

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、インキュベイト
ファンド株式会社）

― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
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/

― インキュベイト
ファンド株式会

社
72,400,000

― ― R4.6.10 ―

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 ― ― 100,000 ― ― 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 ― ― 1,000,000 ― ― R3.10.27 ―
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福島リカバリ株式会社 9380001019464 関東財務局 仲沢　透 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 ― 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 ― ○ R5.1.12 ―

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

― 有価証券の取
得及び保有、コ
ンサルティング

41,500,000 ― ― H29.6.26 ―

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 ― ― 100,000 ― ― H29.12.12 ―

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 ― ― 100,000 ― ― 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 ― ― 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 田口　敬二郎 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

03-6851-4347 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 ― ― R3.8.12 ―

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 ― ― 100,000 ― ― R4.1.13 ―

360ipジャパン株式会社 3010001145261 関東財務局 藤森　朝詩 代表取締役 ― ○ 東京都文京区湯島三
丁目28番18号　AD・
HOMES804号

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 ― ― R5.2.28 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― H29.8.1 ―

ＴＴ１有限責任事業組合（株式会
社東京通信及び東京通信キャ
ピタル合同会社）

― 関東財務局 株式会社東京通信　古屋　佑樹

東京通信キャピタル合同会社
株式会社東京通信　
職務執行者　古屋　佑樹

株式会社東京通信
代表取締役

東京通信キャピタル合同会社
代表社員

○ ○ 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22階

03-6452-4523 ― ― 株式会社東京
通信

471,573,375

東京通信キャ
ピタル合同会

社
100,.000

― ― R4.11.22 ―

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 ― ― 50,000 ― ― H29.6.30 ―

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 ― ― 50,000 ― ― H29.7.31 ―
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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 ― ― 5,000,000 ― ― H30.7.19 ―

株式会社１００キャピタル 1010401123488 関東財務局 後藤　洋介 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 https://100capital.co.j
p/

― 35,000,000 ― ― R3.6.30 ―

マネックスベンチャーズ株式会
社

5010001096379 関東財務局 和田　誠一郎 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

03-4323-3825 http://www.monexven
tures.com/

ベンチャーキャ
ピタル事業

100,000,000 ― ― R4.7.13 ―

ＡＮＲＩ有限責任事業組合（佐俣　
安理、ＡＮＲＩ株式会社）

― 関東財務局 ＡＮＲＩ株式会社　佐俣　安理 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木6丁
目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F

090-8569-
0647

http://anri.vc/ ― ＡＮＲＩ株式会社
10,000

― ― R5.2.17 ―

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 ― 経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

25,000,000 ― ― R5.2.13 ―

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 ― ○ 東京都港区赤坂四丁
目2番6号
住友不動産新赤坂ビ
ル2階アクタス税理士
法人内

03-3224-8888 ― ― 1,000,000 ― ― R3.11.18 ―

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
１８階
（株式会社ジェイ・ウィ
ル・アセットマネジメン
ト内）

03-6266-5220 ― ― 300,000 ― ― R2.10.6 ―

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 ― ○ 東京都港区赤坂四丁
目2番6号
住友不動産新赤坂ビ
ル2階アクタス税理士
法人内

03-3224-8888 ― ― 1,000,000 ― ― R3.11.29 ―

フリーバンクキャピタル株式会
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
室町1-10-10
LXS室町702

03-3527-2235 http://freebank.co.jp/ コンサルティン
グ

59,250,000 ― ― R5.3.24 ―

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

― ― R4.7.20 ―

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 ― ― 50,000 ― ― R3.11.24 ―

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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

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　松尾　大樹

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木三
丁目2番1号
六本木グランドタワー
37階

03-4540-7830 ― ― 1,000,000 ― ― R1.6.13 ―

株式会社ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ 2010101010903 関東財務局 志村　貴雄 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

070-5047-
2915

― ― 10,000 ― ― R4.2.7 ―

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 ― ― ― ○ ― ― http://www.shinsei-
if.com

― ― ○ ― R5.1.25 ―

株式会社ミダスキャピタル 9010001186226 関東財務局 吉村　英毅 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂八丁
目11番37号
いちご乃木坂ビル５階

03-6804-6391 https://midascapital.j
p/

― 10,000,000 ― ― R5.2.2 ―

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 ― ― 50,000 ― ― H29.10.3 ―

https://100capital.co.jp/
https://100capital.co.jp/
https://midascapital.jp/
https://midascapital.jp/
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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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― R2.8.12 ―

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 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビ
ル4階

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― H31.2.7 ―

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　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.4.19 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― R3.3.31 ―

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 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3階インキュベイト
ファンド株式会社内

080-3500-
2997

https://www.idaten.vc
/

― (IDATEN 
Ventures合同

会社)
1,000,000

― ― R3.10.28 ―

松本　壮志 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都足立区千住二
丁目１８番地為静ビル
３０２

03-3870-8631 ― コンサルタント業 ― ― ― H29.10.31 ―

株式会社よしもと統合ファンド 1011101070896 関東財務局 大崎　洋 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区新宿五
丁目18番21号

03-3209-8302 ― ― 25,000,000 ― ― R2.10.30 ―

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 ― 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 ―

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 ― ― 50,000 ― ― H29.11.16 ―

ＦＶＰ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1番1号
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.23 ―

LEADING CAPITAL株式会社 5010701031585 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6453-0191 http://www.isle-
cap.co.jp/

― ― ○ ― R4.10.14 ―

エス・アイ・ピー株式会社 6010401053012 関東財務局 齋藤　茂樹 代表取締役幹事パートナー ○ ○ 東京都港区南青山一
丁目2番6号
ラティス青山スクエア2
階

03-6434-0814 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

97,800,376 ― ― R4.7.26 ―

ホテルＫＡＮＡＺＡＷＡ合同会社 2010403017621 関東財務局 株式会社サイトリ細胞研究所　
職務執行者　藤田　晃充

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目5番1号　近
鉄霞が関ビル4階

03-5501-4100 ― ― 300,000 ― ― R4.9.2 ―

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 ○ ○ 東京都港区六本木3-
2-1　
住友不動産六本木グ
ランドタワー41階　
フロンティア・マネジメ
ント株式会社内

03-6862-8572 https://www.fcdpartn
ers.com/

経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

6,000,000 ― ― R3.7.26 ―

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　吉岡　淳

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.4.13 ―

https://www.fcdpartners.com/
https://www.fcdpartners.com/


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

Founder Foundry 有限責任事業
組合（梶谷　亮介、家入　一真、
ＮＯＷ株式会社）

― 関東財務局 ＮＯＷ株式会社　梶谷　亮介 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区富士
見1-3-11
冨士見デュープレック
スB's 4F

090-2640-
6606

https://now.vc/ （家入一真:会社
経営）
株式会社
CAMPFIRE 代
表取締役社長、
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

(ＮＯＷ株式会
社)

1,000,000

― ― R5.2.7 ―

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 ― ― 1,000,000 ― ― R3.3.31 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 7号株式会社

2010401134963 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

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 ― ― 200,000 ― ― H29.12.15 ―

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 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

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 ― 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

100,000,000 ― ― R5.1.23 ―

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、イ
ンキュベイトファンド株式会社)

― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
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/

― インキュベイト
ファンド株式会

社
72,400,000

― ― R4.6.10 ―

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 池田　力 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 ― ― 10,000,000 ― ― R3.4.15 ―

https://now.vc/
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UTEC Partners有限責任事業組
合（郷治　友孝、原口　舞子、黒
川　尚徳、井出　啓介、宇佐美　
篤、坂本　教晃、株式会社東京
大学エッジキャピタルパートナー
ズ、﨑田　博之、小林　宏彰）

― 関東財務局 株式会社東京大学エッジキャピ
タルパートナーズ
郷治　友孝

代表取締役社長CEO ― ○ 東京都文京区本郷七
丁目3番1号
東京大学　南研究棟3
階

03-5844-6671 ― （株式会社東京
大学エッジキャ
ピタルパート
ナーズ）

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

（株式会社東京
大学エッジキャ

ピタルパート
ナーズ）

5,000,000

― ― R5.1.27 ―

B Cryptos株式会社 3010401134475 関東財務局 園部　光宏 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/ ― 5,000,000 ― ― R4.9.22 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 8号株式会社

1010401135558 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

サファイア・キャピタル株式会社 6010001174860 関東財務局 山田　泰生 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
一丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3Ｆ

03-6262-7930 ― ― 11,250,000 ― ― R4.7.27 ―

有限会社エスエヌアール・テン 3010002053125 関東財務局 古崎　鉄太郎 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
18階

03-6871-6600 ― ― 3,000,000 ― ― R5.1.25 ―

CAC CAPITAL株式会社 9010001187406 関東財務局 前田　卓也 代表取締役 ○ ○ 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ウェ
ア　イーストタワー４階

03-5219-1375 http://www.cac.capita
l/

― 20,000,000 ― ― R3.9.3 ―

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 ― 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
１－１８－１０
京阪世田谷ビル

03-3795-8897 https://olm.co.jp/abo
ut/#4

― 10,000,000 ― ― R5.3.24 ―

エスアンドエムパートナーズ株式
会社

6010001188836 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
13階

050-3509-
0023

― ― 10,000,000 ― ― R5.1.30 ―

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 ― ― 100,000 ― ― H30.1.18 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

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 ― ― 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 ― ― 100,000 ― ― H30.1.19 ―

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 ― ― 50,000,000 ― ― R4.3.29 ―

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 ― ― 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 瀨古　毅 代表取締役 ○ ○ 東京都港区海岸一丁
目7番1号　東京ポート
シティ竹芝オフィスタ
ワー8階

03-6721-5926 http://www.easticp.co
m/

経営助言業務 1,000,000 ― ― R2.9.25 ―

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 https://www.firstbrot
hers.com/company/fb
c/

不動産投資事
業
その他投資事業

120,000,000 ― ― R5.3.29 ―

アーキタイプベンチャーズ有限
責任事業組合（中嶋　淳、福井　
俊平）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区麻布十番2
−8−10
麻布松屋ビル4F

03-3798-3700 http://archetype.vc/ アーキタイプ株
式会社　代表取
締役・アーキタイ
プベンチャーズ
株式会社　代表
取締役　中嶋 
淳、
アーキタイプベ
ンチャーズ株式
会社　取締役　
福井 俊平

― ― ― R5.1.5 ―

株式会社日本投資ファンド 4010001189225 関東財務局 大槻　昌彦 代表取締役 ○ ○ 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22階
株式会社日本Ｍ＆Ａセ
ンター内

03-5218-6071 ― 金銭債権、不動
産、株式の売買
並びに売買の仲
介及び斡旋
金銭の貸付業
務

8,000,000 ― ― R4.3.1 ―

合同会社ノーヴェグランデ 6010003026754 関東財務局 一般社団法人ノーヴェグランデ
職務執行者
櫻井　和儀

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階
レコルテ内

03-6810-8304 ― ― 1,000,000 ― ― R2.8.26 ―

合同会社モルト・スリー 1010003026858 関東財務局 一般社団法人モルトホールディ
ングス・スリー
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 ― ― 100,000 ― ― H30.3.16 ―

アプリコット・ベンチャーズ有限
責任事業組合（白川智樹、株式
会社mint）

― 関東財務局 株式会社mint
白川智樹

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区東二丁
目25番3号WAVE渋谷5
階

090-6492–
0060

― ― 3,000,000 ― ― R4.6.14 ―

株式会社広島リサ・アセットマネ
ジメント

5010401127799 関東財務局 石館　幸治 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 ― ― 10,000,000 ― ― R4.5.25 ―

両国福祉貢献プロジェクト合同
会社

8010003026892 関東財務局 スターツコーポレーション株式会
社 職務執行者 石田　元二

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
三丁目4番10号
スターツ八重洲中央ビ
ル3階

03-6202-0377 ― ― 1,000,000 ― ― H30.2.8 ―

合同会社リオグランデ 2010403017902 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47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.6.14 ―

アコード・ベンチャーズ有限責任
事業組合(石丸文彦、水木孝
幸、鈴木智也、株式会社アコー
ド・ベンチャーズ）

― 関東財務局 株式会社アコード・ベンチャーズ 
石丸文彦

代表取締役 ○ ○ 東京都港区西麻布一
丁目8番7号綿工連会
館7階

03-4405-4949 http://accordventure
s.co.jp

― 株式会社ア
コード・ベン

チャーズ
1,000,000

― ― R3.8.26 ―

https://www.firstbrothers.com/company/fbc/
https://www.firstbrothers.com/company/fbc/
https://www.firstbrothers.com/company/fbc/
http://archetype.vc/
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合同会社泊多 2010003026898 関東財務局 一般社団法人ＩＥＳ２
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 ― ― H30.2.13 ―

丸の内三丁目合同会社 5010003026813 関東財務局 一般社団法人丸の内三丁目
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

03-3231-1992 ― ― 100,000 ― ― H30.2.15 ―

合同会社gumi Cryptos Capital 3011103007647 関東財務局 株式会社gumi Ｃｒｙｐｔｏｓ
職務執行者　國光　宏尚

代表社員 ○ ○ 東京都新宿区西新宿
四丁目34番7号
住友不動産西新宿ビ
ル5号館3F

03-5358-5322 ― ― 5,000,000 ― ― R1.8.28 ―

ナインアワーズプロパティファン
ド合同会社

8010003026067 関東財務局 一般社団法人ナインアワーズプ
ロジェクト
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 ― ― 100,000 ― ― R5.1.19 ―

合同会社ダブルオーセブン 4010003026806 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
増渕　俊介

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 ― ― R3.4.30 ―

恵比寿南一丁目合同会社 3010003026939 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 ― ― 1,000,000 ― ― H30.8.21 ―

合同会社クリスタ 4010003026772 関東財務局 一般社団法人クリスタ
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.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_92

― 100,000 ― ― R4.6.22 ―

合同会社金沢西口駅前ホテル 5010403018121 関東財務局  一般社団法人金沢西口駅前ホ
テル
職務執行者　菅原　英樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区新橋2-19-
10
新橋マリンビル8階
ビーロット・アセットマネ
ジメント株式会社内

03-6891-2526 ― ― 100,000 ― ― R3.1.25 ―

古宮博幸、水上圭、大谷直樹、
野瀬宏平、馬場太久麿、福重慎
一郎、木村茂樹、柿坪裕

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目3番1号
大手町プレイス　ウエ
ストタワー24階
JPインベストメント１号
有限責任事業組合内

03-6457-9881 ― 大谷　直樹
(株)マイスターエ
ンジニアリング　
非常勤独立社
外取締役
(株)ダイヤ経営
サポート　代表
取締役
エン・ジャパン㈱　
社外監査役（監
査等委員）
弁護士業

野瀬　宏平
ふくふく計画合
同会社　社員

馬場　太久麿
（一社）スタート
アップ・リーダー
シップ・プログラ
ムジャパン　理
事

木村　茂樹
（株）スティミュラ
ス　代表取締役
ソラリス・マネー
ジメント㈱　監査
役

― ― ― R4.7.5 ―
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イーストベンチャーズ有限責任
事業組合（株式会社TIG、エトウ
キャピタル株式会社、金子　剛
士）

― 関東財務局 株式会社TIG　松山太河

エトウキャピタル株式会社　衛藤
バタラ

代表取締役

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 ― ― （株式会社TIG）
10,000,000

（エトウキャピタ
ル株式会社）

50,000,000

― ― H30.5.28 ―

合同会社ＰＣ８ 8010003027081 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 ― ― R3.3.31 ―

株式会社キャピタルメディカ・ベ
ンチャーズ

2010401128239 関東財務局 青木　武士 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19
階

03-5501-2230 https://eucalia.jp/cm
v/

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、
経営コンサルタ
ント業

100,000,000 ― ― R4.11.9 ―

知多美浜インベストメント合同会
社

7010003027025 関東財務局 知多美浜インベストメント一般社
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 ― ― 200,000 ― ― R3.4.23 ―

合同会社ライス 8010403018135 関東財務局 一般社団法人ライス
職務執行者
粟国　正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R1.11.18 ―

ＡＬＰＳ合同会社 4010003026995 関東財務局 ＡＬＰＳ一般社団法人
職務執行者　
須田　和彦

代表社員 ○ ○ 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27
階

03-3284-1711 ― ― 200,000 ― ― R4.2.28 ―

新生レンブラントパートナーズ株
式会社

2010001190283 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
11階

050-3509-
1192

― 経営コンサル
ティング業務

4,000,000 ― ― R5.1.20 ―

新生グロースキャピタル株式会
社

4010001190513 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2丁目4番3号
日本橋室町野村ビル
11階

050-3509-
1192

― ― 20,000,000 ― ― R5.1.12 ―

FULCRUM合同会社 7010403013905 関東財務局 松田　晋之介 代表社員 ○ ○ 東京都港区北青山1丁
目4番1号　ランジェ青
山910

03-6434-9480 ― ― 3,000,000 ― ― H30.3.22 ―

合同会社カブキレジデンシャル1
号

2010403018124 関東財務局 一般社団法人カブキレジデン
シャル1号
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
会社内

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― H30.3.26 ―

合同会社共同インフラファンド 4010403018171 関東財務局 一般社団法人共同インフラファ
ンド
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 ― ― H30.3.26 ―

野村キャピタル・パートナーズ株
式会社

4010001188961 関東財務局 佐藤　司 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14階

03-6838-4750 https://www.nomura-
capital.com

― 500,000,000 ― ― R4.11.1 ―

藤澤　伸光 ― 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 ― ― ― ― ― H30.3.28 ―

ダイヤモンドエネルギーサービ
ス株式会社

1010001187215 関東財務局 高橋　道夫 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内1-6-5丸の内北口ビ
ルディング23階

03-6256-0480 ― ― 17,500,000 ― ― R4.7.15 ―

株式会社ディープコア 7010401113186 関東財務局 仁木　勝雅 代表取締役 ○ ○ 東京都文京区本郷四
丁目1番4号
Design Place α 4階

070-1488-
0414

https://deepcore.jp/ インキュベーショ
ン事業

120,000,000 ― ― R4.10.28 ―

https://deepcore.jp/
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クレジット･ギャランティ3号合同
会社

3010003027210 関東財務局 クレジット・ギャランティ3号一般
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
田中ビル5階
あすな会計事務所内

03-5577-5047 ― ― 10,000 ― ― H30.3.29 ―

尚陽ラオックス千葉合同会社 6010403012255 関東財務局 一般社団法人尚陽ラオックス千
葉マネージメント
職務執行者　田口　俊啓

代表社員 ― ○ 東京都台東区東上野
二丁目９番１号
岩瀬第一ビル2階

080-9033-
2640

― ― 100,000 ― ― R3.6.18 ―

新宿三丁目プロパティ合同会社 7010403018227 関東財務局 一般社団法人新宿三丁目プロ
パティ
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 ― ― H30.4.6 ―

ブルークラウド・キャピタル株式
会社

2011001120916 関東財務局 岡田　洋宜 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布台一
丁目6番13号
バーズアイ麻布台5階

03-5784-0646 www.blue-cloud.co.jp ― 1,000,000 ― ― R4.4.22 ―

エメラダ・キャピタル株式会社 7010001189602 関東財務局 古川　直樹 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山二
丁目2番8号　DFビル
1011

03-6256-8266 ― ― 600,000 ― ― R3.6.29 ―

ＴＭＣ　ＢＵＹＯＵＴ１１株式会社 6010001190585 関東財務局 鈴木　洋子 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目1番1号
大手町パークビルディ
ング11階

03-5223-3516 ― ― 2,500,000 ― ― R1.9.4 ―

地域創生ソリューション株式会
社

7010001190007 関東財務局 佐藤　学 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目2番1号　新
大手町ビル3階

03-4531-3810 https://kankou-
japan.jp/about/

貸金業、経営･
資本政策に関す
るコンサルティン
グ業務

125,000,000 ― ― R4.5.26 ―

ソラシードスタートアップスタジオ
有限責任事業組合（ソラシード
スタートアップスタジオ株式会
社、柴田　泰成）

― 関東財務局 ソラシードスタートアップスタジオ
株式会社
柴田泰成

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://www.soraseed.
vc/soraseed/

― ソラシードス
タートアップス
タジオ株式会

社
10,000

― ― R5.1.12 ―

ＤＩ投資合同会社 2010003027062 関東財務局 株式会社ドリームインキュベータ
職務執行者　原田　哲郎

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番6号
東京倶楽部ビルディン
グ4階

03-5532-3200 ― ― 5,000,000 ― ― R2.10.1 ―

エメラダ株式会社 1011001111305 関東財務局 猪野　慎太郎 代表取締役 ○ ― 東京都港区南青山二
丁目2番８号　DFビル
1011

03-6256-8266 https://emerada-
bank.com/

・貸金業
・銀行法に規定
する電子決済等
代行業
・前各号に掲げ
る業務に附帯又
は関連する業務

150,112,000 ― ― R3.6.29 ―

株式会社ツクイキャピタル 6010401130686 関東財務局 野嶋　義和 代表取締役 ○ ○ 東京都港区三田三丁
目９番７号２階

03-6809-6291 https://www.tsukuica
p.co.jp/

車両等のリース
業務

400,000,000 ― ― R4.7.14 ―

NNコーポレートキャピタル株式
会社

8010001191301 関東財務局 軒野　仁孝 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目4番2号
大同生命霞が関ビル8
階

03-6811-0930 ― ― 5,000,000 ― ― R4.5.16 ―

株式会社旺文社ベンチャーズ 5010001191130 関東財務局 粂川　秀樹 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区横寺町
55番地　株式会社旺
文社本社ビル4階

03-5579-8560 https://www.obunsha
-v.co.jp/

コンサルティン
グ業務

50,000,000 ― ― R4.8.3 ―

UBV-I有限責任事業組合(株式
会社UB Ventures、岩澤　脩)

― 関東財務局 株式会社UB Ventures
岩澤　脩

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1、2階

070-4573-
1091

― ― 35,000,000
（株式会社UB 

Ventures）

― ― R5.3.31 ―

合同会社Tsubaki3 9010003027122 関東財務局 一般社団法人Tsubaki3
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 ― ― H30.5.11 ―

Full Commit Partners有限責任
事業組合(Full Commit Partners
株式会社、山田優大)

― 関東財務局 Full Commit Partners株式会社
山田　優大

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 ― ― 100,000 ― ― R4.8.16 ―

合同会社ディオコリーナ 5010003021194 関東財務局 一般社団法人開発計画基金4
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_97

― 3,000,000 ― ― R3.4.30 ―

https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_97
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_97
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_97
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_97


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

合同会社KHCF 8010003027429 関東財務局 一般社団法人KHCF
［職務執行者 武野氏　伸哉］

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 ― ― R2.8.12 ―

富士ホールディングス2合同会
社

2010403014313 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 ― ― H30.5.14 ―

ＡＪキャピタル株式会社 7010001191434 関東財務局 小林　正行 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区九段
北三丁目2番4号メヂカ
ルフレンドビル2階

03-3221-8546 http://www.ajcap.co.j
p/

企業経営コンサ
ルティング

10,000,000 ― ― R5.3.1 ―

Ｚコーポレーション株式会社 8010001189097 関東財務局 坂上　亮介 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町1番3号
東京ガーデンテラス紀
尾井町
紀尾井タワー7階
Zホールディングス株
式会社内

03-6898-5515 https://z-corp.jp ― 90,000,000 ― ― R4.2.1 ―

Angel Bridge Deal-by-Deal 
Fund 9号株式会社　

3010001191470 関東財務局 林　正栄 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

千鳥福祉貢献プロジェクト合同
会社

4010003027531 関東財務局 スターツコーポレーション株式会
社
職務執行者 石田　元二

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
三丁目4番10号
スターツ八重洲中央ビ
ル3階

03-6202-0377 ― ― 1,000,000 ― ― H30.5.23 ―

品川ロケット合同会社 5010403018253 関東財務局 一般社団法人ロケット
職務執行者 林　令史

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 ― ― 5,676,000 ― ― H30.5.24 ―

山田コンサルティンググループ
株式会社

8010001136859 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6212-2510 https://www.yamada-
cg.co.jp/

― ― ○ ― R4.6.28 ―

合同会社農業連携BG投資組合
1号

8010003027445 関東財務局 一般社団法人エフシーエム２１　
職務執行者　加藤光生

代表社員 ○ ― 東京都千代田区平河
町１－３－１３ヒュー
リック平河町ビル７階　
税理士法人シリウス内

03-6261-2191 ― ― 100,000 ― ― H30.10.30 ―

ビクソー株式会社 7011001119549 関東財務局 風間　恵美 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内3-2-2
丸の内二重橋ビル3階

03-6837-9890 ― ― 10,000 ― ― R3.10.29 ―

アイ・シグマ・キャピタル株式会
社

2010001070873 関東財務局 日野　広隆 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町１丁目５番１号　大
手町ファーストスクエア
ウエストタワー２階

03-6206-3210 http://www.i-sigma-
capital.co.jp/index.ht
ml

コンサルティン
グ業務

300,000,000 ― ― R5.3.31 ―

Deep30有限責任事業組合（株
式会社Deep30、M１株式会社）

― 関東財務局 株式会社Deep30
川上登福
M1株式会社
坂本尚子

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都文京区本郷一
丁目5番17号　三洋ビ
ル18号室

03-5844-6132 ― (株式会社
Deep30)
経営コンサル
ティング
(M１株式会社）
人工知能に関す
る研究及び開発

(株式会社
Deep30)
300,000

(M１株式会社)
9,000,000

― ― R4.12.12 ―

ＵＳＰＯＦ２号合同会社 6010003027554 関東財務局 一般社団法人
ＵＳＰＯＦ２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 ― ― 100,000 ― ― R2.8.4 ―

エンデバー・ユナイテッド・パート
ナーズ・14株式会社

8010001191177 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 ― ― 5,000,000 ― ― H30.6.12 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

株式会社オフィス千葉 1010402035328 関東財務局 千葉　功太郎 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目２３番２－４３１０
号
虎ノ門ヒルズレジデン
ス

03-5422-7070 ― 情報処理サービ
ス業、コンサル
ティング・プロ
デュース業、モ
デル紹介業、不
動産管理事業、
フラワーデザイ
ンスクール事
業、フラワーデ
ザイン事業、フ
ラワープロ
デュース事業

6,000,000 ― ― R1.12.2 ―

合同会社セレスト 5010003019619 関東財務局 一般社団法人リキッドレッド
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 ― ― H30.6.18 ―

合同会社RH-ONE 8010003019624 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 ― ― 300,000 ― ― H30.6.18 ―

合同会社ハローストレージ
プレミアム

4010003027713 関東財務局 一般社団法人
ハローストレージプレミアム
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 ― ― 100,000 ― ― H30.6.19 ―

ＭＭ１合同会社 2010003027517 関東財務局 一般社団法人ジュピター・インベ
ストメント・アルファ
職務執行者　青木　沢典

代表社員 ― ○ 東京都千代田区麹町
1-4
半蔵門ファーストビル
5F

03-5212-5217 ― ― 10,000 ― ― R4.3.11 ―

合同会社RRB 4010403018592 関東財務局 一般社団法人RRB
〔職務執行者　
武野氏　伸哉〕

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

― ― 1,000,000 ― ― H30.6.19 ―

XTech1号有限責任事業組合
（XTech Ventures株式会社、西
條晋一・手嶋浩己）

― 関東財務局 （XTech Ventures株式会社）
手嶋浩己

代表取締役 ○ ○ 東京都中央区八重洲
一丁目5番20号
東京建物八重洲さくら
通りビル3階

03-4405-3451 https://xtech-
ventures.co.jp

― （XTech 
Ventures株式

会社）
9,190,000

― ― R3.4.27 ―

磯部鐵工ホールディングス株式
会社

4010003027820 関東財務局 須田　和彦 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27
階

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R4.2.28 ―

Abies Ventures GP I有限責任
事業組合
(Abies Ventures 株式会社、山
口 冬樹、長野　草太）

― 関東財務局 Abies Ventures 株式会社
山口　冬樹

代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山二
丁目7番26号Landwork
青山ビル2階
Abies Ventures 株式
会社内

03-6890-0967 http://abies.vc/ Abies Ventures 
株式会社

投資コンサル
ティング業務
投資業務
M&A等に関連す
る助言 ・コンサ
ルティング業務
経営等に関する
助言・コンサル
ティング業務

Abies Ventures 
株式会社

1,000,000

― ― R3.6.18 ―

合同会社Ｋ－ＦＯＸ 5010003027811 関東財務局 一般社団法人ヴィレッジスリー
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.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_102

― 100,000 ― ― R3.10.27 ―

株式会社ＳＫＹグループインベス
トメント

5010001192087 関東財務局 針谷　祐司 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
須田町一丁目１２番地
山萬ビル９０７号室

03-3526-3270 ― ― 9,500,000 ― ― H30.7.3 ―

株式会社ジャパンコンテンツファ
クトリー

9013301042255 関東財務局 宗田　昭彦 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町3番12号
紀尾井町ビル18階

080-1980-
8020

http://www.jc-
factory.co.jp

― 100,000,000 ― ― R4.10.11 ―

THESEEDCAPITAL1号有限責
任事業組合
（ザシードキャピタル株式会社、
 廣澤 太紀）

― 関東財務局 ザシードキャピタル株式会社
廣澤 太紀

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷三
丁目1番9号
YAZAWAビルUCF3階

070-5506-
7285

https://theseed.vc/ ― ザシードキャピ
タル株式会社

1

― ― R4.5.24 ―

https://xtech-ventures.co.jp/
https://xtech-ventures.co.jp/
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_102
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_102
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_102
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_102
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あおぞら企業投資株式会社 6010001191451 関東財務局 久保　彰史 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
六丁目1番地１　上智
大学四谷キャンパス6
号館ソフィアタワー9階

03-6752-1070 https://www.aozora-
ci.co.jp/

― 15,000,000 ― ― R4.12.19 ―

有限会社ジャック 6010002049558 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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/ｒｗk-
tax.com/spc/home/s
pc_104

― 3,000,000 ― ― R3.4.30 ―

日本グロース・キャピタル株式会
社

3010001192709 関東財務局 西野　貴司 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目1番1号
YANMAR TOKYO 5F

03-3516-0851 http://www.gcjinc.jp/i
ndex.php

M&Aアドバイザ
リー業務等の投
資周辺事業、経
営コンサルティ
ング業

95,000,000 ― ― R5.2.10 ―

プライマルキャピタル有限責任
事業組合
（株式会社HS、佐々木浩史）

― 関東財務局 （株式会社HS）
佐々木浩史

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
プライマルキャピタル

03-6807-5886 http://primalcap.com ― （株式会社HS）
100,000

― ― R5.2.20 ―

ＳＩＶＥＸ株式会社 3010401058971 関東財務局 松村　寛 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36
階

03-6205-4331 http://www.sivex.co.j
p/index.html

ファンド事業、ソ
リューション事業

30,000,000 ― ― R5.2.3 ―

NSSKジェンパー2018A合同会
社

7010403018870 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17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R3.6.1 ―

インテグラルTeam株式会社 4010001193573 関東財務局 長谷川　聡子 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 12,025,000 ― ― R3.1.4 ―

合同会社でこぽん 2010003027715 関東財務局 一般社団法人でこぽん
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 ― ― H30.8.8 ―

合同会社博多ホテルマネジメン
ト

6010003028040 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　 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

03-3231-1993 ― ― 1,000,000 ― ― H30.8.13 ―

Miraise 1 有限責任事業組合
（合同会社Miraise、岩田真一、
布田隆介）

― 関東財務局 合同会社Miraise
岩田　真一

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目10番8号
渋谷道玄坂東急ビル1
階

050-3612-
8151

― 岩田真一
株式会社tenー
ten代表取締役

合同会社
Miraise 100,000

― ― R3.9.6 ―

New Life Science 1号有限責任
事業組合
（中村　学、山川　善之、藤波　
亮、新生キャピタルパートナーズ
株式会社）

― 関東財務局 中村学
（新生キャピタルパートナーズ株
式会社）

代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目13番1号虎ノ門
40MTビル6階

03-6453-0890 https://www.new-
lifescience.com/

― 9,000,000
（新生キャピタ

ルパートナーズ
株式会社）

― ― R5.2.1 ―

合同会社ゲートブリッジワン 9010003028087 関東財務局 一般社団法人ブリッジ
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.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_107

― 100,000 ― ― H30.8.23 ―

ＦＳＭ　ＧＰ１有限責任事業組合
（株式会社NSパートナーズ、株
式会社アクレア、株式会社YSマ
ネジメント、Hoshino Capital 
Management株式会社）

― 関東財務局 株式会社NSパートナーズ
山藤　憲幸
株式会社アクレア
工藤　敬介
株式会社YSマネジメント
青井　陽平
Hoshino Capital Management株
式会社
星野　宏彰

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

― ○ 東京都中央区銀座六
丁目10番1号 GINZA 
SIX 8階

03-6206-3936 https://fivestar-
m.com

― 株式会社NS
パートナーズ
100,000
株式会社アク
レア
500,000
株式会社YSマ
ネジメント
1,000,000
Hoshino Capital 
Management株
式会社
1,000,000

― ― R3.12.3 ―

合同会社ストーンマネジメント 8010403015561 関東財務局 テピアインベストメント株式会社
職務執行者　江本真聰

代表社員 ○ ○ 東京都新宿区新宿１
－１－７コスモ新宿御
苑ビル７階A

03-5315-0996 ― ― 100,000 ― ― R3.3.5 ―

https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_104
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_104
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_104
https://sites.google.com/a/ｒｗk-tax.com/spc/home/spc_104
https://fivestar-m.com/
https://fivestar-m.com/
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ポセイドンホールディング１合同
会社

5010003028025 関東財務局 ポセイドンホールディング１一般
社団法人
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R1.9.19 ―

株式会社メディカルインキュベー
タジャパン

6010401138465 関東財務局 桂　淳 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目11番28号
JMFビル赤坂01　8F

03-6426-5308 https://medicalincuba
torjapan.com/

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
グ業、人材派遣
及び紹介

50,000,000 ― ― R4.12.7 ―

合同会社ACZ 9010003028137 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 ― ― 100,000 ― ― H30.9.6 ―

ベーシック・キャピタル・マネジメ
ント株式会社

3010001080995 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5200-8831 ― ― ― ○ ― R4.9.2 ―

CCP7有限責任事業組合（川村　
治夫、小宮　一慶、永見　隆幸、
山下　健次郎、上原　進、松本　
展明、キャス・キャピタル株式会
社）

― 関東財務局 キャス・キャピタル株式会社
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5階

03-3556-5990 キャス・キャピタル株
式会社
http://www.cascapital
.com/

キャス・キャピタ
ル株式会社
投資運用業

小宮一慶
経営コンサル
ティング業

キャス・キャピ
タル株式会社

95,000,000

― ― R5.2.24 ―

ミッション・キャピタル株式会社 9010401140377 関東財務局 金　武偉 代表取締役 ○ ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号
浜松町ダイヤビル２階

080-9549-
1795

www.missioncapital.vc 経営コンサル
ティング業

150,000 ― ― H30.10.16 ―

テピアインベストメント株式会社
ランブラス・キャピタル株式会社

4010401119723
5010401103676

関東財務局 テピアインベストメント株式会社
江本　真聰
ランブラス・キャピタル株式会社
畑　翼

代表取締役
代表取締役

○ ○ 東京都港区虎ノ門４－
３－１城山トラストタ
ワー２７階

03-5315-0996 テピアインベストメント
株式会社
https://www.tepia-
i.com/

テピアインベスト
メント株式会社
財務コンサル
ティング

テピアインベス
トメント株式会

社
50,000,000

ランブラス・キャ
ピタル株式会

社
5,000,000

― ― R3.2.1 ―

DHHF1合同会社 2010003028168 関東財務局 一般社団法人城南島施設開発
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.11.9 ―

万座瀬良垣プロパティー合同会
社

4010003028018 関東財務局 万座瀬良垣ホールディング1一
般社団法人
職務執行者　　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.5.7 ―

Beyond Next Ventures株式会社
Beyond Next Ventures2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3丁目7番2号
MFPR日本橋本町ビル
3階

03-4405-8073 https://beyondnextve
ntures.com/jp/

Beyond Next 
Ventures株式会
社
有料職業紹介
事業

Beyond Next 
Ventures株式

会社
10,000,000

― ― R5.3.13 ―

合同会社アセット投資事業461
号

2010003019992 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　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 ― ― 1,500,000 ― ― H30.9.21 ―

株式会社LIFULL Investment 6010401102116 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-3237-3344 https://lifull-
socialfunding.co.jp/

―
―

○ ― R2.12.11 ―

株式会社ANOBAKA
KVP2号有限責任事業組合
（長野 泰和、萩谷 聡）

― 関東財務局 株式会社ANOBAKA
長野泰和

代表取締役社長 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
1-16-6
二葉ビル 3F

03-6161-3020 https://anobaka.jp/ ―
株式会社

ANOBAKA

10,000,000

― ― R4.1.28 ―

結キャピタル・パートナーズ株式
会社

1010001193931 関東財務局 山品　俊二
綱島　和仁

代表取締役
代表取締役

○ ○ 東京都中央区日本橋
小舟町11番2号深澤ビ
ル４階

03-6810-9702 ― コンサルティン
グ業
有料職業紹介
事業

10,020,000 ― ― R5.3.13 ―

株式会社　城南未来ファンド 9010701036473 関東財務局 松永　正己 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区西五反
田1-30-7
JS五反田ビル5F

03-3779-3611 ― 経営及び財産に
対するコンサル
ティング業務

5,000,000 ― ― R4.6.20 ―

https://beyondnextventures.com/jp/
https://beyondnextventures.com/jp/
https://anobaka.jp/
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岡三キャピタルパートナーズ株
式会社

2010001195159 関東財務局 藤野　敦 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町一丁目5番4号
住友不動産日本橋ビ
ル7階

03-3275-8195 http://okasancp.com 経営コンサルタ
ント業

100,000,000 ― ― R4.7.15 ―

GV-2 Partners 有限責任事業組
合
（株式会社ジェネシア・ベン
チャーズ、田島聡一、鈴木隆宏）

― 関東財務局 株式会社ジェネシア・ベンチャー
ズ
田島聡一

代表取締役 ― ○ 東京都港区北青山三
丁目3番13号 共和五
番館2階

090-2227-
3067

http://www.genesiave
ntures.com/

（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

― ― R5.2.24 ―

Spiral DG Capital有限責任事業
組合（奥野　友和、Spiral Capital
株式会社）

― 関東財務局 Spiral Capital
株式会社
奥野　友和

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RoP 13F

03-6452-8615 ― ― Spiral Capital株
式会社
100,000

― ― R4.12.16 ―

合同会社札幌南2条 8010403019117 関東財務局 一般社団法人
札幌南2条
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 ― ― 100,000 ― ― H30.10.11 ―

株式会社ＴＦＳ１ 3010001142052 関東財務局 三田　康貴 代表取締役 ○ ○ 東京都文京区本郷一
丁目13番4号
第三太平ビル2階

03-5689-7888 ― 不動産の売買・
賃貸及び管理、
不動産信託受
益権の売買・保
有及び管理、有
価証券の売買
及び保有、各種
債権の買い取り
業務

1,000,000 ― ― R1.11.7 ―

合同会社リラ 9010003028252 関東財務局 一般社団法人リラ
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 ― ― 10,000 ― ― R3.10.29 ―

ＣＢ戦略投資事業合同会社 6011103008262 関東財務局 三瀧　芳幸 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区初台一
丁目52番1号　VIA 
LATTEA初台1107

090-4546-
2308

― ― 1,000,000 ― ― R2.11.2 ―

東大創業者の会応援ファンド株
式会社

2010001195167 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

ストリクス・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

8010401124307 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5798-3250 ― ― ― ○ ― H30.10.12 ―

シニフィアンＫＩＤ株式会社 7010401141187 関東財務局 小林　賢治 代表取締役 ○ ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号
浜松町ダイヤビル2階

050-3556-
7390

― 経営コンサル
ティング

150 ― ― R4.6.23 ―

合同会社浅草プロパティーズ 2010403019312 関東財務局 一般社団法人浅草ホールディン
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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.28 ―

Heijo IBLP合同会社 1010403019429 関東財務局 フジワラ・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

Fujiwara Holdings合同会社 2010403019428 関東財務局 フジワラ・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

きらぼしキャピタル株式会社 4010401140638 関東財務局 陣内　伸夫 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山三
丁目１０番４３号(きら
ぼし銀行内６階)

03-6447-5777 http://kiraboshi-
capital.co.jp

― 75,000,000 ― ― R5.2.17 ―

松田　早苗 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都世田谷区成城5
丁目17番24号

03-3482-8964 ― ― ― ― ― H30.11.5 ―
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株式会社Ｋｉｐｓ 3013301022023 関東財務局 國本　行彦 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目５番１号新丸
の内ビルディング10階

03-4590-6605 http://www.kips.co.jp
/

ベンチャー企業
の成長支援

62,355,674 ― ― R5.3.1 ―

株式会社動物総合医療センター 3012401017552 関東財務局 飯島　耕司 代表取締役社長 ○ ― 東京都国分寺市本町
四丁目12番１号　　　　　
　　　　　　　山金国分
寺ビル地下１階　
　　
　　
　　
　
(株)Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
内

042-300-7213 http://n-agmc.com/ 動物病院の運
営

30,000,000 ― ― R4.7.8 ―

ＮＦＬ合同会社 2010003028531 関東財務局 MJ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.c
om/a/hsk-
tax.com/spc/home/s
pc_111

― 500,000 ― ― R2.2.19 ―

Ashikaga Holdings合同会社 3010403019666 関東財務局 アシカガ・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

Muromachi IBLP合同会社 2010403019667 関東財務局 アシカガ・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

合同会社A．P．4 1010403019032 関東財務局 一般社団法人A．P．4
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 ― ― 100,000 ― ― H30.11.14 ―

合同会社エスアイエム・レジデン
ス・スリー

5010403019581 関東財務局 エスアイエム・レジデンス・ス
リー・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 ― ― 100,000 ― ― R2.1.24 ―

事業承継有限責任事業組合（東　
明浩、藤田　智弘、西巻　裕一
朗、竹内　計賀、松田　健二、田
中　佑樹）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 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
ACA株式会社内

03-5510-2880 ― ―
―

― ― R3.1.15 ―

如水ベンチャーズ有限責任事業
組合（赤松　典昭、郡　裕一）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿1
丁目8番18号
Ｋ－１ビル3階

03-5324-2142 ― (1)起業家支援
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

―
― ― R5.1.13 ―

SBIキャピタル株式会社 5010401045051 関東財務局 丸山　紘治 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木1-
6-1
泉ガーデンタワー17階

03-6229-0129 ― ― 10,000,000 ― ― R4.7.12 ―

株式会社BGベンチャーズ 3010901043110 関東財務局 野村　秀輝 代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区桜新
町1丁目34-25

03-5752-1175 ― ― 20,000,000 ― ― R2.11.26 ―

合同会社きずな 1010401127332 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47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.6.18 ―

MM Capital Partners株式会社 2010001196140 関東財務局 後藤　朝英 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
二丁目5番1号日本橋
高島屋三井ビルディン
グ10階1010及び1011

03-5542-1025 https://www.mmcp.co
.jp/

― 100,000,000 ― ― R5.1.26 ―

合同会社ＳＩ開発 2010003028647 関東財務局 一般社団法人エス・ホテルオペ
レーションズ
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30階

03-5157-1214 ― ― 3,000,000 ― ― R3.5.25 ―

J&J Partners株式会社 8010001194502 関東財務局 片地　格人

野原　淳史

代表取締役

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

03-6550-9984 jj-p.jp 経営コンサル
ティング、投資
業等

20,000,000 ― ― R5.1.12 ―
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G6SC-SUB合同会社 2010003028770 関東財務局 一般社団法人G6SCーSUB
職務執行者　佐々木弘

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 ― ― H30.12.14 ―

合同会社OJ NARASHINO 4010403019525 関東財務局 一般社団法人OJ　ASSET
職務執行者　松澤　和浩

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R1.11.18 ―

合同会社WHA1 1010003028854 関東財務局 一般社団法人WHA1
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.15 ―

大和ＡＣＡヘルスケア株式会社 7010001151719 関東財務局 東　明浩 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区平河
町二丁目4番5号　
平河町Kビル7階

03-6261-3191 https://www.acah.jp/ 経営コンサルタ
ント業、資産の
流動化に関する
コンサルティン
グ業務など

85,510,000 ― ― R4.11.24 ―

有限責任事業組合コーラル・
キャピタル(株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania合同会社)

― 関東財務局 株式会社Coral Capital
ジェームズ・ライニー

サン・パシフィック株式会社
澤山　陽平

Arkania合同会社 
ジェームズ・ライニー

代表取締役

代表取締役

代表社員

― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番2号大手
町フィナンシャルシティ　
グランキューブ3階

03-4243-7291 （株式会社Coral 
Capital）
http://coralcap.co/

（サン・パシフィック株
式会社）
http://sun-
pacific.tokyo

（Arkania合同会社）
―

（株式会社Coral 
Capital）
―

（サン・パシ
フィック株式会
社）
資産管理業

（Arkania合同会
社）
―

（株式会社

Coral Capital）

10,000

（サン・パシ

フィック株式会

社）

10,000

（Arkania合同

会社）

1

― ― R4.8.15 ―

東京理科大学イノベーション・
キャピタル株式会社

5011101085890 関東財務局 片寄　裕市 代表取締役 ― ○ 東京都新宿区神楽坂
一丁目３番地　９号館
８階

03-5225-9021 ― ― 10,000,000 ― ― R4.6.28 ―

ＴＯＷＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ合同会
社

3010003028852 関東財務局 岡田　康裕 代表社員 ○ ○ 東京都中央区築地二
丁目８番１号
永谷タウンプラザ２階 
２０３号

03-6264-3690 ― ― 100,000 ― ― R5.1.30 ―

スパークス・AI＆テクノロジーズ・
インベストメント株式会社

8010401142795 関東財務局 谷脇　栄秀 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南一丁
目2番70号
品川シーズンテラス6
階

03-6711-9220 http://www.sparxai.co
.jp

― 50,000,000 ― ― R5.2.10 ―

Ｋ＆Ｃジェネラル・パートナーズ１
号株式会社

3010401142437 関東財務局 刈田　直文 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RoP

03-6413-0865 ― ― 25,000 ― ― R2.1.21 ―

合同会社アルクトス・インベスト
メント

1010003027030 関東財務局 一般社団法人アルクトス・キャピ
タル
職務執行者　塚本　拓也

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門三
丁目8番25号5階
塚本拓也税理士事務
所内

03-6268-8184 ― ― 1,100,000 ― ― R2.10.27 ―

SRインベストメント株式会社 2010001197246 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
11階

050-3509-
1192

― 経営コンサル
ティング業務

2,000,001 ― ― R5.1.23 ―

JDP3合同会社 1010403019825 関東財務局 GLPジャパンデベロプメント3一
般社団法人
職務執行者　帖佐義之

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R5.1.4 ―

https://www.acah.jp/
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クロカワ合同会社 9010403013465 関東財務局 クロカワ一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号 
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.23 ―

合同会社Ｖ銀座 3010003027276 関東財務局 一般社団法人サポートホール
ディングス２９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 ― ― 1,000 ― ― H31.1.21 ―

KRF78インベストメント合同会社 6010003029063 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 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番１号
ロックビレイビル８階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R2.3.10 ―

合同会社PKSHA Technology 
Capital

6010003028924 関東財務局 株式会社PKSHA Technology
職務執行者　久保田　潤至

代表社員 ○ ○ 東京都文京区本郷二
丁目35番10号
本郷瀬川ビル4F

03-6801-6718 ― ― 10,000,000 ― ― R4.12.28 ―

株式会社三菱UFJイノベーショ
ン・パートナーズ

3010001197550 関東財務局 鈴木　伸武 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目1番1号
大手町パークビルディ
ング7階

080-7700-
6887

https://www.ip.mufg.j
p/ja/top/

経営コンサルタ
ント業

250,000,000 ― ― R5.2.24 ―

合同会社オケアノス第1号 4010003028109 関東財務局 一般社団法人オケアノス
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号東京
共同会計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― H31.1.25 ―

RFIアドバイザーズ株式会社 3010001197864 関東財務局 坂本　啓晃 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

03-6266-0338 ― ― 25,000,000 ― ― R2.1.23 ―

合同会社メゾン・パートナーズ1
号

4010003029057 関東財務局 一般社団法人メゾン・パートナー
ズ1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 ― ― H31.1.28 ―

アリストテレスパートナーズ株式
会社

7011001126198 関東財務局 古我　知史 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
１－１９－１９
恵比寿ビジネスタワー
７階

03-3440-0015 ― ― 10,000,000 ― ― H31.1.30 ―

新生ベンチャーパートナーズ有
限責任事業組合（松原一平、西
村和将、新生ベンチャーパート
ナーズ株式会社）

― 関東財務局 松原　一平
（新生ベンチャーパートナーズ株
式会社）

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
11階

050-3509-
1192

― ― 1,000,000
（新生ベン

チャーパート
ナーズ株式会

社）

― ― R5.1.23 ―

スプリング・インフラストラク
チャー・キャピタル株式会社

8010001193834 関東財務局 坂井　洋一 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区平河
町二丁目7番3号
PMO平河町ビル10階

03-6380-9361 http://www.spring-
infra.com/

― 250,000,000 ― ― R4.2.18 ―

Angel Bridge Small-cap Fund1
号株式会社

7010001197720 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

株式会社AP60 2010401138626 関東財務局 正村　祐介 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

03-5425-8862 ― ― 250,000 ― ― H31.3.11 ―

IF India 2号有限責任事業組合
（村上矢、赤浦徹、本間真彦、和
田圭祐、村田祐介、吉田周平、
インキュベイトファンド株式会社）

― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
本間　真彦

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 インキュベイトファンド
株式会社

http://incubatefund.c
om/

― インキュベイト
ファンド株式会

社

72,400,000

― ― R4.6.10 ―

合同会社ダブルオーエイト 9010003029119 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　増渕　俊介

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 ― ― R3.4.30 ―

株式会社リサ・プリンシパル・イ
ンベストメンツ

8010401143034 関東財務局 石館　幸治 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 ― ― 10,000,000 ― ― R4.4.22 ―

https://www.ip.mufg.jp/ja/top/
https://www.ip.mufg.jp/ja/top/
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飛鳥２合同会社 1010003028706 関東財務局 一般社団法人アンカー・グロー
バル

職務執行者
石井　利明

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 ― ― 300,000 ― ― H31.2.15 ―

合同会社パイン・スプリング 8010003029276 関東財務局 一般社団法人
パイン・スプリング

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 ― ― 100,000 ― ― H31.2.18 ―

株式会社ＷＣＰ 7010401143381 関東財務局 古橋　昌也 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目11番2号オランダ
ヒルズ森タワー18階

03-4520-8640 https://www.wcps.co.j
p/

顧客紹介業 50,000,000 ― ― R5.1.18 ―

合同会社フィールド 6010403020134 関東財務局 一般社団法人フィールド

職務執行者
粟国　正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R1.11.18 ―

株式会社DDホールディングスベ
ンチャーキャピタル

5010401142105 関東財務局 松村　厚久 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝四丁目1
番23号
三田NNビル18階

03-6858-0994 https://www.dd-
holdings-vc.com

経営コンサル
ティング

10,000,000 ― ― H31.2.27 ―

グロービス6号ファンド有限責任
事業組合
（グロービス・キャピタル・パート
ナーズ株式会社、堀義人、仮屋
薗聡一、今野穣、高宮慎一、福
島智史、湯浅エムレ秀和）

― 関東財務局 グロービス・キャピタル・パート
ナーズ株式会社

堀　義人

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区二番
町5番地1
住友不動産麹町ビル9
階

03-5275-3939 （グロ-ビス・キャピタ
ル・パ-トナ-ズ株式会
社）

http://www.globiscapi
tal.co.jp/

（グロービス・
キャピタル・パー
トナーズ株式会
社）

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
3.投資業

（グロービス・
キャピタル・

パートナーズ株
式会社）

10,000,000

― ― R3.11.11 ―

ワイ・ジー・ピー・トラスト株式会
社

7010001197183 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 ― ― 5,000,000 ― ― H31.2.28 ―

知床IBLP合同会社 5010403020283 関東財務局 ラウス・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1番1号　
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

株式会社R-ファンド6号 4010401144085 関東財務局 滝澤　康之 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 ― ― H31.4.12 ―

Lifetime Ventures 2号有限責任
事業組合
（LifetimeAdvisory合同会社、木
村亮介）

― 関東財務局 LifetimeAdvisory合同会社
木村　亮介

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号アーク森ビ
ル3F

03-3568-3155 https://www.facebook
.com/LifetimeVenture
s

― LifetimeAdvisor
y合同会社
1,000,000

― ― H31.3.7 ―

株式会社JAPAN　PLUS 1011001126749 関東財務局 川中　浩平 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
六丁目10番9号　　　　　
　　　　　　　原宿董友ビ
ル4階

03-
6805-0379

― 経営コンサル
ティング業

3,000,000 ― ― R3.9.22 ―

ＤＬＳＦクリーンインベストメント清
里合同会社

4010003029263 関東財務局 一般社団法人清里の杜ソーラー
ホールディングス
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 ― ― 100,000 ― ― H31.3.8 ―

合同会社恵比寿エス・ファンディ
ング

7010003029269 関東財務局 一般社団法人恵比寿エス・ファ
ンディング
職務執行者　菊池 省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

https://www.wcps.co.jp/
https://www.wcps.co.jp/
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合同会社ポートサイドロジスティ
クス

5010003029378 関東財務局 一般社団法人ポートサイドロジ
スティクス
職務執行者　菊池 省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

W ventures 有限責任事業組合
（W 株式会社、東明宏、新和博）

― 関東財務局 W 株式会社
東　明宏

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目24番12号
渋谷スクランブルスク
エア36階

03-6823-2923 ― ― （W 株式会社）
1,000,000

― ― R4.10.26 ―

ブリッジ5A・パートナーズ有限責
任事業組合（赤荻貴夫、牧野義
範、田辺憲正、安藤　慶、川邉
裕典、大松龍一郎、中村要三、
中澤大貴）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 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27
階
アント・キャピタル・
パートナーズ株式会社
内

03-3284-1711 ― ― ― ― ― R4.8.30 ―

羅臼ホールディングス合同会社 6010403020282 関東財務局 ラウス・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

草津温泉IBLP合同会社 7010403020348 関東財務局 クサツ・オンセン・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

合同会社エイチビーワイ 2010003022658 関東財務局 一般社団法人日比谷インベスト
メント
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 ― ― 200,000 ― ― R3.4.28 ―

合同会社ヒマワリ・フォー 6010003029385 関東財務局 一般社団法人ヒマワリホール
ディングス・フォー
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 ― ― H31.3.15 ―

合同会社WHA2 7010003029211 関東財務局 一般社団法人WHA2
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.15 ―

ＫＲＦ８５インベストメント合同会
社

5010003029469 関東財務局 北浜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 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番１号
ロックビレイビル8階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 500,000 ― ― R2.3.10 ―

合同会社雷門花川戸プロパティ 5010003029270 関東財務局 一般社団法人簡易宿泊所研究
会
職務執行者　丸尾　知弘

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座二
丁目10番8号ﾏﾆｴﾗ銀
座ﾋﾞﾙ4階ﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｼｰ会
計事務所内

03-6278-8478 ― ― 100,000 ― ― R2.5.29 ―

株式会社デジタルベースキャピ
タル

6010001198273 関東財務局 桜井　駿 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町8番1号
FinGATE TERRACE 2
階

080-4078-
0357

http://www.digitalbas
e.co,jp

コンサルティン
グ事業

1,000,000 ― ― R2.5.15 ―

株式会社Japan Search Fund 
Accelerator

9010601053321 関東財務局 嶋津　紀子 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区銀座1-
22-11　銀座大竹ビジ
デンス2Ｆ

080-3408-
1030

http://japan-sfa.com/ ファンドへの投
資事業、コンサ
ルティング事業

1,000,000 ― ― R4.8.4 ―

Innovation Growth Ventures株
式会社

9010001199252 関東財務局 土川　元
細井　毅仁

代表取締役
代表取締役

― ○ 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

03-5555-6402 ― ― 25,000,000 ― ― R3.10.18 ―

合同会社町栄 7011103008658 関東財務局 一般社団法人栄ホールディング
ス
職務執行者　森田　威

代表社員 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽森ビル18階

03-6801-8990 ― ― 100,000 ― ― R5.2.3 ―

合同会社A．P．8 6010403020357 関東財務局 一般社団法人Ａ．Ｐ．８
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 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理
債権の取得、保
有及び処分

100,000 ― ― R2.2.17 ―

http://www.digitalbase.co,jp/
http://www.digitalbase.co,jp/
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國本　行彦 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目5番1号新丸
の内ビルディング10階　
株式会社Kips内

03-4590-6605 http://www.kips.co.jp
/

― ― ― ― R5.3.1 ―

細窪　政 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目5番1号新丸
の内ビルディング10階　
株式会社Kips内

03-4590-6605 http://www.kips.co.jp
/

― ― ― ― R5.3.1 ―

合同会社Yokohama Bashamichi 
Hotel

8010003029532 関東財務局 一般社団法人Yokohama 
Bashamichi Hotel
職務執行者　高山　知也

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 ― ― 10,000 ― ― R5.3.3 ―

SBI地域事業承継投資株式会社 5010401144159 関東財務局 今井　章 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木
1-6-1
泉ガーデンタワー
17階

03-6229-0127 ― ― 5,000,000 ― ― R5.1.6 ―

イーストパートナーズ株式会社 7010001199444 関東財務局 長谷川　聡子 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 5,500,000 ― ― R1.7.24 ―

STRIVE III有限責任事業組合
（STRIVE株式会社、天野雄介、
堤達生）

― 関東財務局 STRIVE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
STRIVE株式会社内

03-5770-9190 https://strive.vc/ ― STRIVE株式会
社 100,000,000

― ― R5.1.27 ―

合同会社Ｗバード 6010003029014 関東財務局 一般社団法人ヴィレッジフォー
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.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_120

― 100,000 ― ― R3.10.27 ―

合同会社CREMLファンド１ 8010403020058 関東財務局 一般社団法人 CREMLファンド１
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R3.7.7 ―

SynClover Capital Management
株式会社

7010001182490 関東財務局 千葉　拓 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷2丁
目10-15エキスパート
オフィス渋谷3階

050-3717-
1610

http://sｙ
nclover.com/index.ht
ml

― 10,000,000 ― ― R4.1.26 ―

ブラッククローキャピタル合同会
社

6011003009749 関東財務局 菅原　康之 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区千駄ヶ
谷二丁目３４番１２号 
３０１号室

080-7376-
0144

https://blackcrow.jp/ 経営コンサル
ティング業務

100,000 ― ― H31.4.11 ―

インドプライベートエクイティ合同
会社

9010003029589 関東財務局 一般社団法人アイ・ビー・マネジ
メント
職務執行者　坪井 当彦

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
兜町3番11号三田証券
株式会社内

03-3666-0039
― ―

1,000,000
― ― H31.4.15 ―

合同会社こうとう 4010403020474 関東財務局 一般社団法人こうとう
職務執行者 荒川　和也

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

03-6804-6748 ― ― 100,000 ― ― R3.10.25 ―

株式会社観光産業化投資基盤 1010001198113 関東財務局 大田原　博亮 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

03-6266-0352 ― ― 26,500,000 ― ― R3.2.26 ―

株式会社テラスカイベンチャー
ズ

4010001198993 関東財務局 塚田　耕一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
二丁目11番2号　太陽
生命日本橋ビル 16階

03-5255-3412 https://www.terrasky
-vc.co.jp/

投資・育成事業 10,000,000 ― ― R2.7.21 ―

いちごアニメーション株式会社 4010001199967 関東財務局 中西　穣 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17階
いちご地所株式会社
内

03-3502-4814 ― ― 100,000 ― ― H31.4.23 ―

F&T Hydro power2号合同会社 5010403020242 関東財務局 フソウホールディングス株式会
社
職務執行者　福林　師朋

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町2-3-1
コレド室町２　17階

080-7000-
4458

― ― 300,000 ― ― R5.2.20 ―

Sapphire 1 Partners 有限責任
事業組合（山田泰生、佐藤公
司）

＿ 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都中央区日本橋
一丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3F
サファイア・キャピタル
株式会社内

03-6262-7930 ― ― ― ― ― R2.9.9 ―

https://strive.vc/
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_120
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_120
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_120
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_120
http://synclover.com/index.html
http://synclover.com/index.html
http://synclover.com/index.html
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Gazelle Capital１号有限責任事
業組合（Gazelle Capital株式会
社、石橋孝太郎、藤田健太郎）

＿ 関東財務局 Gazelle Capital株式会社
石橋孝太郎

代表取締役 ○ ○ 東京都目黒区目黒本
町5-14-14
ステアズ22

080-4382-
4323

― ― （Gazelle 
Capital

株式会社）

― ― R4.8.1 ―

合同会社TSM151 3010403019294 関東財務局 一般社団法人TSM151
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
ジメント株式会社内

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R1.5.13 ―

インドプライベートエクイティ２号
合同会社

1010003029761 関東財務局 一般社団法人アイ・ビー・マネジ
メント
職務執行者　坪井 当彦

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
兜町3番11号
三田証券株式会社内

03-3666-0039 ― ― 1,000,000 ― ― R1.5.13 ―

合同会社コズミック８ 8010003029689 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

03-3231-1994 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_124

＿ 100,000 ― ― R3.10.28 ―

クレジット・ギャランティ４号合同
会社

1010003029745 関東財務局 クレジット・ギャランティ４号一般
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号田中
ビル５階
あすな会計事務所内

03-5577-5047 ― ― 10,000 ― ― R1.5.14 ―

合同会社京都堀川ホテルマネジ
メント

9010003029721 関東財務局 一般社団法人京都堀川
ホテルマネジメント
職務執行者　三品貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
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 ― ― R1.5.16 ―

株式会社KUROKAWA 
HOLDINGS

4012401034290 関東財務局 黒川　隆介 代表取締役 ○ ○ 東京都武蔵野市吉祥
寺本町四丁目２２番１
３号

090-2552-
5301

― ― 50,000,000 ― ― R3.6.2 ―

株式会社モブキャストフィナン
シャル

8010401131204 関東財務局 入山　史隆 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木六
丁目8番10号
ステップ六本木4階

03-5414-6830 https://financial.mobc
ast.co.jp/

事業投資、Ｍ＆
Ａアドバイザリー
業

22,100,000 ― ― R1.5.17 ―

日本グロース・キャピタル有限責
任事業組合（日本グロース・キャ
ピタル株式会社、西野貴司、佐
藤翔、三宅悠、中村和宏、野村
龍平、佐久間亮輔）

＿ 関東財務局 日本グロース・キャピタル株式会
社
西野　貴司

代表取締役社長 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目1番1号
YANMAR TOKYO 5F

03-3516-0851 （日本グロ-ス・キャピ
タル株式会社）
http://www.gcjinc.jp/i
ndex.php

（日本グロース・
キャピタル株式
会社）
Ｍ＆Ａアドバイ
ザリー業務等の
投資周辺事業、
経営コンサル
ティング業

（日本グロー
ス・キャピタル

株式会社）
95,000,000

― ― R5.2.10 ―

合同会社ノゾミインベストメント 3010003029495 関東財務局 一般社団法人丸の内インフラス
トラクチャー
職務執行者  小川聡

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町1-2-2
東宝日比谷ビル
13階

03-3500-5270 ― ― 100,000 ― ― R1.5.22 ―

S5パートナーズ有限責任事業組
合
（Miner Allen Parker、山田晋
也、宮野豊、樺澤哲、株式会社
サンブリッジコーポレーション）

＿ 関東財務局 株式会社サンブリッジコーポレー
ション　　アレンマイナー

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
一丁目19番19号恵比
寿ビジネスタワー12階 
株式会社インサイトテ
クノロジー内

03-5488-6006 ― ― 株式会社サン
ブリッジコーポ

レーション

90,000,000

― ― R3.4.8 ―

LBPI株式会社 3010401129178 関東財務局 町田　一郎 代表取締役 ― ○ 東京都港区麻布台
一丁目7番2号
神谷町麻布台ビル
6階

03-3583-0606 https://lbpi.co.jp 経営コンサル
ティング、事業
承継コンサル
ティング等の経
営支援

50,000,000 ― ― R3.11.2 ―

合同会社桜島開発 5010003029849 関東財務局 一般社団法人桜島開発　職務執
行者　櫻井　和儀

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階
レコルテ内

03-6810-8304 ― ― 1,000,000 ― ― R2.7.29 ―

合同会社ウェルスファンド 7010003029847 関東財務局 一般社団法人ウェルスファンド
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 ― ― R1.10.29 ―

シニフィアン株式会社 2010401132620 関東財務局 小林　賢治 代表取締役 ○ ○ 東京都港区浜松町2丁
目2番15号
浜松町ダイヤビル2F

050-3556-
7390

https://signifiant.com
/

経営コンサル
ティング

1.500,000 ― ― R4.12.26 ―

合同会社メトロ・ワン 2010003029819 関東財務局 一般社団法人メトロホールディン
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 ― ― R1.6.3 ―

https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_124
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_124
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_124
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_124
https://lbpi.co.jp/
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吉村　英毅 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区愛宕一丁
目1番1-4404号

090-3500-
8769

― 旅行業、情報通
信業、投資事
業、資産管理業

― ― ― R5.1.27 ―

TFJ2合同会社 3010003029842 関東財務局 TFJ2一般社団法人
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号BRICK 
GATE京橋3階AOJ税
理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R1.6.5 ―

クオンタムリープ・キャピタル・
パートナーズ株式会社

6010401142293 関東財務局 島岡　高志 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
(株)アイファス内

03-6205-3275 http://qcp.co.jp/wp/ ベンチャー企業
へのコンサル
ティング業務、
M&Aアドバイザ
リー業務

10,000,000 ― ― R4.1.28 ―

株式会社博報堂ＤＹベンチャー
ズ

1010401145458 関東財務局 德久　昭彦 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂五丁
目3番1号赤坂Bizタ
ワー21階

03-6441-9950 https://www.hakuhod
ody-ventures.co.jp/

― 200,000,000 ― ― R5.3.6 ―

合同会社QOL・ブリッジ2 8010403020537 関東財務局 一般社団法人欲しかった暮らし
をしよう2
職務執行者　矢作　大

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂七丁
目6番15号
赤坂ロイヤルビル4Ｆ
虎ノ門パートナーズ内

090-7336-
2100

― ― 100,000 ― ― R1.8.20 ―

合同会社WHA3 5010003029865 関東財務局 一般社団法人WHA3　
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.15 ―

J-STAR4号A-GP有限責任事業
組合（J-STAR株式会社、原 禄
郎、原田 健一、櫻井 秀秋、湯
本 達也、荒川 暁、樫山 雄樹）

― 関東財務局 JーSTAR株式会社
原 禄郎

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6階

03-6269-9701 http://www.j-
star.co.jp/

(JーSTAR株式
会社)
プライベート・エ
クイティ投資事
業

(JーSTAR株式
会社)

50,000,002

― ― R1.12.13 ―

合同会社東京ホテルマネジメン
ト5

7010403020785 関東財務局 一般社団法人DRHF5
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 450,000 ― ― R1.11.8 ―

合同会社Hakodate Hotel 2010003029728 関東財務局 一般社団法人ストック・フォー
職務執行者者　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30階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

epiST Ventures有限責任事業組
合(epiST Ventures株式会社、上
村 崇、崎須賀 渉）

― 関東財務局 epiST Ventures株式会社
上村　崇

代表取締役 ― ○ 東京都新宿区新宿四
丁目3番17号
FORECAST新宿
SOUTH6階
CROSSCOOP
epiST Ventures株式会
社 内

03-6856-7724 ― ― epiST Ventures
株式会社
5,000,000

― ― R4.10.19 ―

合同会社RLSプロジェクト 7010003029830 関東財務局 一般社団法人RLSプロジェクト
職務執行者　丸尾　知弘

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座二
丁目10番8号ﾏﾆｴﾗ銀
座ﾋﾞﾙ4階ﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｼｰ会
計事務所内

03-6278-8478 ― ― 100,000 ― ― R1.6.19 ―

アドミラルファンド2号合同会社 3010003029306 関東財務局 アドミラルキャピタル株式会社
職務執行者　木下　玲子

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 ― ― 1,000,000 ― ― R1.11.29 ―

合同会社天王洲インベストメント 3010003030008 関東財務局 一般社団法人天王洲ホールディ
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R3.10.27 ―

合同会社二条 6010403018302 関東財務局 ウェルス・マネジメント株式会社
職務執行者　千野　和俊

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号　アーク森
ビル33階

03-6229-2140 ― ― 100,000 ― ― R1.6.24 ―

井坂　省三
北澤　知丈
佐藤　直樹
藤井　淳史
南黒沢　晃
三好　啓介

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目23番1号
虎の門ヒルズ森タワー
24階
ジャフコ　グループ株
式会社内

050-3734-
2025

― ― ― ― ― R3.11.1 ―
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JAPAN ISRAEL INNOVATION1
号有限責任事業組合（AT 
MANAGEMENT1号株式会社、
秋元　信行、土佐林　淳、小山　
倫世）

― 関東財務局 AT MANAGEMENT1号株式会社
秋元　信行
土佐林　淳

代表取締役 ― ○ 東京都港区北青山三
丁目6番7号
青山パラシオタワー11
階
AT MANAGEMENT1号
株式会社内

03-5778-5275 ― ― （AT 
MANAGEMENT
1号株式会社）

125,000

― ― R4.3.31 ―

合同会社富士プロジェクト 4010403013965 関東財務局 一般社団法人富士プロジェクト
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 ― ― 100,000 ― ― R5.2.7 ―

千葉道場株式会社 2011001126863 関東財務局 千葉　功太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
16番12号
桜丘フロントビル2階

03-6805-1700 ― ― 1,000,000 ― ― R4.10.26 ―

草津温泉ホールディングス合同
会社

8010403020347 関東財務局  クサツ・オンセン・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階 EPコンサルティン
グサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

株式会社ヘルスケア・イノベー
ション

8010001181418 関東財務局 宮田　満 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
室町三丁目2番1号
日本橋室町三井タ
ワー7階

03-5542-1643 https://hcinnovation.j
p/

― 10,000,000 ― ― R2.11.13 ―

株式会社ジャパンコンテンツファ
クトリープロダクション

2013301043210 関東財務局 光信　直長 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区紀尾
井町3番12号
紀尾井町ビル18階

080-1980-
8020

― ― 1,000,000 ― ― R4.8.26 ―

i-nest１号有限責任事業組合
（山中卓、塚本繁男、i-nest 
capital株式会社）

― 関東財務局 （i-nest capital株式会社)
山中　卓

代表取締役社長 ○ ○ 東京都目黒区中目黒5
丁目10-13
i-nest capital株式会社 
内

090-2538-
2849

https://www.i-
nestcapital.com/

（山中 卓：会社
経営）
株式会社トライ
バルメディアハ
ウス取締役
　
（塚本 繁男：会
社経営）
株式会社GSW 
代表取締役

(iーnest capital
株式会社)

　3,000,000

― ― R5.3.29 ―

合同会社エメラルド 7010003026448 関東財務局 一般社団法人エメラルドホール
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 ― ― R1.7.11 ―

合同会社晴海マネジメント 9010003029985 関東財務局 一般社団法人晴海ホールディン
グス
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 ― ― R1.10.4 ―

ALJ Hotel RE1合同会社 1010003030174 関東財務局 ALJ Hotel RE1一般社団法人
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 ― ― R1.7.16 ―

Spiral Capital有限責任事業組合
（Spiral Capital株式会社、奥野
友和、千葉貴史）

― 関東財務局 Spiral Capital株式会社
奥野　友和

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（【Spiral  Capital 株
式会社】内）

03-6452-8615 （Spiral Capital 株式会
社）
https://spiral-
ventures.com/japan/?
lang=ja

― （Spiral Capital 
株式会社）

100,000

― ― R4.12.19 ―

合同会社中台南ロジスティクス 3010003028836 関東財務局 一般社団法人中台南ホールディ
ングス
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 ― ― 100,000 ― ― R1.7.19 ―

合同会社Amazing Yolk 1010403013638 関東財務局 カラテ一般社団法人
職務執行者　松澤和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R1.11.8 ―

DPL市川合同会社 4010003029916 関東財務局 一般社団法人プロパティホール
ディングス
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目７番１号
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 200,000 ― ― R2.3.9 ―

GKK合同会社 6010003030186 関東財務局 GKK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 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_127

― 1,000,000 ― ― R3.10.27 ―

https://hcinnovation.jp/
https://hcinnovation.jp/
https://www.i-nestcapital.com/
https://www.i-nestcapital.com/
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_127
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_127
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_127
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_127
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ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ株式会社 5010001202556 関東財務局 宮宗　孝光 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー15階

050-3188-
9429

httpｓ：
//www.dimensionfund
.co.jp/

― 1,000,000 ― ― R3.10.29 ―

アクアイグニス・マエダ株式会社 3010001201923 関東財務局 東山　基 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区
富士見二丁目10番2号
飯田橋グランブルーム
12階

03-5276-5133 ― 不動産事業及び
建設事業に関す
る
コンサルタント

5,000,000 ― ― R5.3.22 ―

株式会社帝京ナレッジ・イニシア
ティブ

5011401021843 関東財務局 中西　穂高 代表取締役 ○ ○ 東京都板橋区加賀二
丁目11番1号
大学棟4号館3F

03-3964-8465 https://www.teikyo-
kitt.com/

― 100,000,000 ― ― R2.7.27 ―

合同会社ジェイブイエフ・ジー
ピー

7010403020653 関東財務局 ジェイブイエフ・ジーピー・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 ― ― 100,000 ― ― R2.4.16 ―

Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｔａｒ株式会社 9010401091298 関東財務局 川口　真史 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布狸穴
町60番地1
ウェリス麻布狸穴501

090-7306-
7685

― ― 2,000,000 ― ― R2.7.29 ―

合同会社マグノリア 6010003030104 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　菊池省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.15 ―

合同会社ネモフィラ 1010403015436 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
DECOTOKYO4階

03-5299-5331 ― 1.不動産の取
得・保有・処分・
賃貸借及び管理
2.不動産特定共
同事業法に基づ
く事業

3,000,000 ― ― R2.3.9 ―

株式会社のぞみフィナンシャル
ホールディングス

5010001187194 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 ― ・持株会社業務 100,000,000 ― ― R5.2.14 ―

MIC5号パートナーズ有限責任
事業組合（モバイル・インター
ネットキャピタル株式会社、元木
新、海老澤観）

― 関東財務局 モバイル・インターネットキャピタ
ル株式会社
海老澤観

代表取締役 ― ○ 東京都千代田区霞が
関3-2-5
霞が関ビル4階
（モバイル・インター
ネットキャピタル株式
会社内）

03-6811-1050 https://www.mickk.co
m/

（モバイル・イン
ターネットキャピ
タル株式会社）
経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

（モバイル・イン
ターネットキャ
ピタル株式会

社）
100,000,000

― ― R4.6.23 ―

QUON　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株
式会社

4010401146734 関東財務局 古橋　昌也 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門4-
3-20
神谷町MTビル14階

03-4520-8640 ― ― 1,000,000 ― ― R5.2.15 ―

KRF79インベストメント合同会社 7010003028816 関東財務局 一般社団法人KRF79
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番１号
ロックビレイビル8階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 1,000,000 ― ― R2.3.10 ―

株式会社FGN　ABBALab 9290001085334 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 ― 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.事業提携・仲
介に関する業務
4.各種コンサル
ティング業務
5.前各号に附帯
関連する一切の
事業

1,850,000 ― ― R2.9.16 ―

株式会社サンブルー・ヘルスケ
ア

4010001202573 関東財務局 西川　博明 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区一ツ
橋二丁目１番１号
如水会ビルディング４
階

03-6910-0717 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_158

貸金業 10,000,000 ― ― R4.4.28 ―

蓮田合同会社 2010003030099 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　西川　康洋

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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R4.11.4 ―

https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_158
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_158
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_158
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_158
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ヘッジファンドナビ株式会社 5010401095798 関東財務局 服部　祐史 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木三
丁目17番10号
六本木デュープレック
スタワー801

080-3725-
6620

― 経営コンサルタ
ント、不動産の
転貸業務

10,000,000 ― ― R3.11.30 ―

アイビスパートナーズ株式会社 8010401146210 関東財務局 村野　弘章 代表取締役 ○ ○ 東京都文京区大塚5-
18-5
Brillia護国寺冨士見坂
1401

070-4413-
3476

― 経営コンサルタ
ント

31,350,000 ― ― R4.8.16 ―

Japan Energy Capital合同会社 4010003030155 関東財務局 一般社団法人Japan Energy 
Capital
職務執行者　城口洋平

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

03-6774-6601
(ENECHANGE
株式会社)

― ― 1,200,000 ― ― R4.6.30 ―

合同会社西院インベストメント 2010003030314 関東財務局 一般社団法人西院プロパティ
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 ― ― R1.8.28 ―

合同会社サントル 6010003019394 関東財務局 株式会社阪急商業開発
職務執行者　吉田　明弘

代表社員 ― ○ 東京都港区元赤坂一
丁目1番7号

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R5.2.1 ―

SDRS１インテグラル株式会社 4010001203209 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 4,000,000 ― ― R3.5.19 ―

SDRS２インテグラル株式会社 2010001203210 関東財務局 長谷川　聡子 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 5,000,000 ― ― R1.10.7 ―

合同会社ＧＫ０１２ 8010403017582 関東財務局 一般社団法人ＳＨ０１２
職務執行者　松澤　和浩

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R1.11.8 ―

合同会社ときわインベストメント 7010403018490 関東財務局 ときわ一般社団法人
職務執行者　石倉　一人

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 ― ― 100,000 ― ― R1.9.2 ―

合同会社もみじインベストメント 1010003020596 関東財務局 もみじ一般社団法人
職務執行者　石倉　一人

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 ― ― 100,000 ― ― R1.9.2 ―

合同会社ペガサス 4010403021233 関東財務局 一般社団法人ペガサス
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4
階
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― ― 50,000 ― ― R1.9.3 ―

株式会社AXWELL　PARTNERS 8010401147539 関東財務局 斧田　豪 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RoP１２０３

03-6432-0270 ― ― 2,000,000 ― ― R4.6.23 ―

ヨス合同会社 6010003028206 関東財務局 ジャナシビリ・イラクリ 代表社員 ○ ― 東京都中央区日本橋
本町三丁目3番6号
ワカ末ビル7階

03-6202-7540 http://www.yosu.co.jp
/index.html

仮想通貨に関す
る業務

1,000,000 ― ― R1.11.22 ※R5.1.17付で、金融商品取引法
の規定に基づき、当社に対して、
業務改善命令を発出しました。

LJPF合同会社 8010003030515 関東財務局 ＬＪＰＦ１一般社団法人
職務執行者　本郷　雅和

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R1.9.4 ―

合同会社悠洛 7010003030111 関東財務局 一般社団法人悠洛
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

ACAブリッジ合同会社 8010003030449 関東財務局 一般社団法人ACAエナジー
職務執行者　林　令史

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 ― ― R4.5.12 ―

http://www.yosu.co.jp/index.html
http://www.yosu.co.jp/index.html
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デライト・ベンチャーズ有限責任
事業組合（ダイ・ワタナベ、株式
会社Ｄｅｌｉｇｈｔ Venture 
Investment、株式会社デライト・
ベンチャーズ、シンタロウ・アサ
コ）

― 関東財務局 株式会社Delight Venture 
Investment
南場　智子

株式会社デライト・ベンチャーズ
南場　智子

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都渋谷区円山町
28番1号
渋谷道玄坂スカイビル
11階

03-3461-4088 https://delight-
ventures.com/

ダイ・ワタナベ
―

株式会社Delight 
Venture 
Investment
コンサルティン
グ業務

株式会社デライ
ト・ベンチャーズ
コンサルティン
グ業務

シンタロウ・アサ
コ
―

ダイ・ワタナベ
―

株式会社
Delight 

Venture 
Investment
50,000,000

株式会社デラ
イト・ベンチャー

ズ
500,000

シンタロウ・ア
サコ

―

― ― R5.2.27 ―

SAMURAI CAPITAL 
MANAGEMENT２号合同会社

4010403019401 関東財務局 一般社団法人
SmartEquityInvestment
職務執行者　勝又　義雅

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂2-17-
46
グローヴ4階

03-5259-5313 ― ― 110,000 ― ― R4.1.12 ―

ビジネスストラテジックパート
ナーズ株式会社

7010001170727 関東財務局 永野　貴士 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
南一丁目6番17号
千代田会館ビル2階

03-6262-6540 http://www.bspartner
s.co.jp/

・営業支援、ビジ
ネスマッチング
に関するコンサ
ルティング業務
・Ｍ＆Ａ・事業提
携・資本提携に
関するコンサル
ティング業務
・経営戦略・財
務戦略・人事戦
略に関するコン
サルティング業
務
・資産承継・資
産運用等に関す
るコンサルティン
グ業務
・金融商品仲介
業（ＩＦＡ）
・有価証券の保
有、運用、管
理、売買

1,000,000 ― ― R4.12.27 ―

合同会社ブリッジ 3010403021358 関東財務局 一般社団法人ブリッジ
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R1.11.18 ―

合同会社ホース 2010403021359 関東財務局 一般社団法人ホース
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R1.11.18 ―

合同会社ココファンド３ 2010403020732 関東財務局 一般社団法人ココファンド3
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 ― ― 100,000 ― ― R1.10.24 ―

ANRI4有限責任事業組合（佐俣
安理、河野純一郎、鮫島昌弘、
ＡＮＲＩ株式会社）

― 関東財務局 【ANRI株式会社】
佐俣安理

代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木6丁
目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F

03-4500-8689 【ANRI株式会社】
http://anri.vc/

― 【ANRI株式会
社】

10,000

― ― R5.2.17 ―

ＧＲ投資合同会社 4010003030452 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　増渕　俊介

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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R4.11.2 ―

http://www.bspartners.co.jp/
http://www.bspartners.co.jp/
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合同会社ヨークコア 9010003030497 関東財務局 一般社団法人ヨークコア
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
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R1.9.17 ―

合同会社LIGNUM 2010003030470 関東財務局 一般社団法人LIGNUM
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 ― ― 100,000 ― ― R3.5.20 ―

野村メザニン・パートナーズ株式
会社

8010001203898 関東財務局 奥澤　徹 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町2-1-1
大手町野村ビル23階

03-6838-4650 https://www.nomura-
mez.com/

金銭の貸付けお
よび金銭貸借の
媒介に関する業
務

250,000,000 ― ― R5.2.16 ―

D3合同会社 2010403016169 関東財務局 永田　智也 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイ
スタワー18階

080-5065-
6323

― 経営コンサル
ティング事業等

100,000 ― ― R5.3.29 ―

Future Food Fund株式会社 8010701038132 関東財務局 松本　浩平 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区大崎1-
11-2
ゲートシティ大崎イー
ストタワー5F

050-5357-
5495

https://www.oisixrada
ichi.co.jp/company/

― 15,000,000 ― ― R5.2.16 ―

Quon Capital株式会社 3010401145191 関東財務局 長尾　哲哉 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門4-
3-20
神谷町MTビル14階

03-4520-8640 ― M&A、顧客紹介
業

5,000,000 ― ― R5.1.18 ―

パシフィコ・エナジー・ソーラー
ファンド２合同会社

4010403021134 関東財務局 パシフィコ・エナジー株式会社
職務執行者　松尾　大樹

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木3丁
目2-1
六本木グランドタワー
37階

03-4540-7830 ― 太陽光発電事
業への投資

1,000,000 ― ― R1.10.9 ―

飛鳥合同会社 6010403018434 関東財務局 飛鳥一般社団法人
職務執行者　吉岡淳

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.23 ―

合同会社ナガヤマ 1010403021351 関東財務局 ナガヤマ・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 ― ― R1.9.24 ―

株式会社ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ　ＩＮＶ
ＥＳＴＭＥＮＴＳ

1020001128944 関東財務局 呉　文偉 代表取締役 ○ ○ 神奈川県横浜市西区
高島二丁目6番32号
横浜東口ウィスポート
ビル8Ｆ

045-324-2444 https://www.asian.co.j
p/company/group

不動産販売・コ
ンサルティング
業務

10,000,000 ― ― R4.12.23 ―

アックスプロパティー合同会社 2010003030586 関東財務局 アックスホールディング1一般社
団法人 
 
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R1.9.26 ―

株式会社識学 7011001104435 関東財務局 安藤　広大 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区大崎二
丁目9番3号
大崎ウエストシティビ
ル1階

03-6821-7560 https://corp.shikigaku
.jp/

組織コンサル
ティング事業

15,184,000 ― ― R4.11.7 ―

JP GAMES株式会社 7010001196334 関東財務局 田畑　端 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区九段
北1-14-16
PILE KUDAN 101

03-3511-2929 http://jpgamesinc.co
m/

コンピュータソフ
トウェア及びコン
テンツの企画、
開発、制作及び
販売に関する業
務等

202,999,988 ― ― R4.12.13 ―

ウェルスガーディアンキャピタル
パートナーズ株式会社

6010001203743 関東財務局 芦澤　大地 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
須田町一丁目24番6号
ＡＣＮ神田須田町ビル
11Ｆ

03-6381-1948 ― ― 3,000,000 ― ― R5.2.22 ―

慶應イノベーション・イニシアティ
ブ２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、マウントショア合同会
社）

― 関東財務局 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

マウントショア合同会社
山岸 広太郎

代表取締役

代表社員

― ○ 東京都港区三田1-4-
28
三田国際ビル10 階

03-6435-0945 https://www.keio-
innovation.co.jp/

-

コンサルティン
グ業務、
市場調査経済
産業調査業務　
等

50,000,000

1,000,000

― ― R5.1.27 ―

https://www.nomura-mez.com/
https://www.nomura-mez.com/
https://www.oisixradaichi.co.jp/company/
https://www.oisixradaichi.co.jp/company/
https://www.asian.co.jp/company/group.html
https://www.asian.co.jp/company/group.html
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DS Toranomon合同会社 6010003030624 関東財務局 DS Toranomon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5丁
目1番4号グローバル・
ソリューションズ・コン
サルティング株式会社

03-3433-6433 ― ― 100,000 ― ― R1.11.29 ―

ガバナンス・パートナーズ株式
会社

3011001106732 関東財務局 丸山　俊 代表取締役 ○ ○ 東京都港区西麻布1丁
目3番26　ガリシアレジ
デンス六本木303

03-6806-6156 ― 投資運用業・コ
ンサルティング
業

10,000,000 ― ― R4.12.1 ―

YS上野御徒町合同会社 3010003030503 関東財務局 一般社団法人YSキャピタル
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 ― ― 100,000 ― ― R1.10.18 ―

MedVenture2有限責任事業組
合（MedVenture Partners株式会
社、大下創、池野文昭、中村智
幸、福山高志、杉下悟）

― 関東財務局 MedVenture Partners株式会社
大下創

代表取締役 ― ○ 東京都中央区日本橋
室町三丁目2番1号
日本橋室町三井タ
ワー7F
（MedVenture Partners
株式会社内）

03-6273-4437 （MedVenture 
Partners株式会社）
http://www.medvp.co.
jp/

― （MedVenture 
Partners株式

会社）
19,625,000

― ― R3.7.5 ―

AQUA HEAVEN2合同会社 2010003030818 関東財務局 AQUA HEAVEN2一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R1.10.21 ―

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

○ ○ 東京都渋谷区道玄坂1
丁目２１－１
渋谷ソラスタ　15階

03-4577-1473 http://www.sv-
fintech.com

― 株式会社
VOYAGE 

GROUP
10,000,000

株式会社キャ
ピタル・ディレク

ション
3,000,000

― ― R1.10.21 ―

合同会社エスエスジー東海 9010403021468 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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.6.14 ―

ファーストアドバイザーズ有限責
任事業組合（熊谷直高、有富丈
之）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目７番７号　トライセ
ブンロッポンギ８階

080-4348-
1007

― ― ― ― ― R4.5.6 ―

合同会社ＴＳＭ157 6010403021280 関東財務局 一般社団法人TSM157
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
モートサイドビル1112
号室

03-6257-3022 ― ― 100,000 ― ― R3.1.28 ―

AYR1合同会社 2010003030743 関東財務局 AYR1一般社団法人
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 ― ― R2.9.9 ―

KICアセット・マネジメント株式会
社

4010001134172 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5577-7924 https://www.kicam.co
.jp/

― ― ○ ― R3.9.21 ―

合同会社A. P. 11 2010403021425 関東財務局 一般社団法人A.P.11
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 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理
債権の取得、保
有及び処分

100,000 ― ― R1.11.5 ―

合同会社三軒茶屋壱号 9010003030885 関東財務局 一般社団法人三軒茶屋壱号
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

03-3231-1938 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_128

― 100,000 ― ― R1.11.6 ―

合同会社強羅 2010003030867 関東財務局 一般社団法人強羅
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

日本インパクト投資2号有限責
任事業組合（新生インパクト投
資株式会社、一般財団法人社
会変革推進財団、尾﨑春梅、宮
部清佳）

＿ 関東財務局 （新生インパクト投資株式会社）
尾崎　春梅

（一般財団法人社会変革推進財
団）
大野　修一

（新生インパクト投資株式会社）
代表取締役

（一般財団法人社会変革推進財団）
理事長

○ ○ 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
11階

050-3509-
1192

http://hatarakufund.c
om/

― （新生インパク
ト投資株式会

社）
100,000

（一般財団法人
社会変革推進

財団）
1,554,236,215

― ― R5.1.16 ―

http://hatarakufund.com/
http://hatarakufund.com/
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15th Rock Ventures有限責任事
業組合（株式会社アドベン
チャー・キャピタル・パートナー
ズ、Star Lab株式会社）

― 関東財務局 （株式会社アドベンチャー・キャ
ピタル・パートナーズ）
源　健司

（Star Lab株式会社）
中島　徹

代表取締役

代表取締役

― ○ 東京都千代田区神田
小川町三丁目28番地5
号
axle御茶ノ水101号室

080-2552-
7130

https://www.15th-
rock.com/

経営その他に係
るコンサルティン
グ業務

1,000,000

500,000

― ― R3.4.13 ―

合同会社ＴＰＳ 1010003029836 関東財務局 一般社団法人ＴＰＳ
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

03-3231-1991 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_129

― 2,000,000 ― ― R1.11.15 ―

アース合同会社 1010003030109 関東財務局 自然電力株式会社
職務執行者　鈴木　宣博

代表社員 ○ ○ 東京都文京区本郷五
丁目33番10号
いちご本郷ビル3階

03-3868-3391 https://www.shizenen
ergy.net/

発電及び売電事
業等

500,000 ― ― R3.6.1 ―

FreakOut Ｓｈｉｎｓｅｉ　Ｆｕｎｄ株式
会社

3010401148995 関東財務局 西村　和将 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木六
丁目3番1号
六本木ヒルズクロスポ
イント3階

03-6721-1740 https://fsf.vc/ ― 15,000,000 ― ― R5.1.11 ―

合同会社J＆TC Frontier 1010003030991 関東財務局 一般社団法人J&TC Frontier
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

TFJ3合同会社 7010003030937 関東財務局 TFJ3一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R1.11.20 ―

合同会社アスナロ 7010003030862 関東財務局 一般社団法人SBY
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 ― ― R1.11.20 ―

株式会社オークファンインキュ
ベート

1010701038353 関東財務局 井上　正俊 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区上大崎
2-13-30
oak meguro 3階

03-6809-0951 ― 経営コンサル
タント、M&A仲介
等

10,000,000 ― ― R1.11.21 ―

BP１有限責任事業組合（山口丈
寛、石川誉）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 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22階

080-3911-
0100

― ― ― ― ― R4.11.24 ―

FST合同会社 7010403021759 関東財務局 FST一般社団法人
職務執行者  粟国 正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.10.7 ―

AAファンド有限責任事業組合
（赤坂優、有安伸宏）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
二丁目36番13号
広尾MTRビル4階

03-6805-1700 ― 【赤坂優】
未公開企業へ
の投資
【有安伸宏】
未公開企業へ
の投資

― ― ― R4.10.26 ―

合同会社ゼストリーシング 9010403021815 関東財務局 一般社団法人勝どき橋ホール
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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.1.21 ―

NREGP合同会社 9010403021294 関東財務局 ヴィーナ・エナジー・ジャパン株
式会社
職務執行者　塚田　裕行

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー17階

03-6452-9777 ― ― 100,000 ― ― R4.11.4 ―

Spiral Innovation Partners有限
責任事業組合（Spiral Innovation 
Partners株式会社、岡洋）

― 関東財務局 Spiral Innovation Partners株式
会社
奥野　友和

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（【Spiral Innovation 
Partners株式会社】
内）

03-6452-8615 （Spiral Innovation 
Partners株式会社）
https://spiral-
ventures.com/japan/?
lang=ja

― （Spiral 
Innovation 

Partners株式
会社）

100,000

― ― R4.12.19 ―

合同会社ＫＨＣＦ２ 8010003030960 関東財務局 一般社団法人KHCF2
〔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5階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R2.4.8 ―

https://fsf.vc/
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DEIランドホールディングス合同
会社

8010003030977 関東財務局 一般社団法人エナジー・インフラ
ＬＬＣ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 ― ― 2,000,000 ― ― R1.12.2 ―

サステナブル・リターン・ファンド
合同会社

6010003030970 関東財務局 一般社団法人科学技術教育振
興基金
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 ― ― R2.10.9 ―

トルナーレオフィス合同会社 1010003031032 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 ― ― 1,000,000 ― ― R1.12.4 ―

Japan Battery Fund株式会社 8010001204153 関東財務局 谷口　郁夫 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
2-2-3
VOLT半蔵門II9F

080-6570-
2744

https://www.japan-
battery.jp/

― 12,000,000 ― ― R3.8.24 ―

NES株式会社 9010401146804 関東財務局 今川　信宏 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目4番5号
アークヒルズサウスタ
ワー16階

03-6869-0538 http://nes-vc.com/ コンサルティン
グ業務
ビジネスマッチ
ング業務

17,500,000 ― ― R4.4.25 ―

合同会社ホテルプロジェクト高
山

4010403021910 関東財務局 ACA株式会社
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
株式会社赤坂国際会
計内

03-6804-6748 ― ― 300,000 ― ― R1.12.11 ―

有限責任事業組合コーラル・グ
ロース（株式会社Coral Capital、
サン・パシフィック株式会社、Ａｒ
ｋａｎｉａ合同会社）

― 関東財務局 株式会社Coral Capital　ジェーム
ズ・ライニー
サン・パシフィック株式会社　澤
山　陽平
Arkania合同会社　ジェームズ・ラ
イニー

代表取締役

代表取締役

代表社員

― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番2号大手
町フィナンシャルシティ
グランキューブ3階

03-4243-7291 （株式会社Coral 
Capital）
http://coralcap.co/

（サン・パシフィック株
式会社）
http://sun-
pacific.tokyo

（Arkania合同会社）
　-

（株式会社Coral 
Capital）
 ー

（サン・パシ
フィック株式会
社）
 資産管理業

（Arkania合同会
社）
　ー

（株式会社
Coral Capital）

 10,000

（サン・パシ
フィック株式会

社）
 10,000

（Arkania合同
会社）

　1

― ― R4.8.15 ―

合同会社Firefly 4010403019483 関東財務局 一般社団法人Araihama
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 ― ― 300,000 ― ― R1.12.17 ―

合同会社レア東福レジデンス 4010003031112 関東財務局 一般社団法人公共レジデンシャ
ルファンド3
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

合同会社Ｇｅｎ１ 4010403021225 関東財務局 一般社団法人Gen1
職務執行者　金谷　正文

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 ― ― R2.1.22 ―

IFSPV1号有限責任事業組合
（赤浦徹、本間真彦、和田圭祐、
村田祐介、インキュベイトファン
ド株式会社）

― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
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/

― インキュベイト
ファンド株式会

社
72,400,000

― ― R3.4.16 ―

利尻ＩＢＬＰ合同会社 7010403022014 関東財務局 レブン・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

礼文ホールディングス合同会社 8010403022013 関東財務局 レブン・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

CLF1合同会社 7010003030986 関東財務局 一般社団法人CLFホールディン
グス
職務執行者　西川　康洋

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

03-3231-1891 ― ― 100,000 ― ― R3.8.11 ―

http://nes-vc.com/
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合同会社ジェイ・アイ・アイ 3011103007746 関東財務局 一般社団法人ジェイ・エス・エル
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18階
（株式会社ジェイ・ウイ
ル・アセットマネジメン
ト内）

03-6266-5220 ― ― 300,000 ― ― R2.10.6 ―

KRF88インベストメント合同会社 7010003030945 関東財務局 一般社団法人KRF88
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番１号
ロックビレイビル8階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 1,000,000 ― ― R2.3.10 ―

ＳＮキャピタル株式会社 7010001206274 関東財務局 軒野　仁孝 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目4番2号
大同生命霞が関ビル8
階

03-6811-1130 ― ― 5,000,000 ― ― R1.12.26 ―

株式会社ＡＰ　Ⅵ　ＧＰ 8010401149923 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

03-5425-8790 ― ― 50,000 ― ― R2.9.29 ―

アフリカ・キャピタル・パートナー
ズ合同会社

6010003030896 関東財務局 一般社団法人ムパタ・ファンド　
職務執行者　美齊津　敬二

代表社員 ○ ○ 東京都中央区明石町
11－15　ミキジ明石町
ビル6階

03-6821-1213 ― ― 100,000 ― ― R1.12.27 ―

フェムトグロース・スリー合同会
社

6011003010640 関東財務局 フェムトパートナーズ株式会社
職務執行者 磯崎哲也

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
五丁目53番67号
コスモス青山SOUTH
棟506号室

03-6712-6135 https://femto.vc/ ― 1,000,000 ― ― R5.1.19 ―

ATE株式会社 6010001204840 関東財務局 南谷　泰史 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
蛎殻町一丁目2番1号
リーラック第一ビル5階

03-6661-6550 https://legalnetwork.j
p/

損害担保事業 39,050,000 ― ― R5.1.4 ―

銀座六丁目プロパティ合同会社 1010003031346 関東財務局 一般社団法人銀座六丁目ホー
ルディングス
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 ― ― 100,000 ― ― R2.1.21 ―

合同会社かがやきシニアレジデ
ンス

2010403020666 関東財務局 一般社団法人かがやき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 ― 不動産の売買、
保有、賃貸及び
管理

300,000 ― ― R2.1.21 ―

合同会社アリス 1010003031354 関東財務局 一般社団法人トライ
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 ― ― R2.1.23 ―

合同会社ＣＬＦ１ 9010003031454 関東財務局 一般社団法人ＣＬＦ１
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_130

― 100,000 ― ― R2.1.24 ―

iFund有限責任事業組合（加藤
匠馬、北濱丈司、明神洸次郎、
實吉陽紀、関根理沙、iFund株
式会社）

― 関東財務局 iFund株式会社
加藤匠馬

代表取締役 ○ ○ 東京都荒川区東日暮
里五丁目47番4号
クレール川原302
（【iFund株式会社】内）

080-3403-
0253

― (北濱丈司)
ユーチュー
バー、コンサル
ティング業、投
資業
(明神洸次郎)
ユーチュー
バー、コンサル
ティング業、投
資業
(實吉陽紀)
ユーチュー
バー、コンサル
ティング業、投
資業
(関根理紗)
ユーチューバー

（iFund株式会
社）

10,000

― ― R3.5.31 ―

THE CREATIVE FUND有限責任
事業組合（三浦崇宏、福本龍
馬、小池藍）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木三
丁目17番10号
ROPPONGI DUPLEX 
TOWER 2F

090-4204-
8448

https://goinc.co.jp/ ― ― ― ― R3.12.28 ―
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株式会社GO 8010401129099 関東財務局 三浦崇宏 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木三
丁目17番10号
ROPPONGI DUPLEX 
TOWER 2F

090-4204-
8448

https://goinc.co.jp １　各種商品の
企画、制作及び
立案
２　デザイン業
３　映像、音楽
等のコンテンツ
に関する企画、
制作及び立案
４　イベント及び
広告等の企画、
制作及び立案
５　各種経営コ
ンサルティング
６　前各号に附
帯する一切の事
業

10,000,000 ― ― R3.12.28 ―

合同会社長津田 6010403021982 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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.6.10 ―

葵合同会社 3010403021267 関東財務局 葵一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.23 ―

株式会社ＭＥＲＣＥＲ　ＬＡＮＤ 7011001122552 関東財務局 羅　直也 代表取締役 ○ ― 東京都渋谷区恵比寿
四丁目23番13号
MERCER BLDG.4F

03-3447-0551 ― 経営コンサル
ティグ

9,000,000 ― ― R3.3.10 ―

合同会社トラスト・キャピタル・メ
ザニン

9010003031504 関東財務局 トラスト・キャピタル株式会社
職務執行者　藤井一範

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
室町4-5-1
さくら室町ビル8階

03-3517-2377 ― ― 60,000,000 ― ― R5.1.12 ―

ORCAコンサルティング株式会
社

1010601048774 関東財務局 加藤徹朗 代表取締役 ○ ○ 東京都文京区本駒込
一丁目６番１４号
プレサンス本駒込アカ
デミア４０１

090-3587-
0361

https://www.orcacon
sultingltd.com/

コンサルティン
グ事業

10,000,000 ― ― R2.1.31 ―

株式会社電通 5010401143788 関東財務局 榑谷　典洋
林　信貴

代表取締役
代表取締役

― ○ 東京都港区東新橋一
丁目8番1号

03-6216-5111 https://www.dentsu.c
o.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

10,000,000,000 ― ― R5.1.17 ―

合同会社POS１ 8010403020925 関東財務局 一般社団法人POS1
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 ― ― R2.2.4 ―

合同会社ＪＲＥＡＳＴファンド第１
号

1010003031263 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R2.2.4 ―
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合同会社メイユウ 2010003031064 関東財務局 一般社団法人ララージュ
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 ― ― R2.8.19 ―

六ヶ所ソーラー合同会社 6010003031498 関東財務局 未来創電上北六ヶ所一般社団
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 ― ― R2.2.5 ―

合同会社紀伊国橋インベストメ
ント

5010003031524 関東財務局 一般社団法人紀伊国橋ホール
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 ― ― R2.2.5 ―

合同会社ダブルオーナイン 1010003031486 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　増渕　俊介

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 ― ― R3.4.30 ―

合同会社ニセコヴィラキャピタル 7010003026530 関東財務局 株式会社ウェルスプリングリアル
ティインベストメンツ
職務執行者　米田　成史

代表社員 ○ ○ 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
6F

03-6826-4060 ― ― 300,000 ― ― R5.2.6 ―

A.P.リアルティ株式会社 9011001073265 関東財務局 西岡　康夫 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目９番４号　蚕
糸会館2Ｆ

03-6206-3220 http://apcapital.gr.jp/ 宅建業
貸金業

60,000,000 ― ― R2.2.13 ―

合同会社ひなげし 8010003031166 関東財務局  一般社団法人ひなげし
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 ― ― 50,000 ― ― R2.2.13 ―

クレジット・ギャランティ５号合同
会社

7010003031571 関東財務局 クレジット・ギャランティ５号一般
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号田中
ビル５階
あすな会計事務所内

03-5577-5047 ― ― 10,000 ― ― R2.2.19 ―

FUSIAN CAPITAL株式会社 1010401130963 関東財務局 川野　大介 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27
階

03-5404-8560 ― コンサルティン
グ

100,000,000 ― ― R4.1.12 ―

リアルテックホールディングス株
式会社

2010001163520 関東財務局 永田暁彦 代表取締役 ○ ○ 東京都墨田区横川一
丁目16番3号
センターオブガレージ
Room2

03-6630-1000 https://www.realtech.
holdings/

― 50,000,000 ― ― R5.2.8 ―

株式会社ハーバー・リアルエス
テイト

1010701025649 関東財務局 田嶋拓也 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区東品川
二丁目２番２８号
Ｔビル７階

03-5479-1612 ― 不動産賃貸業 100,000,000 ― ― R2.2.21 ―

CMCSホールディングス合同会
社

3010403022380 関東財務局  シーエムシーエス・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

中部IBLP合同会社 2010403022381 関東財務局  シーエムシーエス・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1番1号 
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

合同会社SCLキャピタル 9011003010555 関東財務局 一般社団法人CSV推進協会
職務執行者　井田　英明
職務執行者　金森　久和

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷2-
21-1渋谷ヒカリエ17F

03-6418-3960 https://scalagrp.jp/sc
lcapital/

経営支援事業 10,000,000 ― ― R5.2.27 ―

合同会社ＯＮＥ TEAM 1010003031503 関東財務局 一般社団法人 ONE TEAM
職務執行者　出澤貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号AOJ税
理士法人内

03-5542-0138 ― ― 100,000 ― ― R2.2.25 ―

NEXTBLUE有限責任事業組合
（郡裕一、井上加奈子、Vincent 
Tan）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都中央区日本橋
三丁目1番3号
xBridge-Global 2F

050-5361-
9378

― (1)起業家支援
業務
(2)前各号に附
帯関連する一切
の業務

― ― ― R5.3.3 ―

合同会社札幌南６プロパティ 7010003031539 関東財務局 一般社団法人SAP1
職務執行者　丸尾　知弘

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座二
丁目10番8号ﾏﾆｴﾗ銀
座ﾋﾞﾙ4階

03-6278-8478 ― ― 100,000 ― ― R2.2.27 ―

https://www.realtech.holdings/
https://www.realtech.holdings/
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合同会社ゆとりの約束 9010003031636 関東財務局 一般社団法人ゆとりの約束
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_131

― 100,000 ― ― R2.2.27 ―

蒼穹GP１有限責任事業組合（益
子和也、並川周作）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区三田5-1-
21
コンフォリア白金高輪
601

03-3527-2212 ― 益子 和也：会社
員（株式会社
SHIFT 会社員）
並川　周作：会
社経営（株式会
社おでん 代表
取締役）
砂田　有史：会
社員（株式会社
地域経済　
REVICパート
ナーズ株式会社　
会社員）　社外
役員（株式会社
Iーne　監査役　
ブイキューブ株
式会社　監査
役）　団体役員
（一般社団法人
おにぎり協会　
監事）

― ― ― R4.3.8 ―

DRG Fund１号有限責任事業組
合（日下部竜、DRG合同会社）

― 関東財務局 DRG合同会社
日下部 竜

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号
アーク森ビル3階

03-3568-3155 ― ― 100,000 ― ― R2.3.3 ―

合同会社フルール 6010403022270 関東財務局 一般社団法人フルール
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R2.3.6 ―

株式会社アジアンマーケット企
画

6011601017491 関東財務局 木林　靖治 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区外神
田二丁目14番10号
第二電波ビル４階

03-3525-8300 http://www.asian-m-
planning.co.jp/

経営コンサルタ
ント、経営支援
関連業務
海外市場マーケ
ティング及びそ
の関連業務

11,000,000 ― ― R5.2.20 ―

合同会社Ｓｔｒａｉｔｓ Himawari GK 
One

1010003031841 関東財務局 一般社団法人Ｓｔｒａｉｔｓ Himawari 
GKISH One
職務執行者 横倉　弘和

代表社員 ― ○ 東京都中央区新富一
丁目15番3号
ジパングアウトソーシ
ングサービス内

03-3555-6660 ― ― 150,000 ― ― R3.4.30 ―

合同会社アセット投資事業６号 2010403022324 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 ― ― 1,000,000 ― ― R2.3.11 ―

USテクノロジーベンチャー合同
会社

4010003031822 関東財務局 一般社団法人アイ・ビー・マネジ
メント
職務執行者　坪井 当彦

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
兜町3番11号
三田証券株式会社内

03-3666-0039 ― ― 1,000,000 ― ― R2.3.11 ―

ＡＫ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 5010403022651 関東財務局 エーケー・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 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

Ａｋｉｔａ　Ｋｙｏｅｉ　ＩＢＬＰ合同会社 4010403022652 関東財務局 エーケー・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 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―
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蘭ホールディングス合同会社 3010403022653 関東財務局 ラン・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

梅花ＩＢＬＰ合同会社 2010403022654 関東財務局 ラン・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

梅新プロパティー合同会社 5010003031598 関東財務局 梅新ホールディング1一般社団
法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R2.3.13 ―

株式会社tb innovations 6010001208073 関東財務局 高　賢　敃 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区京橋二
丁目２番１号
京橋エドグラン２８階

03-6841-8300 ― 有価証券の取
得及び保有、経
営コンサルティ
ング、技術開
発、新規事業立
上支援、セミ
ナーの企画開
催、事業提携の
推進等

400,000,000 ― ― R2.6.29 ―

みなとみらい５３EAST合同会社 2010403020823 関東財務局 一般社団法人みなとみらい５３Ｅ
ＡＳＴ
職務執行者　鈴木敬一

代表社員 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目15番2号
品川インターシティB棟
26階

03-5769-1213 ― ― 1,500,000 ― ― R2.3.16 ―

ＰＧ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ合同会社 3010003022491 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　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 ― ― R4.4.11 ―

ヘルスケアプロパティーズ合同
会社

5010003031846 関東財務局 一般社団法人HP
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 ― ― R3.7.12 ―

合同会社サンシャイン２ 5010003031862 関東財務局 一般社団法人ストーンプロモ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_133

― 200,000 ― ― R2.3.18 ―

合同会社戸島ロジスティクス 6010003031663 関東財務局 一般社団法人戸島ロジスティク
ス
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

日本物流未来投資株式会社 7010601056929 関東財務局 伊藤　則和 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区西新宿
八丁目17番1号
住友不動産新宿グラン
ドタワー25階

050-1741-
2550

https://www.sbs-
group.co.jp/sbsh/nbm
c/

金銭債権、不動
産、株式の売買
並びに売買の仲
介及び斡旋
金銭の貸付業
務

2,000,000 ― ― R4.7.8 ―

NSSK関東・東日本ジェンパー合
同会社

2010403022373 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17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R3.12.6 ―

NSSK中部・北陸ジェンパー２合
同会社

1010403022374 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17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R2.3.24 ―

NSSK近畿・西日本ジェンパー合
同会社

9010403022375 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17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R4.1.4 ―

大和ＡＣＡヘルスケア・ファイナ
ンス株式会社

1010001202576 関東財務局 佐野　勝 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区平河
町二丁目4番5号
平河町Kビル7階

03-6261-3191 ― 貸金業 25,000,000 ― ― R4.7.26 ―

株式会社ハーレージャパン 7011001132989 関東財務局 中村 昌弘 代表取締役 ○ ― 東京都渋谷区神宮前
二丁目19番13号
VORT原宿B1F

03-6434-9851 ― スポーツ用品の
卸売業

50,000,000 ― ― R2.3.30 ―

https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_133
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_133
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_133
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_133
https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/nbmc/
https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/nbmc/
https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/nbmc/
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株式会社ＳＭＢＣキャピタル・
パートナーズ

4010001207498 関東財務局 辰己　聖 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目1番2号
三井住友銀行本店ビ
ル内

03-4333-6000 https://www.smbc.co.
jp/smbccp/

― 100,000,000 ― ― R4.11.22 ―

GOファンド株式会社 8010501045444 関東財務局 田沼　豪 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町8番1号
FinGATE TERRACE 

03-6555-2660 https://gofund.co.jp/ ― 70,000,000 ― ― R4.2.25 ―

ダブルシャープ・パートナーズ株
式会社

1010401151588 関東財務局 大屋　重幸 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目９番１１号
オリックス赤坂二丁目
ビル１０階

03-6747-2922 https://www.doube-
sharp.vc

経営コンサル
ティング

30,000,000 ― ― R2.4.1 ―

インキュベイトファンド５号有限
責任事業組合（赤浦徹、本間真
彦、和田圭祐、村田祐介、マク
ナーニ・ポール・ジョセフ、イン
キュベイトファンド株式会社）

― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
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/

― インキュベイト
ファンド株式会

社
72,400,000

― ― R4.12.13 ―

Kepple West Africa有限責任事
業組合（神先孝裕、品田諭志、
株式会社ケップルアフリカベン
チャーズ）

― 関東財務局 株式会社ケップルアフリカベン
チャーズ
神先孝裕

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
1-21-1
SHIBUYA-SOLASTA 
3F

03-6820-2894 ― 経営・営業に関
するコンサル
ティング業務
インターネットに
関するコンサル
ティング・サイト・
コンテンツの企
画、制作、保守
業務

（株式会社ケッ
プルアフリカベ

ンチャーズ）
1,000,000

― ― R4.5.23 ―

グリーベンチャーズ株式会社 6010401151815 関東財務局 相川　真太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木六
丁目11番1号
六本木ヒルズゲートタ
ワー9階

03-5770-9257 https://gree.vc/ コンサルティン
グ業務、市場調
査業務

500,000 ― ― R5.3.1 ―

Bashamichi Sky Venue合同会社 7011003010920 関東財務局 株式会社Robot Home
職務執行者　堀場　朋愛

代表社員 ○ ― 東京都中央区銀座七
丁目4番15号
RBM銀座ビル9階（株
式会社Robot Home
内）

03-6447-0312 ― ― 1,000,000 ― ― R4.11.18 ―

TRIFORCE CAPITAL株式会社 4010401151998 関東財務局 村松　隼 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番21号新虎ノ門
実業会館5F

03-6822-4434 ― ― 5,000,000 ― ― R4.9.2 ―

大前　創希 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区六番
町1番地7
大前アトワークビル4階

03-5422-7070 ― 経営コンサルタ
ント業

― ― ― R4.12.27 ―

合同会社オーケーチャタン 6010003032034 関東財務局 一般社団法人オーケーチャタン
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
東京共同会計事務所
内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R2.4.20 ―

駿河台アセット合同会社 8011403002979 関東財務局 一般社団法人駿河台アセット・
ホールディング
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 ― ― 1,000,000 ― ― R2.6.12 ―

ジャパン－チャイナ・キャピタル・
パートナーズ株式会社

8010001199848 関東財務局 杉山　憲史 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19階

03-6261-6263 https://www.jcfund.co
.jp/

他の事業者の
経営・資本政策
に関するコンサ
ルティング

250,000,000 ― ― R4.7.5 ―

スパークス・イノベーション・
フォー・フューチャー株式会社

6010401152144 関東財務局 見學信一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南一丁
目2番70号 品川シー
ズンテラス6階

03-6711-9230 https://www.sparxsif.
com

― 50,000,000 ― ― R3.3.17 ―

https://gofund.co.jp/
http://incubatefund.com/
http://incubatefund.com/
https://gree.vc/
https://www.jcfund.co.jp/　
https://www.jcfund.co.jp/　
https://www.sparxsif.com/
https://www.sparxsif.com/
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QXLV有限責任事業組合（クオ
ンタムリープベンチャーズ株式
会社、古谷健太郎）

― 関東財務局 クオンタムリープベンチャーズ株
式会社
古谷健太郎

代表取締役 ― ○ 東京都港区赤坂九丁
目５番１２号

03-5785-3968 https://qxlv.jp/ 【クオンタムリー
プベンチャーズ
株式会社】
（１）インターネッ
ト等の通信ネッ
トワーク及び電
子技術を利用し
た各種サービス
の研究、企画、
設計、開発、販
売、保守業務
（２）インターネッ
ト等の通信ネッ
トワーク及び電
子技術を利用し
た広告・宣伝に
関する業務及び
代理業務
（３）新規事業を
はじめとする企
業戦略の研究、
立案等の経営コ
ンサルティング
業務
（４）インターネッ
ト関連事業への
投資並びにこれ
ら企業の合併、
提携、営業権、
有価証券の譲

【クオンタムリー
プベンチャーズ

株式会社】
23,495,000

― ― R5.3.14 ―

One Capital有限責任事業組合
（One Capital株式会社、淺田慎
二、坂倉亘）

― 関東財務局 One Capital株式会社
淺田  慎二

代表取締役CEO ― ○ 東京都港区港南二丁
目16番1号　品川East 
One Tower 7F

03-6894-2141 https://onecapital.jp/ （One Capital株
式会社）　コンサ
ルティング業務

（One Capital株
式会社）

1,500,000

― ― R4.6.7 ―

みらい合同ファイナンス合同会
社

7010003026472 関東財務局 日中産権交易所株式会社
職務執行者　小野賢二

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋三
丁目4番2号
ヤマキ第2ビル3階

03-5422-1084 ― 財務戦略・資本
政策等に関する
コンサルティン
グ業務

100,000 ― ― R4.6.27 ―

自然キャピタル有限責任事業組
合（自然キャピタル合同会社、
今井松兼、ビベンズ　マーク　ス
タンドリ、ジェリック　アドリアン、
ビトン　ステファン、山内陽子及
びウィンダー　ジェイソン）

― 関東財務局 自然キャピタル合同会社
今井　松兼

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門1丁
目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー15F

03-4400-2680 https://shizen.vc/#/ 自然キャピタル
合同会社
―該当なし
ビベンズ　マー
ク　スタンドリ
―他社のアドバ
イザー及び取締
役としての業務
今井　松兼
―他社のアドバ
イザーとしての
業務
ジェリック　アド
リアン
―他社の取締
役としての業務
ビトン　ステファ
ン
―他社の取締
役としての業務
山内陽子
―該当なし
ウィンダー　ジェ
イソン
―他社のアドバ
イザーとしての
業務

自然キャピタル
合同会社
5,020,000

― ― R4.3.24 ―

タコマ合同会社 7010403007741 関東財務局 株式会社パシフィカ・キャピタル
職務執行者　セス・サルキン

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 ― ― R2.5.19 ―

https://qxlv.jp/
https://onecapital.jp/
https://shizen.vc/#/
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株式会社FINOLAB 8010001202520 関東財務局 伊藤　千恵 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4階

 03-6269-9208 https://finolab.co.jp/j
p/

インキュベーショ
ン施設運営事
業、オープンイノ
ベーション推進
事業、ビジネス
コンサルティン
グ事業、有料職
業紹介及び労働
者派遣事業

150,000,000 ― ― R4.4.6 ―

合同会社アセット投資事業５号 3010403021820 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 ― ― 1,000,000 ― ― R2.6.1 ―

Hike Ventures有限責任事業組
合（庄子尚宏、安田幹広）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都江東区千石1-
14-36-サンクレイドル
木場公園904

03-6356-9174 ― 庄子尚宏：
Hike Ventures, 
LLC 日本におけ
る代表者
株式会社First 
Word　代表取締
役
株式会社MUSIC 
FOR MUSIC 役
員
合同会社Trek　
業務執行社員
安田幹広
Hike Ventures, 
LLC 
President

― ― ― R2.6.2 ―

シー・ファイブ・セブン・ホール
ディングス株式会社

6010001209294 関東財務局 矢野　拓也 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27
階

03-3284-1711 ― ― 2,535,000 ― ― R4.3.7 ―

合同会社ＪＲＥＡＳＴファンド第２
号

4010003032234 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R2.6.9 ―

合同会社アセット投資事業７号 6010003032026 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　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

03-3231-1940 ― ― 1,000,000 ― ― R2.6.9 ―

マネーフォワードベンチャーパー
トナーズ株式会社

1010401153031 関東財務局 金坂 直哉 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝浦
三丁目1番21号
msb Tamachi 田町ス
テーションタワーS 21
階

03-6453-9160 ― ・不動産の所
有、売買、賃貸
借、管理、仲介
及び鑑定
・Ｍ＆Ａに関する
仲介、斡旋、コ
ンサルティング
及びアドバイザ
リー
・経営コンサルタ
ント業務

25,000,000 ― ― R5.3.28 ―

坂出施設開発合同会社 7010003032181 関東財務局 一般社団法人プロパティホール
ディングス
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 200,000 ― ― R2.6.19 ―

合同会社DEI Green 
Investments Alpha

3010003032417 関東財務局 一般社団法人エナジー・インフラ
LLC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 ― ― 4,000,000 ― ― R2.6.22 ―

合同会社ホーク 8010403022707 関東財務局 一般社団法人ホーク
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R2.6.23 ―

https://finolab.co.jp/jp/
https://finolab.co.jp/jp/
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株式会社Ｈ＆Ｒアセットソリュー
ションズ

6010401152680 関東財務局 松本　兼助 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 ― ― 10,000,000 ― ― R2.12.16 ―

株式会社ムービズ 9010701030823 関東財務局 神夏磯　秀 代表取締役 ○ ― 東京都新宿区新宿五
丁目18番21号

03-3209-8302 ― 映像及び音楽等
のコンテンツの
制作及び配給

5,500,000 ― ― R3.9.22 ―

合同会社ＯＪ　ＳＫＦ 7010403021305 関東財務局 スペリア・ジャイアント・リミテッド
職務執行者　ラム・パウリーン

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門
二丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合
会計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.12.2 ―

Japan Income Fund合同会社 6010403022989 関東財務局 GLPキャピタルパートナーズジャ
パン株式会社
職務執行者 帖佐義之

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R5.1.4 ―

合同会社ファンファーレ 3010003032326 関東財務局 一般社団法人トライ
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 ― ― R2.7.1 ―

株式会社スターマウンテン 6010401127617 関東財務局 高山　直樹 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10階

080-9715-
0824

― 経営コンサル
ティング業務、
不動産売買業

9,000,000 ― ― R2.11.19 ―

合同会社Ｔｏｐａｚ 2010403022266 関東財務局 一般社団法人Ryde
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 ― ― 300,000 ― ― R5.3.13 ―

合同会社Ｄａｒｔ 5010403022998 関東財務局 一般社団法人Kiel　
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 ― ― 300,000 ― ― R2.7.6 ―

ブルー・ブリッジ・パートナーズ
株式会社

2011101086958 関東財務局 船津　康史 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区千駄ヶ
谷五丁目27番5号
リンクスクエア新宿16
階WeWork内

03-6457-4184 https://www.bb-
pt.com/

経営コンサル
ティング業務

300,000,000 ― ― R5.1.13 ―

合同会社青山アセットマネジメン
ト

9010403023191 関東財務局 一般社団法人Ｔ＆Ｋ
職務執行者　高山　義雄

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂八丁
目4番14号
青山タワープレイス7階

03-6439-5825 ― ― 1,000,000 ― ― R2.7.8 ―

合同会社青山インベスターズ 3011103009750 関東財務局 一般社団法人コア・ワン
職務執行者　三品　貴仙

代表社員 ― ○ 東京都新宿区西新宿
八丁目５番１号
野村不動産西新宿共
同ビル8階
野村不動産投資顧問
株式会社　内

03-3365-8635 ― ― 1,000,000 ― ― R4.1.26 ―

寺田　知太 ― 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
インクルージョン・ジャ
パン株式会社内

03-6421-7555 ― ― ― ― ― R4.6.23 ―

マシュー・ポール・シンクス、今
井マックスウェル

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区新橋六丁
目18番24号
カーサスプレンディッド
虎ノ門　エスト1104号

080-4870-
2527

max@ffg-venture.co.jp （今井マックス
ウェル）会社員

― ― ― R2.7.13 ―

合同会社咲羅 7010003019402 関東財務局 一般社団法人咲羅ホールディン
グス
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1号
関電不動産八重洲ビ
ル3階

03-3535-3566 ― ― 10,000 ― ― R4.8.1 ―

https://www.bb-pt.com/
https://www.bb-pt.com/
mailto:max@ffg-venture.co.jp


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

TOKIWANO有限責任事業組合
（Tokiwano&Company株式会社、
合同会社トリニティキャピタル）

― 関東財務局 Tokiwano&Company株式会社
山本　道

合同会社トリニティキャピタル
染矢　豊文

代表取締役

代表社員

○ ○ 東京都千代田区丸の
内3-1-1
国際ビル2階

03-5962-9886 ― Tokiwano&Comp
any株式会社
コンサルティン
グ業

合同会社トリニ
ティキャピタル
コンサルティン
グ業

Tokiwano&Com
pany株式会社

2,250,000

合同会社トリニ
ティキャピタル

100,000

― ― R4.3.23 ―

株式会社アンカバードファンド 2010401148377 関東財務局 寺久保　拓摩 代表取締役 ― ○ 東京都港区北青山2丁
目7番13号
プラセオ青山ビル3階
青山アラマンダワーク
コート

070-4325-
2625

https://uncoveredfun
d.com/

コンサルティン
グ

1,000,000 ― ― R4.8.25 ―

TFJ4合同会社 6010003032281 関東財務局 TFJ4一般社団法人
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号BRICK 
GATE京橋3階AOJ税
理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R2.7.20 ―

合同会社アセット投資事業8号 1010003032559 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 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

03-3231-1940 ― ― 1,000,000 ― ― R2.7.21 ―

AVC3有限責任事業組合 ― 関東財務局 株式会社アコード・ベンチャーズ
石丸文彦

代表取締役 ○ ○ 東京都港区西麻布一
丁目8番7号綿工連会
館7階
(株式会社アコード・ベ
ンチャーズ内)

03-4405-4949 http://accordventure
s.co.jp

― 株式会社ア
コード・ベン

チャーズ
1,000,000

― ― R4.7.29 ―

ファストトラックイニシアティブ３
号有限責任事業組合（木村廣
道、安西智宏、竹内誠、佐羽内
（木村）紘子、原田泰、二見崇
史、株式会社ファストトラックイニ
シアティブ）

― 関東財務局 株式会社ファストトラックイニシア
ティブ　木村廣道

代表取締役 ― ○ 東京都文京区本郷4-
1-4 Design Place α
8F
株式会社ファストトラッ
クイニシアティブ内

03-5842-3325 株式会社ファストト
ラックイニシアティブ

http://www.fti-
jp.com/

― 株式会社ファス
トトラックイニシ

アティブ

10,000,000

― ― R4.6.30 ―

R4ACA合同会社 6010403023161 関東財務局 ＡＣＡ株式会社
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 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 ― ― 300,000 ― ― R5.3.27 ―

GSF1有限責任事業組合 ― 関東財務局 01STUDIO株式会社
伊藤　健吾

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神南一
丁目10番6号
Barbizon98 601

090-4012-
8564

― ― 01STUDIO株式
会社

3,300万円

― ― R4.9.1 ―

ROPPONGI International合同会
社

3010403022067 関東財務局 ROPPONGI International一般社
団法人
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R2.12.22 ―

ＤＥＩ福島富岡ランドホールディン
グス合同会社

4010003032671 関東財務局 一般社団法人ＤＥＩマザーランド
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 ― ― R2.7.31 ―

株式会社自動車ファンド 1010001208788 関東財務局 三宅　綾 代表取締役社長 ○ ○ 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　14
階
マークラインズ株式会
社 内

03-4241-3913 https://www.markline
s.com/ja/company/su
bsidiary/

国内外の有価
証券の取得及び
保有、投資事業
組合財産の運
用及び管理

50,000,000 ― ― R4.3.25 ―

合同会社マーク 7010403016305 関東財務局 一般社団法人マーク
職務執行者　菅原　英樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目3番20号株式会社
アカウンティング・マネ
ジメント・サービス内

03-6402-3792 ― ― 100,000 ― ― R2.8.20 ―

株式会社Ｇｅｍｓｅｋｉ 8010001186433 関東財務局 永田　一郎 代表取締役社長 ― ○ 東京都中央区明石町
８番１号
聖路加タワー２８階

03-6264-0471 https://www.gemseki.
com/

創薬シーズの導
出・導入の仲介

12,500,000 ― ― R3.3.22 ―

https://uncoveredfund.com/
https://uncoveredfund.com/
https://www.marklines.com/ja/company/subsidiary/
https://www.marklines.com/ja/company/subsidiary/
https://www.marklines.com/ja/company/subsidiary/
https://www.gemseki.com/
https://www.gemseki.com/
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GDL1合同会社 3010003032441 関東財務局 一般社団法人ＧＤＬ
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 ― ― R2.8.6 ―

ALES Global合同会社 4010003029593 関東財務局 石﨑　弘典 代表社員 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目4番1号
日土地ビル2階

080-3701-
5663

― M&Aに関する支
援業務、
経営コンサル
ティング業務

3,000,000 ― ― R5.3.10 ―

一般社団法人ＳＡアルテシモレ
ジデンシャル１

6010405018886 関東財務局 福永　隆明 代表理事 ○ ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目１番４号
東都ビル２階

03-3433-6433 ― ― 6,000,000 ― ― R4.1.27 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ合同会社 4010403022859 関東財務局 Gravity一般社団法人
職務執行者　帖佐義之

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R4.12.22 ―

Ｇｒａｖｉｔｙ　ＡＨ合同会社 8010403022921 関東財務局 Gravity一般社団法人
職務執行者　田渕安春

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R5.3.23 ―

株式会社市原ホールディングス 6010001195196 関東財務局 市原　創吾 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
南一丁目5番6号
りそな九段ビル5階KS
フロア

090-7278-
5450

― ― 50,000,000 ― ― R4.9.30 ―

岩田　匡平 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区二番
町5番地25
二番町テラス1003号

090-2495-
2408

― ― 0 ― ― R3.6.2 ―

ＳＯＩＣＯ株式会社 6010401136378 関東財務局 茅原　淳一 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布十番
一丁目7番3号
藤原ビルディング4F

03-4400-7639 http://www.soico.jp コンサルティン
グ業

33,000,000 ― ― R2.8.21 ―

AJP Sapporo合同会社 7010403020488 関東財務局 AJP Sapporo一般社団法人
職務執行者　福岡　武彦

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木6丁
目2番31号
六本木ヒルズノースタ
ワー6階
（クロスパス・アドバイ
ザーズ株式会社内）

03-4405-7288 ― ― 100,000 ― ― R3.6.11 ―

一般社団法人ＨＴ２ 3010005031160 関東財務局 森本　晃一 代表理事 ― ○ 東京都千代田区神田
佐久間町三丁目27番
３号ガーデンパークビ
ル３階吉田・森本・石
野税理士法人内

03-5822-5066 ― ― 100,000 ― ― R2.8.24 ―

合同会社レジデンス・セブン 9010403022631 関東財務局 レジデンス・セブン・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 ― ― 100,000 ― ― R2.8.24 ―

株式会社Ａ＆ＫＣソリューション
ズ

7010001211555 関東財務局 末廣　正照 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目９番５号大手
町フィナンシャルシティ
ノースタワー24階

03-6803-6715 ― ― 10,000,000 ― ― R5.2.20 ―

株式会社くふうキャピタル 4010401154605 関東財務局 小林　雄介
青山　哲也

代表取締役 ○ ○ 東京都港区三田一丁
目四番２８号三田国際
ビル２３階

03-6435-1687 ― ― 5,000,000 ― ― R4.1.26 ―

http://www.soico.jp/
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ＪＩＣベンチャー・グロース・インベ
ストメンツ株式会社

3010001210908 関東財務局 鑓水　英樹 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目3番1号
東京虎ノ門グローバル
スクエア7階

03-5532-7120 https://www.j-
vgi.co.jp/

1. 投資事業有
限責任組合その
他投資事業を行
う法人、組合そ
の他の団体等
の組成、管理及
び運用並びにこ
れらの団体等の
財産の運用及び
管理
2. 投資事業有
限責任組合その
他投資事業を行
う法人、組合そ
の他の団体等
の出資持分又
は組合持分等
の私募
3. 職業紹介業
4. ベンチャー企
業に対する支援
業務
5. 経営コンサル
タント業
6. 各種イベント
の企画運営業
務
7. 企業調査、市
場調査、流通調
査等の調査業

20,000,000 ― ― R5.1.5 ―

株式会社よしもとセールスプロ
モーション

8011101087661 関東財務局 稲垣　豊 代表取締役社長 ○ ― 東京都新宿区新宿五
丁目18番21号

03-3209-8302 ― 企業のイベント
管理、PR促進業
務

5,000,000 ― ― R4.5.20 ―

合同会社エスポワール 3010003032193 関東財務局 一般社団法人マリーゴールド
職務執行者　山本祐紀

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4階

03-5733-0090 ― ― 10,000 ― ― R2.12.7 ―

新生事業承継株式会社 1010001208045 関東財務局 塚越　公志 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
13階

050-3509-
0025

https://www.shinsei-
js.com/

― 10,000,000 ― ― R5.1.13 ―

kemuri ventures合同会社 7011103009689 関東財務局 エンレスト株式会社
職務執行者　岡田　博紀

代表社員 ○ ○ 東京都新宿区若宮町
１０番地
プレール神楽坂B1F

03-5228-1661 ― 大企業向けベン
チャー投資アド
バイザリおよび
レストラン経営

3,000,000 ― ― R5.2.6 ―

木曽岬エムジーソーラー合同会
社

7190003002919 関東財務局 一般社団法人
木曽岬エムジーソーラー
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

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R2.6.16 ―

名古屋インベストメント合同会社 1010003025901 関東財務局 けやき坂一般社団法人
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階
（ラサール不動産投資
顧問株式会社内）

03-4213-0640 ― ― 1,000,000 ― ― R4.1.12 ―

RenoDaパートナーズ合同会社 2010003032863 関東財務局 一般社団法人エナジー・インフラ
ＬＬＣ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 ― ― 2,000,000 ― ― R2.9.9 ―

合同会社レジデンス・エイト 6010403023483 関東財務局 レジデンス・エイト・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 ― ― R2.9.10 ―

日本事業承継アントレプレナー
ズ株式会社

8011001131734 関東財務局 田中　伸明 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷
二丁目24番12号
渋谷スクランブルスク
エア39階

03-6452-5136 https://bsuccess.jp 後継者不在企
業の事業承継を
目的とした企業
買収及び事業の
運営

50,000,000 ― ― R3.11.5 ―

https://www.j-vgi.co.jp/
https://www.j-vgi.co.jp/
https://bsuccess.jp/
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合同会社藤沢開発プロジェクト 5010003032919 関東財務局 一般社団法人　藤沢開発
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 ― ― 100,000 ― ― R2.9.28 ―

合同会社上北台駅前開発プロ
ジェクト

3010003032920 関東財務局 一般社団法人　上北台駅前開発
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 ― ― 100,000 ― ― R2.9.25 ―

合同会社Yamauchi-No. 
10Family Office

4010403023163 関東財務局 山内　万丈
山内　登子

代表社員
代表社員

○ ○ 東京都港区六本木六
丁目2番35号４階

080-3692-
0609

― ・個人の資産管
理に関するコン
サルタント業務
・自己勘定での
有価証券の取
得、保有及び処
分、会社の株式
その他の有価証
券を所有するこ
とによる当該会
社の事業活動
の支配・管理業
務、株式投資・
出資に関する業
務
・ビジネスイン
キュベーション
業務
・社会貢献活動
及び地域活性化
活動並びに非営
利事業等に関す
る企画立案、主
催、運営、並び
にそれらのサ
ポート業務
・不動産の取
得、保有及び処
分
・建物の建築、

10,000 ― ― R4.10.14 ―

合同会社Kamogawa Hotel 
Asset Holding

7010403022633 関東財務局 一般社団法人Ｋａｍｏｇａｗａ Ｈｏｔ
ｅｌ Ａｓｓｅｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ
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 ― ― 100,000 ― ― R2.9.11 ―

NBインベストメント合同会社 3010003033019 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
一丁目三井ビルディン
グ13階

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ― R2.9.16 ―

合同会社CREMLファンド2 2010403023090 関東財務局 一般社団法人CREMLファンド1
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門
二丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合
会計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R2.9.16 ―

合同会社KRF93 9010003032923 関東財務局 一般社団法人KRF93
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5階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.7.12 ―

みずほリアルティＯｎｅ株式会社 8010401121320 関東財務局 今西　敏 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区大手
町一丁目5番5号
大手町タワー16階

03-5220-3800 https://www.mizuho-
realtyone.co.jp/realty
one/

アセットマネジメ
ント事業、リート
事業等を業とす
る子会社の管理
等

100,000,000 ― ― R4.4.22 ―

合同会社ヒラフ 2010003032806 関東財務局 一般社団法人ヒラフ
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

合同会社青森風力 6010403021933 関東財務局 一般社団法人HDG10
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
1-21-1
渋谷ソラスタ18階

03-6455-2637 ― ― 100,000 ― ― R3.6.23 ―

https://www.mizuho-realtyone.co.jp/realtyone/
https://www.mizuho-realtyone.co.jp/realtyone/
https://www.mizuho-realtyone.co.jp/realtyone/
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栗原太陽光発電合同会社 4010403023403 関東財務局 一般社団法人エナジー・インフラ
LLC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
二丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合
会計事務所内

03-3560-5065 ― 発電事業 2,000,000 ― ― R2.9.23 ―

ソリトンキャピタルマネジメント株
式会社

7010901046976 関東財務局 紺野　兼司 代表取締役 ○ ○ 東京都港区新橋三丁
目9番10号
天翔新橋ビル5階

03-4400-6501 https://soliton-
cm.com

経営コンサル
ティング、不動
産の売買、賃
貸、仲介、斡
旋、管理及び鑑
定

1,000,000 ― ― R3.11.24 ―

株式会社MIXIエンターテインメン
トファンド

4011001135838 関東財務局 奥田　匡彦 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷2-
24-12渋谷スクランブ
ルスクエア36階

03-5738-6639 ― ― 15,000,000 ― ― R4.10.28 ―

ＨＦＡキャピタル株式会社 9010703005385 関東財務局 齋藤　将英 代表取締役 ○ ○ 東京都品川区東品川
二丁目３番１４号　
東京フロントテラス１３
階

03-4400-7557 https://www.hfacap.c
o.jp/

経営コンサル
ティング業務

1,000,000 ― ― R4.9.15 ―

株式会社ＡＭホールディングス 6010001211969 関東財務局 飛高　和也 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 ― ― 1,000,000 ― ― R4.1.11 ―

合同会社JREASTファンド第3号 9010003033005 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R2.11.30 ―

合同会社Flying Fifteen 4010403022999 関東財務局 一般社団法人Ｔｏｒｑｕａｙ
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 ― ― 300,000 ― ― R2.10.5 ―

合同会社ダブルオーテン 3010003032929 関東財務局 一般社団法人ダブルオーホール
ディングス2
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 ― ― 100,000 ― ― R3.4.30 ―

LaunchPadFund株式会社 3010401155224 関東財務局 川村　達也 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
六丁目12番18号
The Iceberg 5F

050-3692-
4021

― ― 50,000 ― ― R5.1.31 ―

株式会社ロータス・ワイズ・パー
トナーズ

8010001194394 関東財務局 蓮見　智威 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区紀尾
井町４番１号
新紀尾井町ビル3F

03-6680-8886 http://lw-p.com/ コンサルティン
グ業務、アライ
アンス業務、代
理店業務

3,000,000 ― ― R3.3.15 ―

ジャパンホテルインベストメント
株式会社

4011001136027 関東財務局 吉田　武士 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目16番5号
大下ビル9階

03-6803-8101 ― 投資業
不動産業
コンサルティン
グ業

9,000,000 ― ― R5.2.2 ―

新生ＴＣ有限責任事業組合（新
生ＴＣ株式会社、松原一平、山
田和孝）

― 関東財務局 （新生TC株式会社）
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
11階

050-3509-
1192

― （新生TC株式会
社）
経営コンサル
ティング業務

（新生TC株式
会社）

100,000

― ― R5.1.26 ―

グリーンパワーインベストメント・
ファンドマネジメント合同会社

7010403023111 関東財務局 株式会社グリーンパワーインベ
ストメント
職務執行者　マーク・アンダーソ
ン

代表社員 ― ○ 東京都港区赤坂一丁
目11番44号赤坂イン
ターシティ3階

03-4510-2100 ― ― 10,000 ― ― R2.11.30 ―

合同会社URFMP 9010403023621 関東財務局 一般社団法人ＵＲＦＭＰ
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２Ｆ

03-3433-6433 ― ― 300,000 ― ― R2.10.12 ―

https://soliton-cm.com/
https://soliton-cm.com/
https://www.hfacap.co.jp/
https://www.hfacap.co.jp/
http://lw-p.com/
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Yazawa Ventures有限責任事業
組合（株式会社Yazawa 
Ventures、菅原（矢澤）麻里子）

― 関東財務局 株式会社Yazawa Ventures
菅原（矢澤）麻里子

代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区等々
力四丁目1番1号尾山
台駅前ビル4階

090-4023-
8383

http://www.yazawa.vc 株式会社
Yazawa　
Ventures
（１）経営に関す
る指導及びコン
サルティング業
務
（２）株式上場及
びＭ＆Ａに関す
る支援業務
（３）各種イベン
トの企画、制
作、運営及び管
理
菅原（矢澤）麻
里子　　なし

株式会社
Yazawa 

Ventures
1000000

― ― R4.3.17 ―

ＪＩＣキャピタル株式会社 8010001212263 関東財務局 池内　省五 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目3番1号
東京虎ノ門グローバル
スクエア8階

03-5532-7130 https://www.jiccapital
.co.jp/

1.経営支援業務　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　2.経営コンサ
ルタント業務　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
3.企業調査、市
場調査、流通調
査等の調査業
務

20,000,000 ― ― R4.8.15 ―

D4V2有限責任事業組合（ＭＴ
パートナーズ株式会社、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

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

代表社員

○ ○ 〒106-0044
東京都港区東麻布一
丁目9番16号
MTP東麻布ビル8階

03-6447-1334 MTパ-トナ-ズ株式会
社
http://mtpartners.co.j
p/

ＩＤＥＯ　Ｔｏｋｙｏ合同会
社
https://jp.ideo.com/lo
cation/tokyo

MTパートナーズ
株式会社
　該当なし

ＩＤＥＯ　Ｔｏｋｙｏ
合同会社
　該当なし

MTパートナー
ズ株式会社
50,000,000

ＩＤＥＯ　Ｔｏｋｙｏ
合同会社

10,000

― ― R5.3.17 ―

千鳥合同会社 8010403023721 関東財務局  千鳥一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号 
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

ブラジル・ベンチャー・キャピタル
有限責任事業組合（中山　充、
合同会社ブラジル・ベンチャー・
パートナーズ）

― 関東財務局 合同会社ブラジル・ベンチャー・
パートナーズ　中山　充

代表社員 ― ○ 東京都小平市仲町
340番地35

070-4096-
9783

― 経営コンサル
ティング

合同会社ブラ
ジル・ベン

チャー・パート
ナーズ 100,000

― ― R3.11.25 ―

OK大宮開発合同会社 8010003033237 関東財務局 ＯＫ大宮開発一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R2.10.19 ―

合同会社アプリコット 9010003033129 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
13F

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_136

― 200,000 ― ― R3.4.30 ―

アンカー・ディスカバリー合同会
社

8010003033328 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　篠田　哲郎

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 ― ― R3.11.4 ―

http://www.yazawa.vc/
https://www.jiccapital.co.jp/
https://www.jiccapital.co.jp/
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_136
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_136
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_136
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_136
http://www.anchor-ship.com/
http://www.anchor-ship.com/
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株式会社ネクスタ 8010001212461 関東財務局 稲田　淳史 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷2丁
目19番15号
宮益坂ビルディング　
ザ・渋谷レジデンス
1514号

03-5468-6250 ― ― 9,900,000 ― ― R4.2.15 ―

橘合同会社 8010403023829 関東財務局  橘一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

きずな１合同会社 7010003033097 関東財務局 一般社団法人　ふたわ
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号 
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R4.11.11 ―

合同会社東京レジデンシャル 2010403023669 関東財務局 トウキョウ・レジデンシャル・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 ― ― R4.9.1 ―

白鳳合同会社 1010403021327 関東財務局 白鳳一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ― ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階　
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

合同会社那覇５８ 2010403023941 関東財務局 一般社団法人那覇58
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
ｵｰｸﾗﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾀﾜｰ10
階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R3.10.7 ―

雄渾2号有限責任事業組合（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）

― 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

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区一番
町5番地アトラスビル2
階（雄渾キャピタル・
パートナーズ株式会社
内）

03-6572-8810 https://www.yukonca
p-partners.com/

（雄渾キャピタ
ル・パートナーズ
株式会社）

該当なし

（雄渾キャピタ
ル・パートナー
ズ株式会社）

10,000,000

― ― R3.10.20 ―

一般社団法人大和ハウスロジス
ティクスコアファンド

2010005032399 関東財務局 三品　貴仙 代表理事 ― ○ 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 ― ― R2.12.1 ―

DHLCF合同会社 2010003033390 関東財務局 一般社団法人ＤＨＬＣＦ
職務執行者　西川　康洋

代表社員 ― ○ 東京都千代田区永田
町二丁目4番8号
ニッセイ永田町ビル7
階

03-3595-1312 ― ― 100,000 ― ― R2.11.5 ―

合同会社はなぞの 6010003033247 関東財務局 一般社団法人はなぞの
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 ― ― R3.10.22 ―

Apricot Venture Fund 2有限責
任事業組合（木暮圭佑、ＴＬＭ株
式会社、白川智樹、株式会社
mint）

― 関東財務局 ＴＬＭ株式会社
木暮　圭祐

株式会社mint
白川　智樹

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都渋谷区東二丁
目25番3号
WAVE渋谷5階

090-6492-
0060

木暮　圭佑
-

ＴＬＭ株式会社
-

白川　智樹
-

株式会社mint
-

木暮　圭佑
ー

ＴＬＭ株式会社
ー

白川　智樹
ー

株式会社mint
ー

ＴＬＭ株式会社
10,000

株式会社mint
3,000,000

― ― R5.3.22 ―

株式会社サーチファンド・ジャパ
ン

6010001212769 関東財務局 伊藤　公健 代表取締役 ○ ○ 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24階
株式会社日本Ｍ＆Ａセ
ンター内

090-9821-
5770

https://searchfund.co
.jp/

・投資事業有限
責任組合への
出資及び組成／
運営に関する業
務
・投資及びＭ＆
Ａコンサル
・経営コンサル
・有価証券の取
得、保有、売買
及び運用業務

10,000,000 ― ― R4.6.20 ―

https://www.yukoncap-partners.com/
https://www.yukoncap-partners.com/
https://searchfund.co.jp/
https://searchfund.co.jp/


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

合同会社CLF2 3010003033241 関東財務局 一般社団法人ＣＬＦ２
職務執行者　西川　康洋

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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_140

― 100,000 ― ― R3.6.7 ―

合同会社KRF95 1010003033409 関東財務局 一般社団法人KRF95
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5階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R2.11.17 ―

チェントミリアルド2号合同会社 4010003033364 関東財務局 一般社団法人ブリッジ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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_139

― 100,000 ― ― R2.11.18 ―

村上　大輔 ― 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
インクルージョン・ジャ
パン株式会社内

03-6421-7555 ― ― ― ― ― R4.6.23 ―

いちごえびの末永ECO発電所合
同会社

7010403014878 関東財務局 いちごECO発電所20一般社団法
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
イドビル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 ― ― R2.11.24 ―

合同会社京王稲城駅前開発プ
ロジェクト

6010003030640 関東財務局 一般社団法人
京王稲城駅前開発
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 ― ― 100,000 ― ― R2.11.25 ―

株式会社ななかまど 8012401035698 関東財務局 重村　英輔 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目1番1号大手
町パークビルディング
11階（ティーキャピタル
パートナーズ株式会社
内）

03-5223-3516 ― 1. 株式、有価証
券の投資、保有
及び売買並びに
その他の投資事
業
2. 前号に附帯す
る一切の業務

10,000 ― ― R3.1.20 ―

合同会社ＤＳＢ-４ 7010003033527 関東財務局 一般社団法人DSBー4
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

03-3231-1993 ― ― 400,000 ― ― R2.11.26 ―

XTech2号有限責任事業組合
（XTech Ventures株式会社、西
條晋一、手嶋浩己）

― 関東財務局 XTech Ventures株式会社
手嶋　浩己

代表取締役 ○ ○ 東京都中央区八重洲
一丁目5番20号東京建
物八重洲さくら通りビ
ル3階

03-4405-3451 https://xtech-
ventures.co.jp

― （XTech 
Ventures株式

会社）
9,190,000

― ― R3.11.17 ―

ML2合同会社 1010003028862 関東財務局 一般社団法人ジュピター・インベ
ストメント・アルファ
職務執行者　青木　沢典

代表社員 ― ○ 東京都千代田区麹町
1-4
半蔵門ファーストビル
5F

03-5212-5217 ― ― 10,000 ― ― R4.3.11 ―

虎ノ門弐号合同会社 7010003033386 関東財務局 一般社団法人都市創造再生
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 ― ― R2.11.27 ―

AirTrunk Japan Holding3合同会
社

5010003033223 関東財務局 一般社団法人ATJ2
職務執行者　鳥羽　史郎

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区円山町3
番6号
E・スペースタワー11階

070-8327-
3456

― ― 1 ― ― R5.1.18 ―

ＡＣＡセカンダリーズ株式会社 5010001213611 関東財務局 西巻　裕一朗 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5階

03-5510-2880 ― 投資運用業、経
営・資産管理・
不動産に関する
コンサルティン
グ業務、貸金
業、投資助言業

1,000,000 ― ― R2.12.1 ―

合同会社仙台花京院プライムス
テージ

8010003033484 関東財務局 一般社団法人仙台花京院プライ
ムステージホールディングス
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 ― ― R2.12.1 ―

Blackswan Capital 1号有限責任
事業組合（馬場嵜聡、株式会社
Blax Partners）

― 関東財務局 株式会社Blax Partners
馬場嵜　聡

代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目14番23号
クロスオフィス六本木
403号室

03-6820-0907 ― ― (株式会社Blax 
Partners)
1,000,000

― ― R5.2.17 ―

https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_140
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_140
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_140
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_140
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_139
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_139
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_139
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_139
https://xtech-ventures.co.jp/
https://xtech-ventures.co.jp/
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Blackswan Capital 2号有限責任
事業組合（馬場嵜聡、株式会社
Blax Partners）

― 関東財務局 株式会社Blax Partners
馬場嵜　聡

代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目14番23号
クロスオフィス六本木
403号室

03-6820-0907 ― ― (株式会社Blax 
Partners)
1,000,000

― ― R5.2.17 ―

Sevenwoods Investment 1号有
限責任事業組合（笠井玲央、株
式会社Reo Asset Management）

― 関東財務局 株式会社Reo Asset 
Management　
笠井　玲央

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (株式会社Reo 
Asset 

Management)
10,000

― ― R4.3.24 ―

Sevenwoods Investment 2号有
限責任事業組合（笠井玲央、上
杉修平、Sevenwoods Capital株
式会社）

― 関東財務局 Sevenwoods Capital株式会社
上杉　修平

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (Sevenwoods 
Capital株式会

社)
10,000

― ― R4.3.24 ―

Sevenwoods Investment 3号有
限責任事業組合（笠井玲央、上
杉修平）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― ― ― ― R4.3.24 ―

Company Formation Fund 3号有
限責任事業組合（笠井玲央、株
式会社Reo Asset Management）

― 関東財務局 株式会社Reo Asset 
Management　
笠井　玲央

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (株式会社Reo 
Asset 

Management)
10,000

― ― R4.3.14 ―

Reo Asset Management 1号有
限責任事業組合（笠井玲央、株
式会社Reo Asset Management）

― 関東財務局 株式会社Reo Asset 
Management　
笠井　玲央

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (株式会社Reo 
Asset 

Management)
10,000

― ― R4.3.14 ―

Reo Asset Management 2号有
限責任事業組合（笠井玲央、株
式会社Reo Asset Management）

― 関東財務局 株式会社Reo Asset 
Management　
笠井　玲央

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (株式会社Reo 
Asset 

Management)
10,000

― ― R4.3.14 ―

Upstart Ventures 1号有限責任
事業組合（上杉修平、株式会社
Shuhei Asset Management）

― 関東財務局 株式会社Shuhei Asset 
Management
上杉　修平

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (株式会社
Shuhei Asset 
Management)

10,000

― ― R4.3.14 ―

Upstart Ventures 2号有限責任
事業組合（上杉修平、株式会社
Shuhei Asset Management）

― 関東財務局 株式会社Shuhei Asset 
Management
上杉　修平

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

― ― (株式会社
Shuhei Asset 
Management)

10,000

― ― R4.3.14 ―

合同会社京橋中央 3010003033605 関東財務局 一般社団法人
Proptech Advisors
職務執行者　山根 真

代表社員 ○ ○ 東京都中央区銀座
一丁目２０番１４号
銀座ＮＫビル４Ｆ
（悠和会計事務所内）

03-6228-7501 ― ― 100,000 ― ― R3.4.30 ―

合同会社ジーケーゼロキュウ 8010003019632 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 ― ― 300,000 ― ― R2.12.4 ―

BSPアセットマネジメント株式会
社

3010001211311 関東財務局 辻󠄀　貴慈 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区九段
南一丁目6番17号
千代田会館ビル2階

03-6262-6430 ― （１） 投資事業
組合の財産の
運用及び管理に
関する業務
（２） 有価証券、
デリバティブ取
引等の各種投
資業務
（３） ベンチャー
企業への投資
（４） 不動産投
資業
（５） その他前各
号に付帯又は関
連する一切の事
業

100,000 ― ― R5.1.11 ―

ＬＦ物流ファンドワン合同会社 8010003033591 関東財務局 ＬＦ物流ファンドワン一般社団法
人
職務執行者　名古路　秀和

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

03-5219-8899 ― ― 100,000 ― ― R2.12.7 ―

株式会社ピアラベンチャーズ 3011001136853 関東財務局 中　有哉 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿4
丁目20番3号　恵比寿
ガーデンプレイスタ
ワー13階

03-6362-6835 ― 企業の経営、財
務及び営業に関
するコンサル
ティング業務

15,000,000 ― ― R5.2.27 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

株式会社大分細メガソーラー 4010401156279 関東財務局 金谷　正文 代表取締役 ○ ○ 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 ― ― R3.4.1 ―

日本旗艦キャピタル株式会社 5010001213124 関東財務局 岩崎　俊博 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町8番１号FinGate 
Terrace403号室

03-3527-2991 https://kikan.co.jp 経営コンサル
ティング業

145,000,000 ― ― R4.4.13 ―

ＳＶＵＰ１号合同会社 9010003033483 関東財務局 ＳＶＵＰ１号一般社団法人　
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 ― ― R4.4.8 ―

合同会社A.P.15 1010403023918 関東財務局 一般社団法人A.P.15
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 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理
債権の取得、保
有及び処分

100,000 ― ― R2.12.9 ―

合同会社DSB-5 4010003033612 関東財務局 一般社団法人DSBー5
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

03-3231-1993 ― ― 2,000,000 ― ― R2.12.10 ―

合同会社アセット投資事業9号 2010003033218 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　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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R2.12.11 ―

NMCフォー合同会社 5010003032646 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 ― ― R5.3.27 ―

合同会社KHF5 2010003033408 関東財務局 一般社団法人KHF5　
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R2.12.14 ―

SBI地域活性化支援株式会社 7010401156763 関東財務局 後藤　健 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
17階

03-6229-0127 ― ― 5,000,000 ― ― R4.2.21 ―

合同会社Ilex2 7010003031852 関東財務局 一般社団法人Ｉｌｅｘ２
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

03-3231-1938 ― ― 100,000 ― ― R2.12.18 ―

合同会社京都レジデンスキャピ
タル

3010003033555 関東財務局 株式会社ウェルスプリングリアル
ティインベストメンツ
職務執行者　米田　成史

代表社員 ○ ○ 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
6F

03-6826-4060 ― ― 300,000 ― ― R5.2.6 ―

プリモ・インテグラル1株式会社 6010001214609 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 3,000,000 ― ― R3.2.8 ―

プリモ・インテグラル2株式会社 4010001214610 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 3,000,000 ― ― R3.2.8 ―

ブルパス１号有限責任事業組合
（株式会社ブルパス・キャピタ
ル、梅村崇貴）

― 関東財務局 梅村　崇貴 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝公園一
丁目1番1号
住友不動産御成門タ
ワー7階

080-4861-
6837

https://www.bluepass
-c.com/

― 100,000,000 ― ― R3.8.10 ―

Tango HoldCo 合同会社 3010403024344 関東財務局 Tango HoldCo 株式会社
職務執行者
福岡　武彦

代表社員 ― ○ 東京都港区芝公園一
丁目2番9号花井ビル
ディング5階Vector 
Cuatro Japan 株式会
社内

03-5843-8457 ― ― 1 ― ― R3.7.15 ―

株式会社FRS 9012401034088 関東財務局 川村　淳一 代表取締役 ○ ― 東京都武蔵野市吉祥
寺南町1-15-14　グラ
ンメゾン吉祥寺306号
室

0422-24-7800 ― ― 1,000,000 ― ― R4.12.19 ―

https://kikan.co.jp/
https://www.bluepass-c.com/
https://www.bluepass-c.com/
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青森いわき浜田ソーラー1合同
会社

8010003033749 関東財務局 AIHAMA1ソーラー一般社団法人
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区
八丁堀4-2-10
BRICK GATE京橋3階
AOJ税理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R4.2.7 ―

T　Capital株式会社 9010401157033 関東財務局 山本　道 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内3-1-1
国際ビル2階

03-5962-9886 ― ― 1,000,000 ― ― R4.3.23 ―

合同会社ノアガーデン八軒 3010003033844 関東財務局 一般社団法人SBH
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

03-3231-1935 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_157

― 300,000 ― ― R4.4.28 ―

ＪｏｋｅｒＰａｒｔｎｅｒｓ株式会社 3011001137356 関東財務局 三橋　悟郎 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
五丁目13番10号グラ
ンドメゾン神宮前102号

03-6320-8980 ― ― 500,000 ― ― R4.12.19 ―

合同会社アールイージェイホー
ルディングス

5010403024318 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者　木下　満

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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.28 ―

合同会社小田急伊勢原駅前桜
台開発プロジェクト

6010003033783 関東財務局 一般社団法人
小田急伊勢原駅前桜台開発
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 ― ― 100,000 ― ― R3.1.22 ―

株式会社イースト 8010001179016 関東財務局 中川　俊一郎 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目1番1号大手
町パークビルディング
11階（ティーキャピタル
パートナーズ株式会社
内）

03-5223-3516 ― 1. 有価証券、金
銭債権の取得、
売買及び保有並
びにこれらの代
理及びコンサル
ティング
2. 他の会社及
び組合への投融
資
3. 経営コンサル
ティング
4. 有価証券、金
融商品の価値
等に関する助言
業務
5. M&Aに関する
仲介、斡旋、コ
ンサルティング
及びアドバイザ
リー業務並びに
投資事業
6. 不動産の所
有、売買、賃貸
借、管理、仲
介、斡旋、鑑定
及びこれらの代
理並びにコンサ
ルティング
7. その他前各号
に掲げる業務に

50,000,000 ― ― R3.1.22 ―

株式会社コプロス 8013301044285 関東財務局 小森　一孝 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目1番1号大手
町パークビルディング
11階（ティーキャピタル
パートナーズ株式会社
内）

03-5223-3516 ― 1. 有価証券の
保有、売買及び
運用
2. 投資事業有
限責任組合へ
の投資
3. 経営コンサル
ティング
4. 前各号に附帯
又は関連する一
切の事業

2,000,000 ― ― R3.1.22 ―

https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_157
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_157
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_157
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_157
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株式会社フォルトゥナ 2010001178452 関東財務局 佐々木　康二 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町一丁目1番1号大手
町パークビルディング
11階（ティーキャピタル
パートナーズ株式会社
内）

03-5223-3516 ― 1. 投資事業有
限責任組合へ
の出資
2. 有価証券及
び不動産への投
資
3. 貸金業
4. 不動産の賃
貸及び売買
5. 経営コンサル
ティング
6. 前各号に附帯
又は関連する一
切の事業

50,000,000 ― ― R3.1.22 ―

合同会社山笠 6010003033858 関東財務局 一般社団法人ヴィレッジファイブ　
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.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_142

― 100,000 ― ― R3.10.28 ―

合同会社KDR1号 6010003033882 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　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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R3.1.25 ―

株式会社YDC 8011101071062 関東財務局 岡本　昭彦 代表取締役社長 ○ ― 東京都新宿区新宿五
丁目18番21号

03-3209-8302 http://ydcr.jp/ 映像及びデジタ
ル・コンテンツの
企画、プロ
デュース、制
作、販売

100,000,000 ― ― R5.3.9 ―

MIRAITRONC有限責任事業組
合（井上瑞樹、鍵和田尚秀、株
式会社MIRAITRONC）

― 関東財務局 （株式会社ＭＩＲＡＩＴＯＲＯＮＣ）
井上　瑞樹

（株式会社ＭＩＲＡＩＴＯＲＯＮＣ）
代表取締役

○ ○ 東京都千代田区富士
見一丁目３番１１号富
士見デュープレックス
B`s４F

03-4500-7191 https://miraitronc.co.j
p

― （株式会社ＭＩＲ
ＡＩＴＯＲＯＮＣ）
1,000,000

― ― R4.6.30 ―

北野　克也 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都墨田区江東橋
二丁目19番7号　富士
ソフトビル12階

03-5669-5076 ― オーシャン・キャ
ピタル株式会社
代表取締役、株
式会社即Pay代
表取締役、株式
会社ジェーシー
アンドジー取締
役

― ― ― R3.1.27 ―

新宿プロパティー1合同会社 7010003031828 関東財務局 新宿ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.1.29 ―

新宿プロパティー2合同会社 2010003031519 関東財務局 新宿ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.1.29 ―

合同会社南青山ビルプロジェク
ト

7010003033948 関東財務局 一般社団法人南青山ビルプロ
ジェクト
職務執行者
菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

IF Brasil有限責任事業組合 ― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
本間　真彦

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 インキュベイトファンド
株式会社

http://incubatefund.c
om/

― インキュベイト
ファンド株式会

社

72,400,000

― ― R3.4.16 ―

株式会社コア・コンピタンス・コー
ポレーション

9010001083092 関東財務局 田原　弘之 代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区北沢
2-15-3
中村ビル3階

03-6262-6116 https://web.corec.co.j
p/

経営コンサル
ティング

1,000,000 ― ― R5.2.17 ―

株式会社ブルパス・キャピタル 2010401156280 関東財務局 梅村　崇貴 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝公園一
丁目1番1号
住友不動産御成門タ
ワー7階

080-3563-
4893

https://www.bluepass
-c.com/

― 100,000,000 ― ― R5.3.10 ―

https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_142
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_142
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_142
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_142
http://ydcr.jp/
https://miraitronc.co.jp/
https://miraitronc.co.jp/
https://web.corec.co.jp/
https://web.corec.co.jp/
https://www.bluepass-c.com/
https://www.bluepass-c.com/
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合同会社フラッグ 6010403024523 関東財務局 一般社団法人フラッグ
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R3.2.5 ―

株式会社DGインキュベーション 2011001138108 関東財務局 林　郁 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区宇田川
町15-1
渋谷パルコDGビル17
階

03-6367-1045 https://dgincubation.
com/

― 25,000,000 ― ― R4.11.15 ―

合同会社カルタII 3010003033992 関東財務局 一般社団法人パピルスII
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 ― ― R3.4.20 ―

合同会社宮古島開発 7010403023607 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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.2.9 ―

合同会社エレトクサービス 6010403024481 関東財務局 一般社団法人ETF振興会
職務執行者　間部　惠造

代表社員 ○ ― 東京都港区芝3-40-4
三田シティプラザ4階

03-6435-2669 ― ― 100,000 ― ― R3.2.10 ―

合同会社レア戸塚レジデンス 6010003033973 関東財務局 一般社団法人公共レジデンシャ
ルファンド4
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.5.25 ―

合同会社ウッドライズキャピタル 3010403024204 関東財務局 一般社団法人青葉
職務執行者　武野氏　伸哉

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 ― ― 500,000 ― ― R3.2.17 ―

合同会社NAOトラスト 9010403023943 関東財務局 一般社団法人NAOトラスト
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
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 ― ― 300,000 ― ― R3.12.9 ―

日暮里ホールディングス合同会
社

6010403024746 関東財務局 ニッポリ・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

日暮里IBLP合同会社 5010403024747 関東財務局 ニッポリ・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

Beech Holdings合同会社 4010403024748 関東財務局 ビーチ・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

Shirakami IBLP合同会社 3010403024749 関東財務局 ビーチ・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

Cedar Holdings合同会社 1010403024750 関東財務局 シダー・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 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.6 ―
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Yakushima IBLP合同会社 9010403024751 関東財務局 シダー・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 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.6 ―

KUSABI有限責任事業組合 ― 関東財務局 Wedge株式会社
永井　研行

Wedge株式会社
代表取締役

○ ○ 東京都中央区日本橋
茅場町一丁目8番1号
茅場町一丁目平和ビ
ル1階
（【Wedge株式会社】
内）

090-7764-
7441

― ― Wedge株式会
社

1,500,000

― ― R4.12.28 ―

GLIN Impact Capital有限責任事
業組合

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都世田谷区奥沢
六丁目15番10号

070-8571-
0397

https://glin-impact-
capital.jimdosite.com/

― ― ― ― R4.12.9 ―

ミディ合同会社 2010003033713 関東財務局 ソラリス・マネージメント株式会社
職務執行者　戸矢　博明

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町6番5号
兜町第6平和ビル
FinGATE KABUTO
3号

03-5847-7722 ― ― 100,000 ― ― R3.2.25 ―

竜胆合同会社 5010403023831 関東財務局 竜胆一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

株式会社EKC 8012401037570 関東財務局 飯田　永太 代表取締役 ○ ○ 東京都三鷹市井の頭
五丁目26番12号

03-5768-7490 ― 1． 投資事業有
限責任組合その
他投資事業を行
う法人、組合そ
の他の団体等
の組成、管理及
び運用並びにこ
れらの団体等の
財産の運用及び
管理
2. 投資事業有
限責任組合その
他投資事業を行
う法人、組合そ
の他の団体等
の出資持分又
は組合持分等
の私募
3. 前各号に付帯
関連する一切の
業務

10,000,000 ― ― R3.3.3 ―

合同会社結志 8010403024769 関東財務局 一般社団法人ゆいまーる
職務執行者　武野氏伸哉

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 ― ― 100,000 ― ― R3.3.4 ―

合同会社ＪＲＷＥＳＴファンド第１
号

2010003033960 関東財務局 一般社団法人銀河
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_143

― 100,000 ― ― R3.3.5 ―

神山町プロパティ合同会社 7010003034070 関東財務局 一般社団法人神山町プロパティ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_144

― 100,000 ― ― R3.3.5 ―

合同会社青山ファンド１号 4010003034098 関東財務局 一般社団法人青山ファンド1号
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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R3.3.5 ―

合同会社ダイミョウ 7010403024217 関東財務局 ダイミョウ・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 ― ― R3.3.8 ―

https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_143
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_143
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_143
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_143
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_144
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_144
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_144
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_144
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合同会社アールイージェイホー
ルディングスツー

2010403024700 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者　木下　満

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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.28 ―

Amp Earth GP合同会社 1010003032237 関東財務局 Amp株式会社
職務執行者　　長谷部 剛

代表社員 ― ○ 東京都港区六本木一
丁目4番5号 アークヒ
ルズサウスタワー16階

03-4500-8054 ― ― 300,000 ― ― R5.3.1 ―

インキュベイトファンドLP2号有
限責任事業組合（赤浦徹、本間
真彦、和田圭祐、村田祐介、
McInerney  Paul  Joseph、吉田
周平、インキュベイトファンド株
式会社）

― 関東財務局 インキュベイトファンド株式会社
赤浦徹

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/

― インキュベイト
ファンド株式会

社
72,400,000

― ― R5.1.12 ―

AZF2021LLP有限責任事業組合
（自然キャピタル合同会社、今
井松兼、ビベンズマークスタンド
リ、ジェリックアドリアン、ビトンス
テファン及び山内陽子）

― 関東財務局 自然キャピタル合同会社
今井　松兼

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門1丁
目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー15F

03-4400-2680 https://shizen.vc/#/ 自然キャピタル
合同会社
―該当なし

ビベンズ　マー
ク　スタンドリ
―他社のアドバ
イザー及び取締
役としての業務

今井　松兼
―他社のアドバ
イザーとしての
業務

ジェリック　アド
リアン
―他社の取締
役としての業務

ビトン　ステファ
ン
―他社の取締
役としての業務

山内陽子
―該当なし

自然キャピタル
合同会社

―5,020,000

― ― R4.3.24 ―

H2K合同会社 5010003034072 関東財務局 一般社団法人Ｈ２Ｋ
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

りそな企業投資株式会社 1010601058749 関東財務局 市橋　謙一 代表取締役 ○ ○ 東京都江東区木場一
丁目5番65号
深川ギャザリアＷ２棟

03-6704-3993 https://www.resona-
gr.co.jp/rci/

― 100,000,000 ― ― R4.5.24 ―

一般社団法人塾のみらい協議
会

1010705003080 関東財務局 小笠原　宏司 代表理事 ○ ○ 東京都品川区西五反
田二丁目11番8号
学研ビル　9階

03-6431-1311 ― ― 5,000,000 ― ― R4.2.28 ―

インダストリアル・ネクスト合同
会社

6010003033932 関東財務局 一般社団法人ふたわ
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号 結和
税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R4.11.11 ―

有限責任事業組合コーラル・
キャピタル3号（株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania合同会社）

― 関東財務局 株式会社Coral Capital
ジェームズ・ライニー

サン・パシフィック株式会社
澤山　陽平

Arkania合同会社 
ジェームズ・ライニー

代表取締役

代表取締役

代表社員

○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番2号大手
町フィナンシャルシティ
グランキューブ3階

03-4243-7291 （株式会社Coral 
Capital）
http://coralcap.co/

（サン・パシフィック株
式会社）
―

（Arkania合同会社）
―

（株式会社Coral 
Capital）
―

（サン・パシ
フィック株式会
社）
資産管理業

（Arkania合同会
社）
―

（株式会社
Coral Capital）
10,000

（サン・パシ
フィック株式会
社）
10,000

（Arkania合同
会社）
1

― ― R5.2.6 ―

http://incubatefund.com/
http://incubatefund.com/
https://shizen.vc/#/
https://www.resona-gr.co.jp/rci/
https://www.resona-gr.co.jp/rci/


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

株式会社Ｗｅａｌｔｈ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 7010401132566 関東財務局 石山　恵介 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝大門1丁
目3番10号
コスモタワービル７階

03-4405-4427 https://wealthbrother
s.co.jp/

経営戦略及び事
業戦略に関する
コンサルティン
グ、有価証券の
投資、売買、保
有、管理
及び 運用、不動
産の売買、仲
介、賃貸、管理
及び不動産投
資、前各号に附
帯する一切の業
務

21,000,000 ― ― R4.11.25 ―

ＤＢＦ１合同会社 2010003033622 関東財務局 一般社団法人城南島施設開発
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.11.9 ―

GINZA１合同会社 5010003034337 関東財務局 NIHONBASHI1一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R3.3.17 ―

ホンマチ・プロパティーズ合同会
社

7010003034236 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　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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R3.3.17 ―

BP2有限責任事業組合（外川
穣、山口丈寛、石川誉、株式会
社basepartners）

― 関東財務局 株式会社basepartners
山口　丈寛

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22階

080-3911-
0100

https://www.base.par
tners/

― （株式会社
basepartners）

100,000

― ― R4.12.14 ―

ポストコロナ・リカバリー株式会
社

5010401158019 関東財務局 濱田　法男 代表取締役社長 ○ ○ 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9階

03-6268-8228 https://recoveryjpn.jp
/

― 9,500,000 ― ― R5.3.24 ―

株式会社ゼンリンフューチャー
パートナーズ

6010001215441 関東財務局 松下　春喜 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区西神
田一丁目1番1号
オフィス21ビル3F

03-5244-5927 https://www.zenrin-
fp.co.jp/

― 25,000,000 ― ― R4.7.1 ―

株式会社FIREBUG 5011001109725 関東財務局 宮崎　聡 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区代々木
一丁目32番11号
Kビル3F

03-6300-6771 https://firebug.jp/ コンサルティン
グ業、広告業

559,618,707 ― ― R3.12.7 ―

いちご米沢板谷ECO発電所合
同会社

8010003034326 関東財務局 いちごECO発電所21一般社団法
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 ― ― R3.10.18 ―

相模原インベストメント合同会社 7010003034186 関東財務局 相模原インベストメント一般社団
法人
職務執行者　三品　貴仙

代用社員 ― ○ 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 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_145

― 100,000 ― ― R3.10.21 ―

株式会社GOLDEN WINGS 2011003009380 関東財務局 兼子　修一 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
一丁目18番18号
東急不動産恵比寿ビ
ル5階

03-5468-6250 ― ― 50,000,000 ― ― R4.8.1 ―

グリーンコインベスト合同会社 6010003034121 関東財務局 グリーンコインベスト一般社団法
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30階

03-5157-1214 ― ― 1,000,000 ― ― R3.7.15 ―

合同会社KHF6 5010003034394 関東財務局 一般社団法人KHF6
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R3.3.23 ―

合同会社サンシャイン３ 5010003034205 関東財務局 一般社団法人ストーンプロモ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rwk-
tax.com/spc/home/s
pc_146

― 200,000 ― ― R3.3.23 ―

合同会社ＡＺＭＦＲ 8010403024538 関東財務局 一般社団法人ＡＺＭＦＲ
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 ― ― 300,000 ― ― R3.3.23 ―

https://wealthbrothers.co.jp/
https://wealthbrothers.co.jp/
https://www.base.partners/
https://www.base.partners/
https://recoveryjpn.jp/
https://recoveryjpn.jp/
https://www.zenrin-fp.co.jp/
https://www.zenrin-fp.co.jp/
https://firebug.jp/
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_146
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_146
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_146
https://sites.google.com/a/rwk-tax.com/spc/home/spc_146
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合同会社カミイケブクロ 3010403024807 関東財務局 カミイケブクロ・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 ― ― R3.3.24 ―

津軽AH合同会社 2010003034240 関東財務局 一般社団法人LK13
職務執行者　鏑木　愼治

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 ― ― 10,000 ― ― R4.8.19 ―

合同会社ウリィジップ１ 6010003034229 関東財務局 一般社団法人ウリィジップ
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 ― ― R3.3.25 ―

合同会社ウリィジップ２ 4010003034230 関東財務局 一般社団法人ウリィジップ
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 ― ― R3.3.25 ―

KIM.Z有限責任事業組合（沼澤
裕太、飯塚文貴、永井真之及び
株式会社KIM.Z）

― 関東財務局 株式会社KIM.Z
沼澤裕太

代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区奥沢
五丁目2番1号

080-4349-
3331

― ― 株式会社KIM.Z
1,000,000円

― ― R3.3.29 ―

合同会社DSB-6 8010003034383 関東財務局 一般社団法人DSBー6
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

03-3231-1993 ― ― 400,000 ― ― R3.3.30 ―

奥飛騨温泉旅館合同会社 4010403024946 関東財務局 一般社団法人奥飛騨温泉旅館
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
ｵｰｸﾗﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾀﾜｰ10
階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R3.12.2 ―

ＳＢＩ地方創生投融資株式会社 9010401157165 関東財務局 松尾　正人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木1-
6-1
泉ガーデンタワー17F

03-6229-0074 ― ― 50,000,000 ― ― R4.5.24 ―

Ｊホテル札幌合同会社 1011103010248 関東財務局 Jホテル札幌ホールディングス一
般社団法人
職務執行者　池田　卓也

代表社員 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽園森ビル18階

03-6801-8990 ― ― 100,000 ― ― R5.2.3 ―

株式会社プロトベンチャーズ 3010001199893 関東財務局 宗平　光弘 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区西新宿
六丁目18番1号　住友
不動産新宿セントラル
パークタワー23階

03-5323-6900 ― 新規事業戦略
立案業務
M&Aサポート業
務

430,000,000 ― ― R4.8.15 ―

JPインベストメント株式会社 3010001189597 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6457-9881 https://www.jp-
investment.co.jp/

― ― ○ ― R3.2.22 ―

合同会社Tiwal 1010403023141 関東財務局 一般社団法人Naples
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 ― ― 300,000 ― ― R3.4.12 ―

ＳＢＩ地方創生バンキングシステ
ム株式会社

8010401157166 関東財務局 森田　俊平 代表取締役 ○ ― 東京都港区六本木1-
6-1
泉ガーデンタワー17F

03-6229-0073 ― ― 50,000,000 ― ― R5.2.27 ―

合同会社鮫川エナジー 6010003031845 関東財務局 一般社団法人鮫川エナジー　
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号国際
ビル9階　東京共同会
計事務所内

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R3.4.16 ―

カタライザー６号・パートナーズ
有限責任事業組合（飯沼良介、
上田研一、今泉智幸、伊藤尚
毅、立川勝大、加藤拓）

― 関東財務局 ― ― ― ○ 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27
階
アント・キャピタル・
パートナーズ株式会社
内

03-3284-1711 ― ― ― ― ― R5.2.21 ―

平川門管理合同会社 7010003034426 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 ― ― 100,000 ― ― R3.4.19 ―

Ａｎｇｅｌ　Ｂｒｉｄｇｅ　Ｄｅａｌ－ｂｙ－Ｄ
ｅａｌ　Ｆｕｎｄ１０号株式会社

2010001216708 関東財務局 河西　佑太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 ― 経営コンサル
ティング業

500,000 ― ― R4.4.28 ―

https://www.jp-investment.co.jp/
https://www.jp-investment.co.jp/
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DHAF１合同会社 9010003034218 関東財務局 一般社団法人　ふたわ
職務執行者　大村 圭一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号 結和
税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R4.11.4 ―

合同会社ＳＴＺファンド１号 2010003034629 関東財務局 プリムス・アセット株式会社
職務執行者　土井　保人

代表社員 ○ ○ 東京都台東区台東一
丁目24番9号
ブライト秋葉原5階

03-6803-0109 ― ― 1,000,000 ― ― R4.8.8 ―

合同会社天神ホテル管理 3010403024030 関東財務局 一般社団法人天神ホテル管理
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 ― ― 300,000 ― ― R3.12.27 ―

株式会社ＩＣＭＧ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 7010001216678 関東財務局 瀨川　勲 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11階

03-6812-2511 ― ― 2,500,000 ― ― R5.3.22 ―

日本ＰＭＩパートナーズ株式会社 2011601024624 関東財務局 濵田　仁 代表取締役 ○ ○ 東京都港区元赤坂1丁
目7番18号
メットライフ元赤坂イー
スト103

080-3177-
4634

― 経営コンサル
ティング業

4,800,000 ― ― R4.4.28 ―

合同会社みよし 3010003022351 関東財務局 一般社団法人ちもと　
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 ― ― R3.4.23 ―

合同会社ふたば 7010003026464 関東財務局 一般社団法人ふたば
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 ― ― R3.4.23 ―

合同会社築地ホテル管理 2010403021689 関東財務局 一般社団法人築地ホテル管理
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 ― ― 300,000 ― ― R3.6.21 ―

合同会社新橋パートナーズ 2010403024766 関東財務局 株式会社オクトフォースキャピタ
ルパートナーズ
職務執行者　田中　彰

代表社員 ○ ○ 東京都港区新橋一丁
目12番9号新橋プレイ
ス6F

03-6264-5590 https://octoforce.co.j
p/

経営コンサル
ティング業

1,000,000 ― ― R4.6.16 ―

合同会社Ｔｒａｖｅｌ　Ｈａｐｐｙ１ 2010403020352 関東財務局 一般社団法人Travel Happy1
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　
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 ― ― 100,000 ― ― R3.4.26 ―

合同会社川崎南町善行駅前レ
ジリートブリッジプロジェクト

3010003034330 関東財務局 一般社団法人川崎南町善行駅
前レジリートブリッジ
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 ― ― 100,000 ― ― R3.9.1 ―

メルティングポット１号有限責任
事業組合（株式会社ＬＳＴ、後藤
道輝）

― 関東財務局 株式会社LST 後藤 道輝 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神南一
丁目5番14号
ラトゥール渋谷神南

080-4673-
3658

― ― (株式会社LST) 
2,000,000

― ― R4.11.21 ―

NSSKジェンパー３合同会社 3010403024798 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 ○ ○ 東京都港区愛宕二丁
目5番1号愛宕グリーン
ヒルズMORIタワー17
階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R4.9.30 ―

アストマックス株式会社 6010701027087 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）8400 https://www.astmax.c
o.jp/

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
ガス関連事業
リース事業

2,013,545,500 ― ― R4.7.8 ―

株式会社ＤＩソーシャルインパク
トキャピタル

3010001215766 関東財務局 三宅孝之 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目２番６号東京
倶楽部ビルディング4F

03-5532-3200 ― ― 50,000,000 ― ― R4.9.21 ―

合同会社オルタナ４ 4010003034759 関東財務局 一般社団法人オルニャン　
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 ― ― R3.11.22 ―

合同会社エクシム 3010003034339 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
13F

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_147

― 1,000,000 ― ― R3.5.11 ―

https://octoforce.co.jp/
https://octoforce.co.jp/
https://www.astmax.co.jp/
https://www.astmax.co.jp/
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IDS3号合同会社 7010403025231 関東財務局 中村　清誉 代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番12号
TORANOMON 
BUILDING 10階

03-6205-7031 ― ― 1,000 ― ― R4.8.4 ―

合同会社中央線豊田相鉄かし
わ台プロジェクト

1010003034332 関東財務局 一般社団法人
中央線豊田相鉄かしわ台
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 ― ― 100,000 ― ― R3.6.11 ―

マラトンキャピタル有限責任事
業組合（組合員：小野俊法、マラ
トンキャピタルパートナーズ株式
会社　代表取締役　小野俊法、
和田耕太郎、砂田有史）

― 関東財務局 マラトンキャピタルパートナーズ
株式会社
小野　俊法

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目6番2号
新丸の内センタービル
ディング21階

03-6634-7901 https://www.maratho
ncapital.co.jp/

マラトンキャピタ
ルパートナーズ
株式会社
資金調達、財務
及び一般に関す
るコンサルティン
グ等

マラトンキャピ
タルパートナー

ズ株式会社
30,000,000

― ― R5.3.3 ―

合同会社ＳＡ京都マンションPJ 9010403024999 関東財務局 一般社団法人ＳＡ京都マンション
ＰＪ
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 ― ― 300,000 ― ― R3.9.14 ―

ゼロイチキャピタル１号有限責
任事業組合
（組合員：ゼロイチキャピタル合
同会社　代表社員　種市　亮、
種市　亮）

― 関東財務局 ゼロイチキャピタル合同会社
種市　亮

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目１２番３２号アーク森
ビル３階

090-1935-
7869

― ― 10,000 ― ― R3.5.18 ―

撫子合同会社 4010403023832 関東財務局 撫子一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.7 ―

合同会社ＳＡＰ　Ｓａｋｕｒａｇａｗａ 3010403025152 関東財務局 一般社団法人ＳＡＰ　Ｓａｋｕｒａｇａ
ｗａ
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 ― ― 300,000 ― ― R3.5.20 ―

Northインテグラル1株式会社 7010001218170 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 2,500,000 ― ― R3.5.24 ―

Northインテグラル2株式会社 6010001218171 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 2,500,000 ― ― R3.6.29 ―

渋谷東プロパティー合同会社 2010003031824 関東財務局 渋谷東ホールディング１ 一般社
団法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号 パ
シフィックセンチュリー
プレイス丸の内  14階

03-4213- 0600 ― ― 10,000 ― ― R3.5.25 ―

株式会社Vital Ventures 3010401154283 関東財務局 来田　誠 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目１５－１７　ユニ六
本木ビル６階Ｅ号

090-4765-
4247

― ― 1,600,000 ― ― R3.5.26 ―

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 ― ― R3.5.26 ―

新生識学パートナーズ株式会社 8010001218079 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
11階

050-3509-
1192

― 経営コンサル
ティング業務

2,000,000 ― ― R5.1.24 ―

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 ○ ○ 東京都港区六本木
3-17-10
六本木デュープレック
スタワー801

080-3725-
6620

http://www.shisan-
bouei.com/

不動産及び再生
可能エネルギー
発電所の仲介

5,000,000 ― ― R3.5.31 ―

Carbide Ventures Offshore合同
会社

6011103010722 関東財務局 井上　拓生 代表社員 ○ ○ 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7階

050-3698-
8086

― ― 100,000 ― ― R5.3.8 ―

株式会社エルラボ 4010401159364 関東財務局 今尾　正貴 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝三丁目3
番12号
芝松下ビル3階

03-6453-6778 ― ― 50,000,000 ― ― R4.4.28 ―
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バスティオン・クオンツ株式会社 5010001217562 関東財務局 森本 訓之 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
小網町11-5ACN日本
橋小網町ビル7F-13

03-6435-3277 ― コンサルティン
グ業、アウトソー
シング事業の受
託・請負

6,000,000 ― ― R3.6.3 ―

東京電力タイムレスキャピタル
株式会社

3010001218513 関東財務局 兵頭　賢 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区内幸
町1-2-2日比谷ダイビ
ル10階

03-6555-5345 https://www.ttlc.co.jp
/

― 50,000,000 ― ― R3.12.6 ―

株式会社いやさかアセットマネ
ジメント

3011001140228 関東財務局 河野　礼央 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区広尾二
丁目15番5号
ヴィークハウス広尾3
階

090-5247-
7446

― ― 6,000,000 ― ― R3.6.4 ―

合同会社横浜町風力 2010403024849 関東財務局 一般社団法人横浜町風力
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R3.6.9 ―

株式会社South Fund 3010401159778 関東財務局 上杉　修平 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

03-6821-1138 ― ― 500,000 ― ― R4.3.14 ―

合同会社ヘリオスプロパティ 5010003034824 関東財務局 ＳＶＵＰ１号一般社団法人　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 ― ― R3.6.14 ―

ＺＶＣ１号ファンド有限責任事業
組合（Z Venture Capital株式会
社、堀新一郎、林恩圭、株式会
社エス・リアルエステイト）

― 関東財務局 Ｚ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社　
堀　新一郎

株式会社エス・リアルエステイト　
堀　祥子

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町1番3号
東京ガーデンテラス紀
尾井町　
紀尾井タワー24階

03-6850-0010 https://zvc.vc/

該当なし

該当なし

不動産賃貸業、
損害保険代理
店業、競走馬の
保有

200,000,0000

9,000,000

― ― R4.4.25 ―

合同会社ストーン 2010403025392 関東財務局 一般社団法人ストーン
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R3.6.17 ―

ＢＰキャピタル株式会社 2010001208738 関東財務局 松多　洋一郎 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町一丁目8番3号
テラス日本橋204号

03-6665-0797 https://bpcapital.co.jp
/index.html

・企業の人事業
務に関する受託
及びコンサル
ティング業務
・労働者派遣事
業及び有料職業
紹介事業
・経営コンサル
ティング業
・地方創生の推
進に関する事業

6,000,000 ― ― R5.2.28 ―

株式会社オートテック 5010001111897 関東財務局 長峯　純一 代表取締役 ○ ○ 東京都江東区亀戸二
丁目1番21号
アーバンライフ亀戸
806号室

03-5875-1441 ― 自動車用伝送
部品、電装部
品、情報処理機
器、通信機器、
計測器、音響機
器及びその部品
の開発、設計並
びに製造販売

40,000,000 ― ― R3.6.21 ―

ファーストアドバイザーズ1号有
限責任事業組合（熊谷直高、大
道寺俊幸、車谷暢昭、有富丈
之、長﨑容子、三浦加織）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目７番７号
トライセブンロッポンギ
８階

080-4348-
1007

― ― ― ― ― R4.5.6 ―

合同会社西武池袋東長崎プロ
ジェクト

9010003034969 関東財務局 一般社団法人
西武池袋東長崎プロジェクト
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 ― ― 100,000 ― ― R3.6.23 ―

牡丹合同会社 6010403023830 関東財務局  牡丹一般社団法人
職務執行者　目黒正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号 
日比谷フォートタワー
16階　EPコンサルティ
ングサービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.1.12 ―

https://zvc.vc/該当なし
https://zvc.vc/該当なし
https://zvc.vc/該当なし
https://zvc.vc/該当なし
https://zvc.vc/該当なし
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合同会社テンノウズ 8010403022368 関東財務局 テンノウズ・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 ― ― R3.6.24 ―

W Ventures2号有限責任事業組
合（W株式会社、東明宏、新和
博、服部将大）

― 関東財務局 W株式会社
東明宏

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目24番12号渋谷ス
クランブルスクエア36
階

03-6823-2923 https://wventures.jp/ ― （W株式会社）
1,000,000

― ― R4.10.26 ―

合同会社LOGI FLAG2号 1010003034687 関東財務局 一般社団法人LOGI FLAG2号
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R3.6.24 ―

丸の内インベストメンツ株式会
社

4010001216747 関東財務局 市川　清文 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

03-6551-2460 ― ― 1,500,000 ― ― R3.9.28 ―

株式会社箱根資産管理 7010401117261 関東財務局 福永 隆明 代表取締役 ― ○ 東京都港区虎ノ門五
丁目１番４号
東都ビル２階

03-3433-6433 ― ― 100,000,000 ― ― R3.6.29 ―

D Capital株式会社 7010401158792 関東財務局 仁木　準 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3階

03-6434-0285 ― ― 2,805,000 ― ― R5.1.20 ―

ムラリスMF合同会社 4010003034684 関東財務局 ムラリスMF一般社団法人　職務
執行者　小澤　純一

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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.6.30 ―

ロングビーチ・キャピタル合同会
社

5010403025076 関東財務局 サンパワー・ホールディングス・
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

03-4560-8911 ― ― 1,000,000 ― ― R3.7.30 ―

AT PARTNERS GP2号有限責任
事業組合（AT MANAGEMENT2
号株式会社、秋元　信行、土佐
林　淳、小山　倫世）

― 関東財務局 AT MANAGEMENT2号株式会社
土佐林　淳

代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山三
丁目6番7号
青山パラシオタワー11
階
AT MANAGEMENT2号
株式会社内

03-5778-5275 ― ― （AT 
MANAGEMENT
2号株式会社）

75,000

― ― R3.7.2 ―

新生ベンチャーパートナーズ2号
有限責任事業組合（松原一平、
西村和将、新生ベンチャーパー
トナーズ株式会社）

― 関東財務局 松原　一平
（新生ベンチャーパートナーズ株
式会社）

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
11階

050-3509-
1192

― ― 1,000,000
（新生ベン

チャーパート
ナーズ株式会

社）

― ― R5.1.23 ―

合同会社サカイスジホンマチ 9010403025626 関東財務局 サカイスジホンマチ・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 ― ― R3.7.8 ―

合同会社かみだいら 7010003033964 関東財務局 一般社団法人かみだいら
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

03-3470-3460 ― ― 100,000 ― ― R4.2.14 ―

ファルス株式会社 5010001207720 関東財務局 高橋　伸彰 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
蛎殻町1-1-9
ファルス本社ビル

03-6810-9779 https://phals.jp/ コンサルティン
グ業務

72,100,000 ― ― R4.5.9 ―

合同会社ＤＳＢ－７ 3010003035213 関東財務局 一般社団法人ＤＳＢー７　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 ― ― 400,000 ― ― R3.7.14 ―

FFGP株式会社 7010401161350 関東財務局 中山　淳 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目３番１号
東京虎ノ門グローバル
スクエア12階

03-6809-2164 ― ― 1,000,000 ― ― R3.12.7 ―

合同会社横浜阪東橋開発プロ
ジェクト

6010003030079 関東財務局 一般社団法人横浜阪東橋開発
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 ― ― 100,000 ― ― R3.7.16 ―
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ウエストプロパティー合同会社 1010003035280 関東財務局 ウエストホールディング１一般社
団法人
職務執行者　　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス
丸の内14階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.3.31 ―

武蔵野ヘルスケア合同会社 6010403025629 関東財務局 一般社団法人武蔵野ヘルスケア
職務執行者　粟国正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
ｵｰｸﾗﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾀﾜｰ10
階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R3.7.20 ―

合同会社ＡＰＨ１ 1010403025154 関東財務局 一般社団法人ＡＰＨ１
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 ― ― 300,000 ― ― R3.7.20 ―

くじら1号有限責任事業組合
（くじらキャピタル株式会社、竹
内　真二、曽我　篤司）

― 関東財務局 くじらキャピタル株式会社
竹内　真二

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂二丁
目9番3号　松浦ビル3
階

03-6435-5210 ― 投資事業有限
責任組合財産
の運用、保有及
び管理、投資事
業有限責任組
合財産持分の
取得及び保有、
有価証券の取
得、保有及び運
用、経営一般に
関するコンサル
ティング、M&Aに
関するアドバイ
ザリー業務、デ
ジタルマーケ
ティング、イン
ターネット広告、
ソーシャルメディ
アおよびWEBサ
イト構築・運用
並びにその他の
広告宣伝、マー
ケティング及びリ
サーチに関する
業務(くじらキャ
ピタル株式会社)

40,500,000
(くじらキャピタ
ル株式会社)

― ― R3.9.16 ―

Be　Brave株式会社 1010401158229 関東財務局 泉田　和人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区元麻布2－
5－7
ザ・パークハウス元麻
布206

090-3045-
4409

― コンサルティン
グ

1,000,000 ― ― R3.7.21 ―

株式会社テックアクセルベン
チャーズ

5010401161344 関東財務局 大場　正利 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝5丁目29
番20号クロスオフィス
三田4階

03-5439-4622 ― ― 50,000 ― ― R3.7.21 ―

スワローテイル株式会社 2011301026739 関東財務局 須永　智広 代表取締役社長 ○ ○ 東京都杉並区高円寺
南一丁目5番9号

03-6304-9146 ― ― 23,500,000 ― ― R3.9.30 ―

プラチナプロパティー合同会社 9010003035232 関東財務局 プラチナホールディング１一般社
団法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス
丸の内14階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.3.31 ―

南麻布プロパティー合同会社 8010003035233 関東財務局 プラチナホールディング１一般社
団法人
職務執行者　　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス
丸の内14階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.3.31 ―

カタリスト・インベストメント・ワー
クス株式会社

2010401152544 関東財務局 米田　岳 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34
階

090-3891-
0226

― M&Aや資金調
達に関するアド
バイザリー業務

9,990,000 ― ― R3.7.27 ―

グローリーテンプル合同会社 3010403024930 関東財務局 グローリーテンプル一般社団法
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　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 ― ― 10,000 ― ― R3.7.27 ―
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インテグラル・オーエス株式会社 7010001177813 関東財務局 邉見　芳弘 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 1,500,000 ― ― R4.2.21 ―

イーストベンチャーズ4号有限責
任事業組合（株式会社TIG、エト
ウキャピタル株式会社、金子 剛
士、毛利 洵平）

― 関東財務局 （株式会社TIG）
松山　太河

（エトウキャピタル株式会社）
衛藤　バタラ

代表取締役

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（エトウキャピタ
ル株式会社内）

03-6434-0630 ― ― (株式会社TIG）
10,000,000

(エトウキャピタ
ル株式会社）

50,000,000

― ― R3.7.27 ―

合同会社KHF7 2010003035098 関東財務局 一般社団法人KHF7
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R3.7.28 ―

ソニーベンチャーズ株式会社 4010401161279 関東財務局 土川　元 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南一丁
目７番１号ソニーシティ
18階

070-8709-
4405

― ― 25,000,000 ― ― R4.12.26 ―

ABF1号有限責任事業組合（株
式会社エービーエフキャピタル、
熊原　充志、伊達　慶明、中野　
拓真、蔡　亮成）

― 関東財務局 株式会社エービーエフキャピタ
ル
熊原　充志

代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山二
丁目12番4号坂本ビル
3階

090-7238-
0310

― （株式会社エー
ビーエフキャピタ
ル）
経営コンサルタ
ント

（株式会社エー
ビーエフキャピ

タル）
100,001

― ― R3.8.2 ―

京都エンジェルファンド株式会社 4010401156188 関東財務局 山本　康正 代表取締役 ○ ○ 東京都港区西麻布４
－１４－２４ザ・コノエ西
麻布

03-6820-0666 https://kyotoangel.co
m/

経営コンサル
ティング業等

500,000 ― ― R4.5.24 ―

合同会社ＦＯ 3010003035337 関東財務局 一般社団法人ＦＯ
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 ― ― R3.8.3 ―

合同会社ＣＲＥＭＬファンド３ 7010003035127 関東財務局 一般社団法人ＣＲＥＭＬファンド３
職務執行者　成願　隆史

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋一
丁目14番9号依田忠ビ
ル5階株式会社えいえ
ん堂内

03-5579- 9121 ― ― 100,000 ― ― R3.8.6 ―

TF Ventures有限責任事業組合
（株式会社Tryfunds　Group、丹
野裕介）

― 関東財務局 【株式会社Tryfunds Group】
丹野　裕介

【株式会社Tryfunds Group】
代表取締役

○ ○ 東京都港区芝三丁目1
番14号
芝公園阪神ビル5階

03-6453-9008 http://www.tryfunds.c
o.jp

【株式会社
Tryfunds 
Group】
コンサルティン
グ事業

【株式会社
Tryfunds 

Group】
1,000,000

― ― R3.11.5 ―

東京さくらプロパティー合同会社 1010003034910 関東財務局 東京さくらホールディング１一般
社団法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.8.10 ―

銀杏合同会社 6010403025835 関東財務局 銀杏一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

エピック・アドバイザーズ株式会
社

2010001170203 関東財務局 澁谷　智弘 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門四
丁目1番1号
神谷町トラストタワー
25階

03-6670-1039 ― 定款に於ける目
的。1.有価証
券、その他金融
資産に関する調
査及び投資、2.
経営・投資コン
サルティング及
びアドバイザ
リー業務、3.前
各号に付帯関連
する一切の業務

40,000,000 ― ― R3.12.14 ―

Miraise2有限責任事業組合（合
同会社Miraise、岩田真一、布田
隆介）

― 関東財務局 合同会社Miraise
岩田　真一

代表社員 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目10番8号
渋谷道玄坂東急ビル
1F（【合同会社Miraise】
内）

050-3612-
8151

https://www.miraise.v
c/

― 合同会社
Miraise

100,000

― ― R5.3.28 ―
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株式会社スターアジア・ファイナ
ンス

6010401151055 関東財務局 國府田　英正 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18F

03-4572-1759 ― ― 1,000,000,000 ― ― R3.8.23 ―

合同会社ＤＡヘルスケア９ 8010403025734 関東財務局 一般社団法人ＤＡヘルスケア６
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
イドビル11階1112号

03-3560-1115 ― 不動産の売買、
保有、賃貸及び
管理

200,000 ― ― R3.8.23 ―

Orchid One合同会社 7010003035317 関東財務局 Orchid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 ― ― 100,000 ― ― R3.8.23 ―

フォースタートアップスキャピタ
ル合同会社

8010403025379 関東財務局 フォースタートアップス株式会社
職務執行者　清水　和彦

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36階

03-6893-0650 ― ― 100,000 ― ― R4.7.8 ―

グローブアドバイザーズベン
チャーズ有限責任事業組合
（後藤　拓、遠藤（秋山）友紀）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区丸の
内１−６−５
丸の内北口ビル２３階

03-6268-0932 https://ga-
ventures.com

― ― ― ― R3.8.25 ―

株式会社スマートルル 1110001029175 関東財務局 兼子　修一 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
蛎殻町1丁目11番10号
Nihonbashi OK Bldg 8
階

03-5468-6250 ― ― 10,000,000 ― ― R4.2.15 ―

AISキャピタルパートナーズ有限
責任事業組合（AIS　
PARTNERS株式会社、郭健）

― 関東財務局 AIS　PARTNERS株式会社
郭　健

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目5番1号
新丸の内ビルディング
10階

03-4530-9128 http://www.aiscapgro
up.com/

AIS　
PARTNERS株式
会社
（1）日中クロス
ボーダー投融資
に関するアドバ
イザリー業務
（2）ベンチャーコ
ミュニティ運営業
務
(3)ベンチャー投
資業務

AIS　
PARTNERS株

式会社
1,000,000

― ― R3.11.2 ―

LMA Development合同会社 9010403013639 関東財務局 LMA Development Holdings 
Limited
職務執行者　松澤　和浩

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6階
クロスパス・アドバイ
ザーズ株式会社内

03-4405-7288 ― ― 10,000 ― ― R3.8.26 ―

ＡＬＪ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｉｋｅｊｉｒｉ合同会社 6010003035581 関東財務局 ＡＬＪ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｉｋｅｊｉｒｉ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7階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理。不
動産信託受益
権の取得、保有
及び処分。
上記に掲げる事
業に附帯又は関
連する一切の事
業。

100,000 ― ― R3.8.27 ―

合同会社芝口橋インベストメント 8010003034994 関東財務局 一般社団法人芝口橋ホールディ
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 ― ― R3.8.27 ―

合同会社カリー 4010403025911 関東財務局 一般社団法人モトブブルー
職務執行者　武野氏　伸哉

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 ― ― 100,000 ― ― R3.8.30 ―
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株式会社Gemstone Ventures 5010401157359 関東財務局 石割　由紀人 代表取締役 ○ ○ 東京都港区高輪三丁
目25番22号
高輪カネオビル7階

03-3442-8004 ― 企業の事業譲
渡、資本参加、
業務提携及び組
織再編等に関す
る調査、企画並
びにそれらの斡
旋、仲介
経営コンサル
ティング業務

2,200,000 ― ― R3.8.31 ―

農林中金キャピタル株式会社 4010001220393 関東財務局 和田　透 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目3番1号
JAビル28階

03-6378-7388 https://www.nc-
cap.co.jp

― 100,000,000 ― ― R5.1.11 ―

ＸＶＣ有限責任事業組合（株式
会社インディージャパン、株式会
社スケールアウト、ブレイクポイ
ント株式会社）

― 関東財務局 株式会社インディージャパン
津嶋　辰郎

株式会社スケールアウト
飯野　将人

ブレイクポイント株式会社
若山　泰親

代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
箱崎町1番2号
THE SHORE日本橋茅
場町２F

03-3660-5865 （株式会社インディ-
ジャパン）
https://www.indee-
jp.com/

（株式会社スケ-ルア
ウト）
https://www.scale-
out.co.jp/

（ブレイクポイント株式
会社）
https://www.breakpoi
nt.co.jp/

・イノベーション
コンサルティン
グ
・シードアクセラ
レーター運営

・イノベーション
コンサルティン
グ

・スタートアップ
に対する経営支
援
・シードアクセラ
レーター運営
・インキュベー
ション施設運営

7,500,000

1,220,899

16,500,000

― ― R5.3.30 ―

ＰＨＯＴＯＮ　ＣＡＰＩＴＡＬ合同会
社

2010403017175 関東財務局 水野　優子 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目15番1号
渋谷クロスタワー13階

03-6455-4465 ― TKGKスキーム
におよる太陽光
発電事業のア
セットマネジメン
ト業務の受託

10,200,000 ― ― R4.3.18 ―

株式会社Life Time Partner 4012801021013 関東財務局 伊藤　潤一 代表取締役 ○ ○ 東京都日野市南平二
丁目8番地の16

080-4143-
3726

― （１）有価証券の
投資、売買、保
有及び運用並び
にそれらに関す
るコンサルティン
グ業務
（２）投資事業組
合財産の運用
及び管理
（３）企業経営に
関する総合コン
サルティング
（４）インターン、
就職活動及び転
職活動に関する
業務
（５）前各号に附
帯又は関連する
一切の事業

15,500,000 ― ― R4.11.22 ―

伊藤　潤一 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都日野市南平2丁
目8番地の16

080-4143-
3726

― ― ― ― ― R3.9.2 ―

エーテルホールディングス合同
会社

1010403025773 関東財務局 ブロードストリートインベストメン
ツジャパン合同会社
職務執行者　木下 満

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
47階

03-6439-0010 ― ― 1,000,000 ― ― R4.8.25 ―

https://www.nc-cap.co.jp/
https://www.nc-cap.co.jp/
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Gazelle Capital2号有限責任事
業組合（Gazelle Capital株式会
社、BUSINESS-ALLIANCE株式
会社、石橋　孝太郎）

― 関東財務局 Gazelle Capital株式会社
石橋　孝太郎

BUSINESS-ALLIANCE株式会社
藤田　健太郎

（Gazelle Capital株式会社）
代表取締役

（BUSINESS-ALLIANCE株式会社）
代表取締役

○ ○ 東京都目黒区目黒本
町5-14-14
ステアズ22

080-4382-
4323

Gazelle Capital株式会
社
https://gazellecapital.
vc/

BUSINESS-
ALLIANCE株式会社
https://business-
alliance.co.jp/

石橋　孝太郎
―

Gazelle Capital
株式会社
―

BUSINESSー
ALLIANCE株式
会社
経営管理ツール
の開発、コンサ
ルティング事業

石橋　孝太郎
―

（Gazelle 
Capiral株式会

社）
10,000

（BUSINESS-
ALLIANCE株式

会社）
1,000,000

― ― R3.9.3 ―

合同会社オルタナ５ 9010003035430 関東財務局 一般社団法人オルパ　
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 ― ― R4.5.2 ―

GPSSイノベーションキャピタル
株式会社

6010401160873 関東財務局 倉田　隆広 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝二丁目5
番10号
芝公園NDビル7階

03-6435-2332 https://gpssic.jp/ ― 10,000,000 ― ― R5.3.24 ―

株式会社Mirai Nihon Ventures 6010401151600 関東財務局 後藤　研二 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町一丁目10番1号
有楽町ビル11階

03-6810-0275 https://www.mirai-
nihon-ventures.co.jp

経営コンサルタ
ント、M&Aアドバ
イザリー

74,000,000 ― ― R4.8.19 ―

Logi5合同会社 4010003035542 関東財務局 Logi5一般社団法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階
（ラサール不動産投資
顧問株式会社内）

03-4213-0640 ― ― 100,000 ― ― R4.3.28 ―

合同会社A.P.18 7010403025842 関東財務局 一般社団法人　A.P.18
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 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理
債権の取得、保
有及び処分

100,000 ― ― R3.9.13 ―

合同会社ＴＵＬＩＰ６ 1010003035818 関東財務局 一般社団法人オルガノ
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 ― ― R3.11.22 ―

MCD6株式会社 1010001220941 関東財務局 佐藤　正秀 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3階

03-3284-1669 ― ― 500,000 ― ― R5.3.31 ―

合同会社東山閣 7010003031373 関東財務局 一般社団法人東山閣
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R3.9.16 ―

ＳＦＣインベストメント合同会社 8010003035175 関東財務局 一般社団法人
ＳＦＣインベストメント
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 ― ― 1,100,000 ― ― R4.4.20 ―

株式会社アルバクロス 1010001220891 関東財務局 鈴木 亮太 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
小川町三丁目28番地5
Axle御茶ノ水

090-4077-
0393

― コンサルティン
グ

5,000,000 ― ― R4.12.27 ―

MCPM4T株式会社 8010001220943 関東財務局 宮崎　直 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3階

03-3218-3766 ― ― 1,000,000 ― ― R5.1.12 ―

合同会社八重洲一丁目開発 2010003035759 関東財務局 一般社団法人八重洲一丁目開
発
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 ― ― R3.9.17 ―

ＤＢＦ２合同会社 3010003035130 関東財務局 一般社団法人ふたわ
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目７番１号
ロックビレイビル8階　
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R4.11.11 ―

https://gpssic.jp/
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合同会社JREASTファンド第4号 1010003035719 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R3.9.21 ―

合同会社Straits Himawari GK 
Two

4010003035856 関東財務局 一般社団法人Straits Himawari 
GKISH Two
職務執行者　横倉　弘和

代表社員 ― ○ 東京都中央区新富一
丁目15番3号
新富ミハマビル4階
ジパングアウトソーシ
ングサービス内

03-3555-6660 ― ― 100,000 ― ― R3.9.22 ―

合同会社東京レジデンシャル7 6010003035532 関東財務局 一般社団法人東京レジデンシャ
ル７
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

03-3231-1993 ― ― 400,000 ― ― R3.9.24 ―

タイガープロパティー合同会社 9010003035281 関東財務局 タイガーホールディング１一般社
団法人
職務執行者　　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.9.24 ―

ＦＳＭ ＧＰ２有限責任事業組合
(株式会社ＮＳパートナーズ、株
式会社アクレア、株式会社ＹＳマ
ネジメント、Hoshino Capital 
Management株式会社）

― 関東財務局 株式会社ＮＳパートナーズ
山藤　憲幸

株式会社アクレア
工藤　敬介

株式会社ＹＳマネジメント
青井　陽平

Hoshino Capital Management株
式会社
星野　宏彰

（株式会社ＮＳパートナーズ）
代表取締役
　
（株式会社アクレア）
代表取締役
　
（株式会社ＹＳマネジメント）
代表取締役
　
（Hoshino Capital Management株式会社）
代表取締役

― ○ 東京都中央区銀座六
丁目10番1号
GINZA　SIX　8階

03-6206-3936 https://fivestar-
m.com/

― （株式会社ＮＳ
パートナーズ）

100,000
　

（株式会社アク
レア）

500,000
　

（株式会社ＹＳ
マネジメント）

1,000,000
　

（Hoshino 
Capital 

Management株
式会社）

1,000,000

― ― R4.9.13 ―

ＳＡＭプロジェクト1号合同会社 2010003035692 関東財務局 一般社団法人SAMプロジェクト1
号
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

ジーアールイージェイホールディ
ングス合同会社

1010403026029 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者　木下　満

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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.28 ―

大澤　琢真 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都文京区本郷4-
1-1
菊花ビル701(TRUST 
SMITH 株式会社内)

03-6822-5028 https://www.patriam.
capital/

― ― ― ― R3.9.27 ―

合同会社RF1 1010003031932 関東財務局 一般社団法人KRF86
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R3.9.29 ―

EnFi株式会社 8011001133978 関東財務局 旗生　美智子
（垣屋　美智子）

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂八丁
目2番7号
赤坂新坂パーク・マン
ション301号

080-3172-
7256

― ― 30,000,000 ― ― R3.9.30 ―

株式会社TNNアドバイザーズ 3010001205148 関東財務局 中島　漸 代表取締役 ○ ○ 東京都港区麻布十番
二丁目6番1号信國ビ
ル3階

03-6271-4690 http://tnn-a.net/ M&Aアドバイザ
リー業務・企業
コンサルティン

9,000,000 ― ― R4.8.18 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

タイクーンキャピタル1号有限責
任事業組合（株式会社タイクー
ンキャピタル、株式会社CF 
Asset Management、SBI 
Ventures Two株式会社、笠井玲
央、本田貴大、上杉修平）

― 関東財務局 株式会社タイクーンキャピタル
上杉　修平

株式会社CF Asset Management
本田　貴大

SBI Ventures Two株式会社
中路　武志

（株式会社タイクーンキャピタル）
代表取締役

（株式会社CF Asset Management）
代表取締役
		
（SBI Ventures Two株式会社）
代表取締役		

○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

（株式会社タイク-ン
キャピタル）
―

（株式会社CF Asset 
Management）
―
		
（SBI Ventures Two株
式会社）
―

（笠井玲央）
―

（本田貴大）
―

（上杉修平）
―

（株式会社タイ
クーンキャピタ
ル）
―

（株式会社CF 
Asset 
Management）
―
	
（SBI Ventures 
Two株式会社）
―

（笠井玲央）
―

（本田貴大）
―

（上杉修平）
―

（株式会社タイ
クーンキャピタ

ル）
1,999,500

（株式会社CF 
Asset 

Management）
10,000

		
（SBI Ventures 
Two株式会社）

10,000,000

― ― R4.3.14 ―

合同会社ＳＡＪＵＲ２ 9010403025907 関東財務局 一般社団法人Manen
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 ― ― 300,000 ― ― R3.11.12 ―

ヒューリックスタートアップ株式
会社

4010001221598 関東財務局 上杉 孝 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
大伝馬町7番3号
ヒューリック本社ビル6
階

03-5623-8176 ― ― 15,000,000 ― ― R3.10.6 ―

堺ロジスティック合同会社 7010403026213 関東財務局 GLP一般社団法人
職務執行者　帖佐　義之

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R5.1.4 ―

Japan DH4合同会社 2010403026011 関東財務局 日本GLP株式会社
職務執行者 帖佐　義之

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R5.1.4 ―

JDP4合同会社 3010403026043 関東財務局 GLPジャパンデベロップメント4
一般社団法人
職務執行者　帖佐　義之

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲八重洲セントラルタ
ワー16階

03-6897-8008 ― ― 100,000 ― ― R5.1.4 ―

Monoful Venture Partners 合同
会社

1010403026276 関東財務局 GLPインベストメント一般社団法
人
職務執行者　林口　哲也

代表社員 ○ ○ 東京都中央区八重洲
二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重
洲
八重洲セントラルタ
ワー16階

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R4.12.23 ―

ANOBAKA3号有限責任事業組
合（株式会社ANOBAKA、長野
泰和、萩谷聡）

― 関東財務局 株式会社ANOBAKA
長野　泰和

代表取締役社長 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目16番6号
二葉ビル3階

03-6161-3020 株式会社ANOBAKA
https://anobaka.jp/

― 株式会社
ANOBAKA
10,000,000

― ― R5.3.24 ―

合同会社ジーイーオー・ジャパ
ン

2010403026028 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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.10.14 ―

ＵＭＤプロジェクト合同会社 1010003035801 関東財務局 一般社団法人UMDプロジェクト
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.26 ―

合同会社東京レジデンシャル５ 8010003035241 関東財務局 一般社団法人東京レジデンシャ
ル５
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

03-3231-1993 ― 不動産の売買、
賃貸、管理、取
得、保有、処分
及び利用

400,000 ― ― R3.10.18 ―
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合同会社汐留・プロパティーズ 1010003035891 関東財務局 一般社団法人フィナンシャルソ
リューションズ
職務執行者　池田　弘毅

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区一番
町9番地8　
ノザワビル5階
ひばり会計事務所内

03-6228-0043 ― ― 100,000 ― ― R3.12.6 ―

IDS4号合同会社 8010403026328 関東財務局 中村　清誉 代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番12号
TORANOMON 
BUILDING 10階

03-6205-7031 ― ― 1,000 ― ― R4.9.16 ―

IDS5号合同会社 7010403026329 関東財務局 中村　清誉 代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番12号
TORANOMON 
BUILDING 10階

03-6205-7031 ― ― 1,000 ― ― R4.2.22 ―

NSSK役職員ジェンパー3合同会
社

6010403026370 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 ○ ○ 東京都港区愛宕二丁
目5番1号
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R3.10.20 ―

合同会社SDL 2010403026143 関東財務局 一般社団法人SDL
職務執行者　野坂　照光

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂4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 ― ― 100,000 ― ― R3.10.21 ―

GV-3 Partners 有限責任事業組
合（田島聡一、鈴木隆宏、株式
会社ジェネシア・ベンチャーズ）

― 関東財務局 株式会社ジェネシア・ベンチャー
ズ
田島　聡一

代表取締役 ○ ○ 東京都港区北青山三
丁目3番13号
共和五番館2階

090-2227-
3067

http://www.genesiave
ntures.com/

（株式会社ジェ
ネシア・ベン
チャーズ）
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

― ― R5.1.30 ―

合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ワン

9010403026368 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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R3.12.15 ―

合同会社ＤＳＢ－８ 9010003036008 関東財務局 一般社団法人ＤＳＢー８　
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 ― ― 400,000 ― ― R3.10.25 ―

合同会社西舞子ヘルスケア 6010003036035 関東財務局 一般社団法人西舞子ヘルスケア
職務執行者　小野尾　啓二

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座二
丁目10番8号
マニエラ銀座ビル４階

03-6278-8478 ― ― 100,000 ― ― R3.10.25 ―

ＳＩＭＧＡＬＬＥＹ株式会社 4010401132585 関東財務局 馬渕　明広 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂四丁
目９番１９号
赤坂ＴＯタマビル６階

080-4183-
4563

― 投資業 1,000,000 ― ― R3.10.25 ―

DBJ飲食・宿泊サポート株式会
社

1010001221155 関東財務局 松木　大 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 ― ・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
の出資及び投資
事業有限責任
組合の組成・運
営に関する業務
・経営及び財務
に関するコンサ
ルティング業務
・他の会社の株
式、社債又は持
分等に対する投
資業務

3,000,000 ― ― R3.11.1 ―
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GAインベストメント有限責任事
業組合
(GAインベストメント株式会社、
権　京鎬、奥村　功、山本　正
卓)

― 関東財務局 GAインベストメント株式会社
山本　正卓

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区西原2-
26-3
GA西原１階

03-5777-3855 http://www.global-
inv.net/

― 10,000,000
(GAインベストメ
ント株式会社）

― ― R4.8.12 ―

辻・本郷M&Aソリューション株式
会社

2010001221575 関東財務局 土橋　道章 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目7番12号 
サピアタワー18階

03-6777-0031 https://www.ht-
ma.co.jp

M&A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
企業再生に関す
るコンサルティン
グ業務
各種投資ファン
ドに関するコン
サルティング業
務
各種財団・社団
法人設立に関す
るコンサルティン
グ業務
不動産・有価証
券の保有、運用
及び投資業務
前各号に付帯ま
たは関連する一
切の業務

10,000,000 ― ― R4.6.16 ―

Iceインテグラル1株式会社 4010001217836 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 2,500,000 ― ― R4.2.21 ―

Iceインテグラル2株式会社 2010001221988 関東財務局 澄川　恭章 代表取締役 ○ ○ 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10階

03-6212-6100 ― ― 2,500,000 ― ― R4.1.7 ―

IDS6号合同会社 4010403026414 関東財務局 一般社団法人調剤薬局運営研
究会
職務執行者　薩摩　嘉則

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目1番12号
TORANOMON 
BUILDING 10階

03-6205-7031 ― ― 1,000 ― ― R4.2.4 ―

CAPITAL X株式会社 4120001235034 関東財務局 藤井　隆志 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区鍛冶
町一丁目10番4号
丸石ビルディング4階

03-6381-0761 https://www.capitalx.
co.jp/

・金融商品仲介
業

・相続及び事業
承継等に関する
コンサルティン
グ業務

・M&Aに関する
仲介、斡旋、コ
ンサルティング
及びアドバイザ
リー業務並びに
投資事業　

・ベンチャー企
業に対する投
資、融資及び経
営指導並びにそ
れらの仲介及び
斡旋

9,000,000 ― ― R5.3.29 ―

Bridge Investment合同会社 3010403025656 関東財務局 Bridge Real Estate一般社団法
人
職務執行者　鎌形　武彦

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目22番5号
新橋TSビル6階

03-6457-9755 ― ― 50,000 ― ― R3.11.5 ―

麻布台プロパティ合同会社 1010403025740 関東財務局 麻布台プロパティ一般社団法人
職務執行者　鎌形　武彦

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目22番5号
新橋TSビル6階

03-6457-9755 ― ― 50,000 ― ― R3.11.5 ―
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アルコニックスベンチャーズ株式
会社

8010001220803 関東財務局 鈴木　匠 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12階

03-3596-7451 https://www.alconixv
entures.com

― 30,000,000 ― ― R3.11.8 ―

合同会社スキマにイコイ 8010003035745 関東財務局 JAIC・キャピタル・パートナーズ
株式会社
職務執行者　八田　正史

代表社員 ○ ― 東京都千代田区九段
北三丁目2番4号
メヂカルフレンドビル2
階

03-3221-8537 ― ― 100,000 ― ― R4.8.12 ―

合同会社加須ディベロップメント 1010003036064 関東財務局 一般社団法人加須プロパティ　
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 ― ― R3.11.11 ―

合同会社オルタナ７ 2010003036063 関東財務局 一般社団法人オルナナ
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 ― ― R3.11.12 ―

合同会社Lavender 7010003036001 関東財務局 一般社団法人Lavender
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 ― ― R4.2.21 ―

合同会社ＰＳレジファンドＡ号 1010003036106 関東財務局 一般社団法人ＰＳレジファンドＡ
号ホールディングス　
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 ― ― R3.11.16 ―

TFJ5合同会社 9010003033137 関東財務局 TFJ5一般社団法人
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号
BRICK GATE京橋3階　
AOJ税理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R3.11.17 ―

Ｄホテル札幌合同会社 2010403026127 関東財務局 Ｄホテル札幌ホールディングス
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11階1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R3.11.17 ―

ＭホスピタリティＮ合同会社 5010403026058 関東財務局 ＭホールディングスＮ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11階1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R3.11.18 ―

ＭホスピタリティＲ合同会社 4010403026059 関東財務局 ＭホールディングスＲ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11階1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R3.11.18 ―

合同会社Lively 8010403025981 関東財務局 一般社団法人Lively
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 http://asa-
epn.jp/di/0014/3gm2
/

― 100,000 ― ― R5.2.28 ―

ＳＢＩ大学発ベンチャー育成支援
株式会社

6010401163595 関東財務局 後藤　健 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17階

03-6229-0127 ― ― 5,000,000 ― ― R5.1.19 ―

FoJB Partners I有限責任事業
組合（佐野恵子、永江ジェムスク
リアン）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木六
丁目2-31
六本木ヒルズノースタ
ワー17階

03-5860-2626 www.jbridge.jp ― ― ― ― R5.2.27 ―

シカゴプロパティー合同会社 8010003035407 関東財務局 シカゴホールディング１一般社団
法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R3.11.22 ―

合同会社KRF99 9010003035595 関東財務局 一般社団法人KRF99
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R3.11.22 ―

合同会社イーストタワーズ2 7010003036018 関東財務局 一般社団法人イーストタワーズ2
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 ― ― 100,000 ― ― R3.12.21 ―

オムロンベンチャーズ株式会社 3130001053452 関東財務局 井上　智子 代表取締役 ― ○ 東京都港区港南二丁
目3番13号
品川フロントビル7F

03-6718-3433 https://www.omron.c
om/omronventures/

― 490,000,000 ― ― R4.11.1 ―
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株式会社ＯＨＡＮＡＰＡＮＡ 4010401162698 関東財務局 新井　貴 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

03-6720-8375 ― ― 50,000,000 ― ― R5.2.15 ―

株式会社KTホールディングス 2010001222342 関東財務局 町田　雄己 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 ― ― 1,000,000 ― ― R3.12.21 ―

ジャパン・クラウド・コンピュー
ティング有限責任事業組合(ジャ
パン・クラウド・コンピューティン
グ株式会社、バスナヤケ・アル
ナ、福田康隆、須賀川朋美)

― 関東財務局 ジャパン・クラウド・コンピューティ
ング株式会社
バスナヤケ・アルナ

代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目7番1号
ミッドタウン・タワー18
階

03-4590-1570 https://www.japanclo
ud.co.jp/

― （ジャパン・クラ
ウド・コンピュー
ティング株式会

社）
2,750,000

― ― R4.1.17 ―

株式会社TNBI 6010401093363 関東財務局 時政　和宏 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区京橋二
丁目７番８号
FPG links KYOBASHI 
2階

03-4588-9060 ― ― 15,000,000 ― ― R5.3.17 ―

合同会社BOL1 2010403026473 関東財務局 一般社団法人BOL1
職務執行者　菅原　英樹

代表社員 ― ○ 東京都港区新橋二丁
目19番10号
新橋マリンビル8階
（ビーロット・アセットマ
ネジメント株式会社内）

03-6891-2526 ― ― 100,000 ― ― R3.12.3 ―

合同会社ＦＤ 5010003036242 関東財務局 一般社団法人Ｋｕｒｕｗａ
職務執行者　中村　武

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

03-3538-5846 ― ― 300,000 ― ― R4.4.28 ―

合同会社ハナミズキ 1010003036147 関東財務局 一般社団法人ハナミズキホール
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 ― ― R3.11.30 ―

株式会社ハウディ・インベストメ
ント

8011001143192 関東財務局 浅田　風太 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
堀留町一丁目4番2号
日本橋ノーススクエア
M2F

03-3527-2080 https://haudi-i.jp/ ― 10,000,000 ― ― R4.11.4 ―

合同会社アールイージェイホー
ルディングススリー

1010403026367 関東財務局 ジェイエルキューツー合同会社
職務執行者　木下　満

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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.28 ―

千葉道場3号有限責任事業組合
（千葉功太郎、千葉道場株式会
社、石井貴基、廣田航輝）

― 関東財務局 【千葉道場株式会社】
千葉　功太郎

【千葉道場株式会社】
代表取締役

○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
16番12号
桜丘フロントビル2階

03-6805-1700 ― 【千葉功太郎】
経営コンサルタ
ント業

【千葉道場株式
会社、石井貴
基、廣田航輝】
　―

【千葉道場株式
会社】

1,000,000

― ― R5.1.31 ―

株式会社キャプスタン・メディカ
ル

2011001071829 関東財務局 松本　壮志 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山六
丁目2番9号
KSビル10F

03-3409-0062 ― コンサルタント業 9,000,000 ― ― R3.12.6 ―

合同会社はやぶさ1号 1010003036304 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R3.12.6 ―

合同会社フリューゲル 8010003036000 関東財務局 一般社団法人マリノス
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 ― ― R3.12.7 ―

GINZA2合同会社 8010003036173 関東財務局 NIHONBASHI2一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R3.12.8 ―

合同会社Ｎｉｋｋｉ 8010003036099 関東財務局 一般社団法人Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ
職務執行者　中村　武

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

03-3538-5846 ― ― 300,000 ― ― R3.12.9 ―

https://haudi-i.jp/
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Fiducia GrowthTech有限責任事
業組合(Fiducia GrowthTech合
同会社、柴田　拓美、清水　時
彦）

― 関東財務局 （Fiducia GrowthTech合同会社）
Fiducia株式会社
職務執行者　柴田　拓美

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町8番1号
FinGATE Terrace 4階

03-5962-3811 ― （Fiducia 
GrowthTech合
同会社）
　―
（柴田　拓美、清
水　時彦）
　―

（Fiducia 
GrowthTech合

同会社）
1,000,000

― ― R3.12.9 ―

StarshotPartners合同会社 3011003013852 関東財務局 丸山　聡 代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区代々木
三丁目55番7号

050-3621-
9330

― ― 1,000,000 ― ― R4.3.28 ―

朝日メディアラボベンチャーズ２
号有限責任事業組合（朝日メ
ディアラボベンチャーズ株式会
社、野澤博、山田正美、白石健
太郎）

― 関東財務局 朝日メディアラボベンチャーズ株
式会社
野澤　博

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/

（朝日メディアラ
ボベンチャーズ
株式会社）
　投資業
（野澤博）
　―
（山田正美）
　―
（白石健太郎）
　―

（朝日メディアラ
ボベンチャーズ

株式会社）
50,000,000

― ― R5.1.30 ―

合同会社ＦＫ 7010003036331 関東財務局 一般社団法人ＦＫ
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 ― ― R3.12.10 ―

Ｚエナジー株式会社 3010001220907 関東財務局 安岡　克己 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区一番
町4番地4
THE CROSS一番町7
階

03-6555-4190 https://zet.energy/ ― 100,000,000 ― ― R5.1.17 ―

合同会社Ｆｉｒｅ　Ｂａｌｌ 4010403026505 関東財務局 一般社団法人Ａｂｕｚｕｒｉ
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 ― ― 300,000 ― ― R5.3.30 ―

SFG合同会社 1010403026581 関東財務局 古後　淳 代表社員 ○ ○ 東京都港区北青山2丁
目12番8号
BIZ SMART青山3階　
320号室

03-6868-5160 ― ― 8,000,000 ― ― R3.12.14 ―

ジェイ・オー・アイ合同会社 4010403026190 関東財務局  ジェイ・オー・アイ一般社団法人
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 ― ― R3.12.15 ―

カド・インベストメント合同会社 3011003013555 関東財務局 カド・キャピタル・マネジメント株
式会社
職務執行者　釜野　昌代

代表社員 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂1
丁目12番1号
渋谷マークシティW22
階

03-4360-5708 ― ― 1,000,000 ― ― R4.11.4 ―

オオテマチプロパティーズ合同
会社

9010003036131 関東財務局 オオテマチ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
日本橋一丁目三井ビ
ルディング13階

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ― R3.12.16 ―

ANRI-GREEN1有限責任事業組
合（鮫島昌弘、佐俣安理、河野
純一郎、ANRI株式会社）

― 関東財務局 【ANRI株式会社】
佐俣　安理

代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木6丁
目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F

03-4500-8953 【ANRI株式会社】
http://anri.vc/

― 【ANRI株式会
社】

10,000

― ― R5.2.17 ―

アイ・エル・シー株式会社 5010001223123 関東財務局 石坂　弘紀 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区麹町
四丁目5番21号
紀尾井町PREX3階

03-6868-7711 ― 投資業 1,000,000 ― ― R5.1.27 ―

RheosCP1号GP有限責任事業
組合（レオス・キャピタルパート
ナーズ株式会社、淡路努、關悠
樹、戸田東宗、北村将志（竹山
将志））

― 関東財務局 レオス・キャピタルパートナーズ
株式会社
淡路　努

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番１号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内
27F

050-3160-
7227

― レオス・キャピタ
ルパートナーズ
株式会社（ー）、
淡路努（雑貨等
製作・講習）、關
悠樹（ー）、戸田
東宗（不動産賃
貸）、北村将志
（ー）

（レオス・キャピ
タルパートナー

ズ株式会社）
70,000,000

― ― R5.1.31 ―
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Angel Bridge Unicorn Fund 2号
有限責任事業組合（Angel 
Bridge Unicorn Fund 2号株式会
社、河西　佑太郎、林正栄、八
尾凌介、野末晋平、小林智裕）

― 関東財務局 Angel Bridge Unicorn Fund 2号
株式会社
河西　佑太郎

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目17番4号
笠松千代田ビル101号
室

03-6265-4844 （Angel Bridge 
Unicorn Fund 2号株
式会社、河西　佑太
郎、林　正栄、八尾凌
介、野末晋平、小林
智裕）
　―

（Angel Bridge 
Unicorn Fund 2
号株式会社、河
西　佑太郎、林　
正栄、八尾凌
介、野末晋平、
小林智裕）
　―

（Angel Bridge 
Unicorn Fund 2

号株式会社）
500,000

― ― R5.2.20 ―

Global Patent Research合同会
社

3010403026613 関東財務局 一般社団法人 Global Patent 
Research
職務執行者　井出　清彦

代表社員 ○ ― 東京都港区西新橋三
丁目5番2号

080-3454-
6592

― 知的財産権を利
用した事業に関
する助言及びコ
ンサルティング

10,000 ― ― R3.12.23 ―

新生CS有限責任事業組合（新
生TC株式会社、松原一平、山
田和孝）

― 関東財務局 （新生TC株式会社）
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
11階

050-3509-
1192

― （新生TC株式会
社）
経営コンサル
ティング業務

（新生TC株式
会社）

100,000

― ― R5.1.26 ―

トラスティーズ・アドバイザリー株
式会社

5010001133025 関東財務局 寺田 芳彦 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町2丁目11番1号
山王パークタワー5階

03-3596-0520 http://www.trustees.j
p/

M&Aアドバイザ
リー業務
株価評価業務
不動産投資アド
バイス業務
資産運用法人ア
ドバイス業務

30,000,000 ― ― R3.12.23 ―

みなと合同会社 3010403026497 関東財務局 みなとホールディングス一般社
団法人
職務執行者　金谷 正文

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11階1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R3.12.24 ―

ＳＯＭファンド合同会社 1010003036527 関東財務局 三幸オフィスマネジメント株式会
社
職務執行者　大石　卓司

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目６番１号
銀座三和ビル7階

03-3564-8072 ― ― 1,000,000 ― ― R4.2.15 ―

合同会社KCR1 1010003035553 関東財務局 一般社団法人KCR1
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_161

― 100,000 ― ― R4.6.23 ―

グロービス7号ファンド有限責任
事業組合（グロービス・キャピタ
ル・パートナーズ株式会社、堀　
義人、今野　穣、髙宮　慎一、福
島　智史、湯浅　エムレ秀和）

― 関東財務局 グロービス・キャピタル・パート
ナーズ株式会社
堀　義人

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区二番
町5番地1
住友不動産麹町ビル9
階

03-5275-3939 （グロ-ビス・キャピタ
ル・パ-トナ-ズ株式会
社）

http://www.globiscapi
tal.co.jp/

（グロービス・
キャピタル・パー
トナーズ株式会
社）

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
3.投資業

（グロービス・
キャピタル・

パートナーズ株
式会社）

10,000,000

― ― R5.1.25 ―

合同会社RF5 2010003036451 関東財務局 一般社団法人RF5
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5階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.1.7 ―

有限会社トリオワークス 7010902021268 関東財務局 山本　修 代表取締役 ○ ― 東京都世田谷区弦巻
二丁目33番20
世田谷弦巻ハイム210
号

03-5477-8638 ― 投資コンサル
ティング業

43,000,000 ― ― R4.1.11 ―

合同会社ハーブス 8010403026583 関東財務局 一般社団法人ハーブス
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R4.1.11 ―

ＰＯＤキャピタル株式会社 8010401164716 関東財務局 松本　勇二 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目4番5号
ｱｰｸﾋﾙｽﾞｻｳｽﾀﾜｰ16階

080-1342-
1507

― ― 10,000 ― ― R4.8.9 ―

ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ２号合同会社 9010403026269 関東財務局 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ株式会社
職務執行者　宮宗　孝光

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー15階

050-3188-
9429

https://www.dimensio
nfund.co.jp/

― 1,000,000 ― ― R5.1.18 ―
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株式会社NSSK-VV 7010401161086 関東財務局 秋山　翔平 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17階

03-5401-5600 ― ― 50,000 ― ― R4.1.13 ―

合同会社絆１ 8010003036677 関東財務局 一般社団法人ＩＥＳ２
職務執行者　糸井　健太

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 ― ― R4.1.13 ―

勝どきビルマネジメント合同会社 6010003031754 関東財務局 勝どきビルマネジメント一般社団
法人
職務執行者　菊池　省吾

代表社員 ― ○ 東京都中央区新川二
丁目27番1号
東京住友ツインビル
ディング東館21階

03-3537-8041 ― ― 100,000 ― ― R4.4.15 ―

株式会社HYPERITHM 8010001189312 関東財務局 李　沅俊 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4階　
FINOLAB内

03-6823-0789 https://hyperithm.jp 自己勘定取引、
暗号資産レン
ディングサービ
ス、有料職業紹
介事業

349,986,683 ― ― R4.7.12 ―

Koi Investment合同会社 9010403026871 関東財務局 Koi一般社団法人
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-356-5065 ― ― 10,000 ― ― R4.1.14 ―

ペリカン２合同会社 3010003034925 関東財務局 ペリカン２一般社団法人
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 ― ― R4.1.17 ―

宮益坂上プロパティーズ合同会
社

9010003036635 関東財務局 ＳＶＵＰ１号一般社団法人
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 ― ― R4.1.17 ―

新生G有限責任事業組合（新生
TC株式会社、松原一平、山田
和孝）

― 関東財務局 （新生TC株式会社）
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
11階

050-3509-
1192

― （新生TC株式会
社）
経営コンサル
ティング業務

（新生TC株式
会社）

100,000

― ― R5.1.26 ―

合同会社オルタナ８ 7010003036257 関東財務局 一般社団法人オルハチ
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 ― ― R4.1.19 ―

株式会社ココナラスキルパート
ナーズ

5011001145019 関東財務局 南 章行 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
20番1号
渋谷インフォスタワー6
階

03-6417-3390 ― ― 10,000,000 ― ― R4.5.9 ―

JPインベストメント地域・インパ
クト合同会社

3010003036723 関東財務局 JPインベストメント株式会社
職務執行者　水上　圭

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目3番1号
大手町プレイス　ウエ
ストタワー24階

03-6457-9881 ― ― 1,000,000 ― ― R4.1.20 ―

イグニション・ポイントベンチャー
パートナーズ株式会社

3011001143197 関東財務局 田代　友樹 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区東一丁
目32番12号
渋谷プロパティータ
ワー8F

03-6434-1412 ― ― 2,000,000 ― ― R5.1.25 ―

株式会社Gunosy Capital 8011001143498 関東財務局 間庭　裕喜 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目24番12号
渋谷スクランブルスク
エア39階

050-1748-
5946

― ― 5,000,000 ― ― R4.1.24 ―

合同会社ＳＡ　ＰＲＯＰＥＲＴＹ８ 6010003035879 関東財務局 一般社団法人ＳＡ　ＰＲＯＰＥＲＴ
Ｙ８
職務執行者　中村　武

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

03-3538-5846 ― ― 300,000 ― ― R4.1.26 ―

合同会社S2W11 2010403026911 関東財務局 一般社団法人　S2W11
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 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理
債権の取得、保
有及び処分

100,000 ― ― R4.1.27 ―
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合同会社ＣＢ１ 1010003036725 関東財務局 一般社団法人ＣＢ１
職務執行者　成願　隆史

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋一
丁目14番9号
依田忠ビル5階
株式会社えいえん堂
内

03-5579-9121 ― ― 100,000 ― ― R4.1.27 ―

合同会社りょうぜん開発 1010003033953 関東財務局 一般社団法人りょうぜん開発
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.1.28 ―

株式会社ＬＡホールディングス 1010401153766 関東財務局 脇田　栄一 代表取締役 ○ ○ 東京都港区海岸1丁目
9番18号
国際浜松町ビル7階

03-5405-7350 https://lahd.co.jp/ 新築不動産販
売事業、再生不
動産販売事業、
不動産賃貸事
業を営むグルー
プ会社の経営管
理及びそれに附
帯する業務

288,332,950
（2022.1.1現在）

― ― R4.1.31 ―

株式会社ケップルキャピタル 6011001145018 関東財務局 神先　孝裕 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
１－２１－１
ＳＨＩＢＵＹＡ－ＳＯＬＡＳ
ＴＡ３Ｆ

03-6820-2894 ― ― 10,000,000 ― ― R4.12.19 ―

小平インターナショナル合同会
社

4010403026240 関東財務局 小平インターナショナル一般社
団法人
職務執行者 鎌形　武彦

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目22番5号
新橋TSビル6階

03-6457-9755 ― ― 100,000 ― ― R4.2.2 ―

合同会社GI-1stfund 7010003036802 関東財務局 Growthix Investment株式会社
職務執行者　河本　和真

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町22番6号
東京セントラルプレイ
ス5階・6階

03-5651-7778 https://growthix-
investment.com/

― 1,000,000 ― ― R4.2.3 ―

HERO Impact Capital有限責任
事業組合（渡邊拓、一般財団法
人 ZERO Foundation、株式会社
HERO）

― 関東財務局 一般財団法人 ZERO Foundation
渡邊 拓

株式会社 HERO
渡邊 拓

代表理事

代表取締役

○ ○ 東京都港区麻布十番
２丁目１２番４号
AZABU PARKHAUS ６
０１

090-5250-
1214

― （渡邊拓）
若手経営者・ス
タートアップ向け
のコンサルティ
ング支援事業

（一般財団法人 
ZERO 
Foundation）
次世代研究者
への奨学金の
支援等

（株式会社
HERO)
インキュベーショ
ン事業及び各種
イベントの企画、
広告及び開催等

（一般財団法人 
ZERO 

Foundation）
3,000,000

（株式会社
HERO）
500,000

― ― R5.2.13 ―

ボストンプロパティー合同会社 7010003035234 関東財務局 ボストンホールディング１一般社
団法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス
丸の内14階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.2.7 ―

グローバルグロースホールディ
ングス合同会社

6010403026395 関東財務局 ブロードストリートインベストメン
ツジャパン合同会社
職務執行者　木下 満

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
47階

03-6439-0010 ― ― 1,000,000 ― ― R4.2.9 ―

クレジット・ギャランティ６号合同
会社

7010003036793 関東財務局 クレジット・ギャランティ６号一般
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
田中ビル５階
あすな会計事務所内

03-5577-5047 ― ― 10,000 ― ― R4.2.10 ―

合同会社オルタナ９ 6010003036373 関東財務局 一般社団法人オルキュウ
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 ― ― R4.2.10 ―
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ALPHA Capital合同会社 6010003030987 関東財務局 一般社団法人ALPHA
職務執行者　田中　稔

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
兜町５番１号
兜町第１平和ビル７階　
レコルテ内

03-6810-8303 ― 財務コンサル
ティング、金融
法人に対する商
品設計支援業
務、事務代行業
務等

500,000 ― ― R4.2.10 ―

合同会社LOGI FLAG3号 1010003036188 関東財務局 一般社団法人LOGI FLAG
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R4.2.10 ―

合同会社Ksar 5010403026388 関東財務局 一般社団法人Kaei
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 ― ― 300,000 ― ― R4.2.14 ―

ライトアップベンチャーズ有限責
任事業組合（ライトアップベン
チャーズ株式会社、中村忠嗣）

― 関東財務局 ライトアップベンチャーズ株式会
社
中村　忠嗣

代表取締役 ○ ○ 東京都目黒区五本木
二丁目28番1号

080-5352-
5543

― ― （ライトアップベ
ンチャーズ株式

会社）
5,000,000

― ― R4.3.23 ―

合同会社OCPF１号 9010003036932 関東財務局 一般社団法人OCPF
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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R4.2.15 ―

合同会社LOGI FLAG4号 8010003036594 関東財務局 一般社団法人LOGI FLAG
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R4.2.15 ―

合同会社G１プロジェクト 6010403025819 関東財務局 一般社団法人G1プロジェクト
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座一
丁目9番13号
プライム銀座柳通りビ
ル7階
ロードスターインベスト
メント株式会社内

03-6630-4899 ― ― 10,000 ― ― R4.12.2 ―

PJMF Investments合同会社 1010403025823 関東財務局 PJMF Investments一般社団法
人
職務執行者　菊地　耕平

代表社員 ― ○ 東京都千代田区永田
町2-14-2
山王グランドビル2F 
エタニティ・パートナー
ズ会計株式会社内

03-6205-8991 ― ― 100,000 ― ― R4.2.17 ―

合同会社SA PROPERTY4 9010403024537 関東財務局 一般社団法人SA PROPERTY4
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２Ｆ

03-3433-6433 ― ― 300,000 ― ― R4.2.18 ―

合同会社ＦＳ２ 6010003036803 関東財務局 一般社団法人ＦＳ２
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号
BRICK GATE 京橋3階
AOJ税理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R4.2.18 ―

合同会社SCリテールインベスト
メント

9010003036882 関東財務局 一般社団法人SCリテールインベ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_154

― 300,000 ― ― R4.2.18 ―

合同会社尾張２ 8010003036883 関東財務局 一般社団法人尾張１
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 ― ― 100,000 ― ― R4.2.21 ―

アクシル・キャピタル・パートナー
ズ2号有限責任事業組合（フレ
デリック・シェーン、五内川　拡
史）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目11番4号
日土地西新橋ビル7F

03-3527-2212 ― フレデリック・
シェーン
アクシル・キャピ
タル・アドバイ
ザーズ株式会社
（産業・技術に関
する受託調査業
務）代表取締役

五内川　拡史
株式会社ユニ
ファイ・リサーチ
（経営コンサル
ティング・産学連
携支援業務）代
表取締役社長

― ― ― R4.11.21 ―
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合同会社ＪＲＷＤファンド京都宇
治

1010003036700 関東財務局 一般社団法人かわせみ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_152

― 100,000 ― ― R4.2.21 ―

合同会社Comrade 5010403026792 関東財務局 一般社団法人Ansei
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 ― ― 300,000 ― ― R4.2.21 ―

グローバル・インフラ・マネジメン
ト株式会社

2010001182594 関東財務局 土田 博志 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区永田
町二丁目１４番３号
東急不動産赤坂ビル5
階

03-6550-8916 https://www.gimc.jp/ 1.地域開発、都
市開発、海洋開
発、資源開発、
エネルギー開
発、環境整備に
関する事業なら
びにこれらに関
する請負、企
画、設計、監
理、施工、運営
およびコンサル
ティング
2.道路、鉄道、
港湾、空港、水
道、下水道等の
公共施設、庁
舎、宿舎等の公
用施設、教育文
化施設、医療施
設、社会福祉施
設、更生保護施
設、駐車場等の
公益的施設、情
報通信施設、熱
供給施設、新エ
ネルギー施設、
観光施設等の
公共施設等およ
びこれらに準ず
る施設等の企

100,000,000 ― ― R4.7.8 ―

株式会社ソウデンコー 4010001200940 関東財務局 櫛󠄁田　章博 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目1番1号
大手町野村ビル20階

03-6262-7033 http://www.sawdenco
.com/

電力販売業、中
古キュービクル
買取り業

20,000,000 ― ― R4.2.22 ―

インベストメントZ株式会社 1010001206544 関東財務局 粟国　正樹 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R4.2.25 ―

合同会社パレス 3010403027000 関東財務局 一般社団法人パレス
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R4.2.28 ―

合同会社ＪＲＷＥＳＴファンド第２
号

2010003036773 関東財務局 一般社団法人銀河第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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_153

― 100,000 ― ― R4.2.28 ―

合同会社サンシャイン４ 2010003036947 関東財務局 一般社団法人ストーンプロモ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_155

― 200,000 ― ― R4.3.3 ―

合同会社温泉旅館２号 3010403027165 関東財務局 一般社団法人温泉旅館２号
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
ｵｰｸﾗﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾀﾜｰ10
階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.3.4 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

SV4有限責任事業組合（木下慶
彦、スカイランドベンチャーズ株
式会社、西木隆、袁小航）

― 関東財務局 スカイランドベンチャーズ株式会
社
木下 慶彦

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
16番13号
桜丘フロントビルⅡ5階

070-9056-
4340

（スカイランドベンチャ
-ズ株式会社）
https://skyland.vc/

（スカイランドベ
ンチャーズ株式
会社）
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

（木下慶彦）
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

（西木隆、袁小
航）
なし

（スカイランドベ
ンチャーズ株式

会社）
1,000,000

― ― R5.3.20 ―

スター合同会社 1010403026433 関東財務局 ESR不動産開発株式会社
職務執行者 藍原　博也

代表社員 ○ ○ 東京都港区浜松町一
丁目２０番１０号
ライオネス浜松町５０６
号室

03-6452-9905 ― ― 100,000 ― ― R4.3.7 ―

合同会社福島トランジション 2010003037029 関東財務局 一般社団法人福島トランジション　
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 ― ― R4.3.7 ―

中島　徹也 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂9-7-2 
ミッドタウン・イースト6F

03-6721-7790 ― ― ― ― ― R4.3.7 ―

合同会社オルタナ１０ 1010003036790 関東財務局 一般社団法人オルジュ
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 ― ― R4.3.8 ―

MCPM5株式会社 6010001223650 関東財務局 宮崎　直 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3階

03-3218-3766 ― ― 500,000 ― ― R5.2.3 ―

Shijo.1合同会社 5010403024854 関東財務局 Shijo.1一般社団法人
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　
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 ― ― 100,000 ― ― R4.3.8 ―

未来創造キャピタル株式会社 5010401165881 関東財務局 竹内　信房 代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目2番6号
みずほリースビル10階

03-5253-6686 ― ― 15,000,000 ― ― R4.3.8 ―

JANG SEHONG（張 世鴻） ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂9-7-2 
ミッドタウン・イースト6F

03-6721-7790 ― ― ― ― ― R4.3.9 ―

山上 愼太郎 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区赤坂9-7-2 
ミッドタウン・イースト6F

03-6721-7790 ― ― ― ― ― R4.3.9 ―

合同会社KSLF11 8010003036082 関東財務局 一般社団法人KSLF11
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.3.9 ―

村上　寛 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

合同会社ＯＷ２ 6010003037108 関東財務局 一般社団法人ＯＷ２
職務執行者　村田　洋子

代表社員 ― ○ 東京都港区新橋二丁
目19番10号
新橋マリンビル8階
（ビーロット・アセットマ
ネジメント株式会社内）

03-6891-2526 ― 不動産の保有、
賃貸及び管理

100,000 ― ― R4.3.11 ―
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合同会社ツルヤチョウ 7010403026964 関東財務局 ツルヤチョウ・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 ― ― R4.3.11 ―

ALJ Office Kodenma合同会社 8010003036909 関東財務局 ALJ Office Kodenma一般社団法
人
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
いちご神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

03-3292-4444 ― ― 100,000 ― ― R4.3.11 ―

M-SMYインベストメント合同会
社

4010003037043 関東財務局 MーSMY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
日本橋一丁目三井ビ
ルディング13階

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ― R4.3.11 ―

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式
会社

5010001195354 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6695-8274 https://www.smfl-
mp.co.jp/

― ― ○ ― R4.8.5 ―

合同会社はまぐりＯＮＥ 4010003037019 関東財務局 一般社団法人はまぐりＯＮＥ
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 ― ― R4.3.15 ―

合同会社ＫＡＩＤＡＮ 5010003037125 関東財務局 一般社団法人エスカリエ
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_156

― 100,000 ― ― R4.3.15 ―

福井　俊平 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区麻布十番2
−8−10
麻布松屋ビル4F

080-4122-
2348

― アーキタイプベ
ンチャーズ株式
会社　代表取締
役

― ― ― R4.3.16 ―

中嶋　淳 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区麻布十番2
−8−10
麻布松屋ビル4F

080-5433-
2657

― アーキタイプ株
式会社　代表取
締役・アーキタイ
プベンチャーズ
株式会社　代表
取締役

― ― ― R4.3.16 ―

株式会社ＭＡＰＰＡ 8011301017765 関東財務局 大塚　学 代表取締役 ○ ― 東京都杉並区天沼二
丁目3番9号
朝日生命杉並ビル9階

03-6383-5344 http://www.mappa.co.
jp/

アニメーション及
びコンピュータグ
ラフィックス・イラ
ストレーション・
デジタル映像の
企画、製作、プ
ロデュース、制
作、輸出入、販
売、著作権管理
及び興行　ほか

1,000,000 ― ― R4.3.16 ―

株式会社ゴールドウインベン
チャーパートナーズ

9011001146145 関東財務局 金田　武朗 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区東1丁目
32-12
渋谷プロパティータ
ワー1F

03-3481-7201 ― 経営コンサル
ティング業

30,000,000 ― ― R4.3.16 ―

Sunny Side Venture Partners有
限責任事業組合（株式会社ケッ
プルキャピタル、才木貞治）

― 関東財務局 株式会社ケップルキャピタル
神先　孝裕

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区道玄坂
１－２１－１
ＳＨＩＢＵＹＡ－ＳＯＬＡＳ
ＴＡ３Ｆ

03-6820-2894 ― ― （株式会社ケッ
プルキャピタ

ル）
10,000,000

― ― R4.6.27 ―

MRM合同会社 8010403025833 関東財務局 ＭＲＭ一般社団法人
職務執行者　山本　俊祐

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
41階

03-6773-7081 ― ― 100,000 ― ― R4.9.21 ―

合同会社芦ノ湖 2010003037012 関東財務局 一般社団法人芦ノ湖
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.3.22 ―

合同会社KHF8 9010003036692 関東財務局 一般社団法人KHF8
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.3.22 ―
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合同会社シェアカワサキ 2010003037177 関東財務局 一般社団法人シェアカワサキ
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30階
霞ヶ関国際会計事務
所内

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.3.23 ―

AZF恵比寿LLP有限責任事業組
合（自然キャピタル合同会社、
今井松兼、ビベンズ マーク スタ
ンドリ、山内陽子）

― 関東財務局 自然キャピタル合同会社
今井　松兼

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門1丁
目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー15F

03-4400-2680 https://shizen.vc/#/ 自然キャピタル
合同会社
（―）

ビベンズ　マー
ク　スタンドリ
他社のアドバイ
ザー及び取締役
としての業務

今井　松兼
他社のアドバイ
ザー及び取締役
としての業務

山内　陽子
（―）

自然キャピタル
合同会社
5,020,000

― ― R4.3.23 ―

AZF大黒LLP有限責任事業組合
（自然キャピタル合同会社、今
井松兼、ビベンズ マーク スタン
ドリ、ジェリック アドリアン、ビトン 
ステファン）

― 関東財務局 自然キャピタル合同会社
今井　松兼

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門1丁
目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー15F

03-4400-2680 https://shizen.vc/#/ 自然キャピタル
合同会社
(―)

ビベンズ　マー
ク　スタンドリ
他社のアドバイ
ザー及び取締役
としての業務

今井　松兼
他社のアドバイ
ザー及び取締役
としての業務

ジェリック アドリ
アン
他社のアドバイ
ザー及び取締役
としての業務

ビトン ステファン
他社のアドバイ
ザー及び取締役
としての業務

自然キャピタル
合同会社
5,020,000

― ― R4.3.23 ―

JPインベストメント2号合同会社 3010003037242 関東財務局 JPインベストメント株式会社
職務執行者　古宮　博幸

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区大手
町二丁目3番1号
大手町プレイス　ウエ
ストタワー24階

03-6457-9881 ― ― 1,000,000 ― ― R4.3.23 ―

ＫＸ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 3010001223843 関東財務局 井ノ浦　克哉 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内3-1-1
国際ビル2階

03-5962-9886 ― ― 1,000,000 ― ― R4.3.23 ―

天神一丁目761プロジェクト合同
会社

8290003012262 関東財務局 一般社団法人福博であい通りビ
ルディング
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.3.24 ―
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KxShare1号有限責任事業組合
(KxShare株式会社、渡辺克真、
川合直也、磯野直紀)

― 関東財務局 (KxShare株式会社)
渡辺　克真

代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝4丁目9
番9
ワコー三田マンション
304

03-6770-0769 (KxShare株式会社)
https://www.kxshare-
capital.com

(KxShare株式会
社)
ネットコンテンツ
の制作、配信。
情報分析、処
理、提供サービ
ス。

(渡辺克真)
該当なし、

(川合直也)
該当なし、

(磯野直紀)
該当なし

(KxShare株式
会社)

1,000,000

― ― R4.3.25 ―

HAKOBUNE1号有限責任事業
組合（栗島祐介、木村正博、合
同会社COLO及びHAKOBUNE
株式会社）

― 関東財務局 合同会社COLO
栗島　祐介

HAKOBUNE株式会社
木村　正博

代表社員

代表取締役

○ ○ 東京都中央区日本橋
富沢町9-4
日本橋富沢町ビル 
701号室

080-3697-
9148

https://coloholdings.s
tudio.site/

― 合同会社
COLO

100,000

HAKOBUNE株
式会社
200,000

― ― R5.3.15 ―

水仙合同会社 9010403025832 関東財務局 水仙一般社団法人
職務執行者　目黒 正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階　
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.3.30 ―

小松　百合弥 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

浅賀　克明 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

島　千洋 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

佐藤　亮 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

小森　茂明 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

西川　怜 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―
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大橋　彩夏 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区六本木６
丁目２番３１号
六本木ヒルズノースタ
ワー１６階
（ＩＡパートナーズ株式
会社内）

03-6831-9260 ― ― ― ― ― R4.12.5 ―

B&Mアセットマネジメント合同会
社

8010403027219 関東財務局 ブローン・キャピタル・マネージメ
ント（シンガポール）ピーティー
イーリミテッド
職務執行者　スコット・ラインハ
ルト

代表社員 ○ ○ 東京都港区白金台三
丁目10番10号

050-5532-
9912

https://www.brawnca
pital.com/

― 5,000,000 ― ― R4.12.2 ―

日本産業第６号ＧＰ株式会社 6010001224871 関東財務局 馬上　英実 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

03-6266-5781 ― 経営一般に関す
るコンサルティン
グ業務

25,000,000 ― ― R5.2.20 ―

株式会社ライフシオン 9010601060342 関東財務局 我妻　佳祐 代表取締役 ○ ― 東京都中央区日本橋
富沢町4-10
京成日本橋富沢町ビ
ル2F-20

050-3395-
1981

http://lifesion.co.jp ― 1,500,000 ― ― R4.4.5 ―

霞ヶ関キャピタル株式会社 3370103000741 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-5510-7651 https://Kasumigaseki.
co.jp/

― ― ○ ― R5.3.28 ―

ジェネシスワン合同会社 8010003037394 関東財務局 ジェネシスワン一般社団法人
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 ― ― R4.5.26 ―

ＩＡパートナーズ有限責任事業組
合　組合員　ＩＡパートナーズ株
式会社

― 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6831-9260 http://iapartners.jp/ ― ― ○ ― R4.12.1 ―

合同会社ＤＡヘルスケア１０ 6010403026313 関東財務局 一般社団法人ＤＡヘルスケア７
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
イドビル11階1112号

03-3560-1115 ― 不動産の売買、
保有、賃貸及び
管理

200,000 ― ― R4.4.15 ―

合同会社ヘルスケアアセット・
ベータ

3010003037333 関東財務局 一般社団法人あかり
職務執行者　山本　顕三

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区平河
町二丁目4番5号
平河町Ｋビル7階

03-6261-3191 ― ― 100,000 ― ― R4.4.18 ―

ＤＳＡ　Ｉ合同会社 4010003037241 関東財務局 ＤＳＡ　Ｉ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 ― ― 100,000 ― ― R4.4.21 ―

合同会社Ｖ麹町 3010403019674 関東財務局 一般社団法人ＴＳＭ１４５　
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 ― ― R4.4.22 ―

ANRI5有限責任事業組合（佐俣
安理、河野純一郎、鮫島昌弘、
ANRI株式会社）

― 関東財務局 【ANRI株式会社】
佐俣　安理

代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木6丁
目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F

03-4500-8953 【ANRI株式会社】
http://anri.vc/

― 【ANRI株式会
社】

10,000

― ― R5.2.17 ―

トラックリーシング株式会社 3010001225856 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7階

03-6205-4414 ― ― 1,000,000 ― ― R4.4.25 ―

株式会社ゼロワンブースター
キャピタル

6010001225440 関東財務局 鈴木　規文 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区有楽
町1-12-1
新有楽町ビル10階

03-6823-3010 https://01booster.co.j
p/company

― 10,000,000 ― ― R4.4.26 ―

SDFキャピタル株式会社 5011001144094 関東財務局 福田　拓実 代表取締役社長 ○ ○ 東京都品川区上大崎
二丁目25-2
新目黒東急ビル9階
（株式会社WARC内）

03-6417-9772 ― ― 2,500,000 ― ― R4.11.28 ―

株式会社ロッテベンチャーズ・
ジャパン

8011101098089 関東財務局 澤田　貴司 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区西新宿
三丁目２０番１号
ロッテ本社ビル11階

03-5388-5710 http://lotte-vc.co.jp/ ・有価証券の取
得、保有および
売買
・経営に関する
コンサルティン
グ

50,000,000 ― ― R4.4.28 ―

http://iapartners.jp/
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山本　洋介 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都中央区築地一
丁目12番22号
コンワビル4階
ユニバーサルマテリア
ルズインキュベーター
株式会社内

03-5148-5241 ― ― ― ― ― R5.1.31 ―

Lifestyle 1合同会社 8010403027177 関東財務局 Lifestyle 1b一般社団法人
職務執行者 島添　浩

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

03-6229-8221 ― ― 100,000 ― ― R4.5.9 ―

Lifestyle 2合同会社 7010403027178 関東財務局 Lifestyle 1b一般社団法人
職務執行者 島添　浩

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

03-6229-8221 ― ― 100,000 ― ― R4.5.9 ―

合同会社石垣真栄里ホテルプロ
ジェクト

8010003037114 関東財務局 一般社団法人石垣真栄里ホテ
ルプロジェクト
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R4.5.11 ―

晴海プロパティー合同会社 7010003036273 関東財務局 晴海ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　吉岡　淳

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.5.12 ―

茨木松下２合同会社 2010003037508 関東財務局 一般社団法人ふたわ
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号
ロックビレイビル8階　
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R4.5.12 ―

Dawn Capital有限責任事業組合
（株式会社Akatsuki Ventures、
石倉壱彦）

― 関東財務局 株式会社Akatsuki Ventures
石倉 壱彦

代表取締役 ○ ○ 東京都品川区上大崎
2-13-30
oak meguro 8階

03-5422-7758 https://dawn-
capital.vc/

（株式会社
Akatsuki 
Ventures）経営
コンサルティン
グ、M&Aに関す
る指導・仲介、イ
ベントや講演会
などの企画運営
（石倉壱彦）無し

（株式会社
Akatsuki 

Ventures）
50,000,000

― ― R4.5.12 ―

TK有限責任事業組合（新生TC
株式会社、松原一平、山田和
孝）

― 関東財務局 新生TC株式会社
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
11階

050-3509-
1192

― （新生TC株式会
社）
経営コンサル
ティング業務

（新生TC株式
会社）

100,000

― ― R5.1.26 ―

合同会社オルタナ１２ 9010003037294 関東財務局 一般社団法人ジャングル
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 ― ― R4.5.16 ―

UBV-Ⅱ有限責任事業組合（株
式会社UB Ventures、岩澤脩、
頼嘉満）

― 関東財務局 株式会社UB Ventures
岩澤 脩

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1、2階

070-4573-
1091

【株式会社UB 
Ventures】
―

【株式会社UB 
Ventures】
―
【岩澤 脩】
―
【頼 嘉満】
―

【株式会社UB 
Ventures】
35,000,000

― ― R5.1.26 ―

和田倉地所合同会社 2010003037350 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　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 ― ― 100,000 ― ― R4.5.17 ―
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UT創業者の会有限責任事業組
合(スター・マイカ・ホールディン
グス株式会社、gooddaysホール
ディングス株式会社、株式会社
エルテス及びスローガン株式会
社)

― 関東財務局 スター・マイカ・ホールディングス
株式会社
水永　政志

gooddaysホールディングス株式
会社
小倉　博

株式会社エルテス
菅原　貴弘

スローガン株式会社
伊藤　豊

代表取締役 ○ ○ 東京都港区新橋二丁
目5番2号
堀ビル501号室

03-5781-9070 (スタ-・マイカ・ホ-ル
ディングス株式会社)
https://www.starmica
-holdings.co.jp/

(gooddaysホ-ルディン
グス株式会社)
https://gooddays.jp/

(株式会社エルテス)
https://eltes.co.jp/

(スロ-ガン株式会社)
https://www.slogan.jp
/

(スター・マイカ・
ホールディング
ス株式会社)
グループ全体の
事業戦略策定、
経営管理

(gooddaysホー
ルディングス株
式会社)
グループ会社の
経営管理、事務
受託等

(株式会社エル
テス)
リスク検知に特
化したビッグ
データ解析によ
るソリューション
の提供

(スローガン株式
会社)
新産業領域へ
の人材支援を中
心とする各種
サービス提供

(スター・マイカ・
ホールディング

ス株式会社)
481,942,971

(gooddaysホー
ルディングス株

式会社)
190,662,500

(株式会社エル
テス)

814,981,440

(スローガン株
式会社)

503,102,100

― ― R4.5.19 ―

メラシス合同会社 1010003037558 関東財務局 一般社団法人メラシス
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 ― ― 100,000 ― ― R4.5.23 ―

AirTrunk Japan Holding4合同会
社

8011003014094 関東財務局 一般社団法人ATJ4
職務執行者　鳥羽　史郎

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区円山町3
番6号
E・スペースタワー　11
階

03-4405-7288 ― ― 1 ― ― R5.1.18 ―

LAUNCHPAD FUND2株式会社 1010401166768 関東財務局 川村　達也 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
六丁目12番18号
The Iceberg 5F

050-3692-
4021

― ― 50,000 ― ― R5.3.27 ―

STATION Ai １号有限責任事業
組合（株式会社ディープコア、
STATION Ai株式会社）

― 関東財務局 株式会社ディープコア
仁木　勝雅

STATION Ai株式会社
佐橋　宏隆

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都文京区本郷四
丁目１番４号
Design Place α 4階

070-1488-
0414

https://deepcore.jp/

https://statioai.co.jp/

インキュベーショ
ン事業

経営指導及びコ
ンサルティング
業務

120,000,000

50,000,000

― ― R5.1.17 ―

恵比寿東口合同会社 3010003037688 関東財務局 ＳＶＵＰ１号一般社団法人
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 ― ― R4.5.27 ―

リキッドキャピタル合同会社 3010403027438 関東財務局 GLOBAL FRONT INVESTMENT
株式会社
職務執行者　高橋　良巳

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂7丁目
6番43号
プラネット赤坂301号室

080-1955-
2304

― ― 100,000 ― ― R4.12.5 ―

合同会社Resilience I 2010003037210 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience II 1010003037211 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience III 9010003037212 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience IV 8010003037213 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience V 7010003037214 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

https://deepcore.jp/―
https://deepcore.jp/―
https://deepcore.jp/―
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合同会社Resilience VI 6010003037215 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience VII 5010003037216 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience VIII 4010003037217 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience IX 3010003037218 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Resilience X 2010003037219 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社カーサモート 5010003019593 関東財務局 一般社団法人モートファンディン
グ
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 500,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社カーサパイン 4010003018811 関東財務局 一般社団法人パインファンディン
グ
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 1,000,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社カーサソルト 5010003019346 関東財務局 一般社団法人ソルトファンディン
グ
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 1,000,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社カーサリッチ 6010003019592 関東財務局 一般社団法人リッチファンディン
グ
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 500,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社カーサブリッジ 8010003019590 関東財務局 一般社団法人ブリッジファンディ
ング
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 1,000,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社ロイヤルラディ 8010003028674 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社グランドラディ 5010003028660 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社ウィンベルラディ 3010003028662 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社リバーフロントラディ 5010003028669 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社ジョイフルラディ 1010003028664 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社スノーラディ 9010003028673 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社フラワーラディ 3010003028670 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社サンラディ 7010003028667 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社愛知ラディ 4010003028678 関東財務局 一般社団法人Ebisu
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社名古屋ラディ 1010003028672 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社Radiant 1010003028680 関東財務局 一般社団法人Radiant
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.1 ―

合同会社エイパック・ワン 4010403025069 関東財務局 一般社団法人エイパック・ワン
職務執行者　レイノルズ・スコッ
ト・ロナルド・ジョージ

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目3番2号
郵船ビル7階
アルタードムス・ジャパ
ン株式会社内

03-6810-0232 ― ― 100,000 ― ― R4.8.25 ―
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GINZA3合同会社 6010003037636 関東財務局 NIHONBASHI3一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R4.6.8 ―

HIF FUND3号合同会社 3011103011806 関東財務局 一般社団法人債権流動化総合
研究所
職務執行者　平野　源

代表社員 ○ ― 東京都新宿区西新宿
六丁目21番1号
アイタウン・プラザ203
号

080-7419-
1128

― ― 10,000 ― ― R4.6.8 ―

インベストメントパートナーズ合
同会社

5010403027840 関東財務局 小高　功嗣 代表社員 ○ ○ 東京都港区元麻布二
丁目3番35
有栖川パークハウス
203号

03-6384-5043 ― ― 100,000 ― ― R4.8.4 ―

iFund2号有限責任事業組合 ― 関東財務局 iFund株式会社
加藤　匠馬

代表取締役 ○ ○ 東京都荒川区東日暮
里五丁目47番4号
クレール川原302
（【iFund株式会社】内）

080-3403-
0253

― (北濱丈司)
ユーチュー
バー、コンサル
ティング業、投
資業、IT事業
(明神洸次郎)
ユーチュー
バー、コンサル
ティング業、投
資業、IT事業

（iFund株式会
社）

10,000

― ― R4.6.13 ―

神田錦町合同会社 8010003035522 関東財務局 神田錦町一般社団法人
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号
BRICK GATE京橋3階
AOJ税理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R4.12.28 ―

合同会社KCR2 1010003036279 関東財務局 一般社団法人KCR2
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R4.6.15 ―

ダラスプロパティー合同会社 1010003037112 関東財務局 ダラスホールディング１一般社団
法人
職務執行者　北﨑　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.8.18 ―

小林　賢治 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号
浜松町ダイヤビル2階
シニフィアン株式会社　
内

050-3556-
7390

― 経営コンサル
ティング

― ― ― R4.6.22 ―

合同会社ＣＲＥＭＬファンド４ 1010003037847 関東財務局 一般社団法人ＣＲＥＭＬファンド３
職務執行者　成願　隆史

代表社員 ― ○ 東京都中央区京橋一
丁目14番9号依田忠ビ
ル5階
株式会社えいえん堂
内

03-5579-9121 ― ― 100,000 ― ― R4.6.27 ―

ＣＥＳ福島１太陽光発電所合同
会社

1360003011759 関東財務局 福島太陽光発電所一般社団法
人
職務執行者　本間　理志

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

03-5770-3721 ― 不動産の売買、
コンサルティン
グ等

500,000 ― ― R4.6.27 ―

合同会社Ａｓｃｏｔ　Ｐｒｉｍｅ　Ｌｏｇｉ
ｓｔｉｃｓ仙台扇町

3010003037928 関東財務局 一般社団法人ＡＰＬＳ　Ｓｅｎｄａｉ
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 ― ― R4.6.28 ―

柊合同会社 9010403026756 関東財務局 柊一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.6.28 ―

株式会社TK 3010401166394 関東財務局 黒瀧　将史 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目４番１号
日土地ビル２階　ALES 
Global合同会社内

080-3701-
5663

― 不動産コンサル
タント業務、経営
コンサルタント業
務等

1,000,000 ― ― R5.3.10 ―

黒瀧　将史 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目４番１号
日土地ビル２階　ALES 
Global合同会社内

080-3701-
5663

― 不動産コンサル
タント業務、経営
コンサルタント業
務等

― ― ― R5.3.10 ―
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桜井　俊平 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目４番１号
日土地ビル２階　ALES 
Global合同会社内

080-3701-
5663

― 不動産仲介業
務、ホテル運営
業務等

― ― ― R5.3.10 ―

合同会社ＫＢＭＦ１ 1010003037814 関東財務局 一般社団法人ＫＢＭＦ１
職務執行者　大堀　賢正

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

03-5157-6162 ― ― 2,000,000 ― ― R4.12.23 ―

合同会社JRPF栄 7010003025920 関東財務局 一般社団法人ハウス5
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.29 ―

合同会社JRPF十三 2010003025462 関東財務局 一般社団法人ハウス5
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.29 ―

合同会社JRPF関内 5010003019610 関東財務局 一般社団法人ハウス9
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.29 ―

合同会社JRPF黒川 7010003024492 関東財務局 一般社団法人リバー
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.29 ―

合同会社JRPF伏見 9010003025919 関東財務局 一般社団法人ハウス5
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.29 ―

合同会社JRPF日本橋 5010003024536 関東財務局 一般社団法人ハウス3
職務執行者　石倉　一人

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

03-3538-5846 ― ― 100,000 ― ― R4.6.29 ―

株式会社Liv-up 1010401055368 関東財務局 松山　僚佑 代表取締役 ○ ○ 東京都港区三田一丁
目4番28号
三田国際ビル24階

03-5418-5100 https://www.liv-
up.co.jp/company/out
line.html

不動産事業 10,000,000 ― ― R5.3.28 ―

チェントミリアルド３号合同会社 7010003037899 関東財務局 一般社団法人ブリッジ３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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_160

― 100,000 ― ― R4.6.30 ―

インテリジェンスユニット合同会
社

3010403018833 関東財務局 新見　明弘 代表社員 ○ ○ 東京都港区麻布十番
2-1-8
グランドメゾン麻布十
番館 1005

03-6873-5835 https://www.intelligen
ceunit.jp

コンサルティン
グ業務

9,000,000 ― ― R4.6.30 ―

メタバースインベストメンツ合同
会社

2010403027934 関東財務局 インテリジェンスクリエイターズ株
式会社
職務執行者　新見　明弘

代表社員 ○ ― 東京都港区麻布十番
2-1-8
グランドメゾン麻布十
番館 1005

03-6873-5835 https://metaverse.int
elligence-
creators.com/

― 2,000,000 ― ― R4.6.30 ―

合同会社ライラックマネジメント 8010003037865 関東財務局 一般社団法人ライラックマネジメ
ント
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 ― ― R4.7.1 ―

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/

投資事業組合
財産の管理・運
用業

10,915,983 ― ― R5.1.4 ―

清水 夕稀 ― 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
インキュベイトファンド
株式会社内

03-3568-3155 https://incubatefund.
com/

― ― ― ― R4.7.4 ―

Ogasawara IBLP合同会社 2010403028040 関東財務局 ボニン・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.7.4 ―

Munakata IBLP合同会社 4010403028039 関東財務局 オキノシマ・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1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.7.4 ―

ハッピーフューチャー合同会社 3010003037176 関東財務局 一般社団法人ハッピーフュー
チャー
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.7.5 ―
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レオ合同会社 4010403027916 関東財務局 レオホールディングス一般社団
法人
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.7.6 ―

井坂　省三
北澤　知丈
坂　祐太郎
高原　瑞紀
藤井　淳史
三好　啓介

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目23番1号
虎ノ門ヒルズ森タワー
24階
ジャフコ グループ株式
会社内

050-3734-
2025

― ― ― ― ― R4.10.13 ―

合同会社Gemini１ 1010003037938 関東財務局 一般社団法人Gemini１
職務執行者　出澤　貴人

代表社員 ― ○ 東京都中央区八丁堀
四丁目2番10号
BRICK GATE 京橋3階
AOJ税理士法人内

03-5542-0137 ― ― 100,000 ― ― R4.7.8 ―

千代田インベストメント株式会社 9010001227657 関東財務局 山中　康太 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区西神
田三丁目８番３号
千代田ファーストハイ
ツ１７０７号

090-4281-
1237

― ― 10,000 ― ― R4.7.11 ―

JPE第２号株式会社 9010001209507 関東財務局 吉田　英人 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関三丁目2番1号
霞が関コモンゲート西
館21階

03-6206-6862 ― 投資事業 2,000,000 ― ― R4.7.13 ―

白老ＭＡアセット合同会社 2010003020439 関東財務局 一般社団法人ＤＲＦ２
職務執行者　星野　正法

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 ― ― R5.1.13 ―

ソラシード３有限責任事業組合
（ソラシードスタートアップスタジ
オ株式会社及び柴田泰成）

― 関東財務局 ソラシードスタートアップスタジオ
株式会社
柴田　泰成

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://www.soraseed.
vc/soraseed/

― （ソラシードス
タートアップス
タジオ株式会

社）
10,000

― ― R4.7.19 ―

LUCAジャパン株式会社 9010401161373 関東財務局 ピコリマ（シデナム） 慶子 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
FINOLAB

03-6822-2060 https://www.luca.inc/ 有価証券にかか
る情報提供

50,000,000 ― ― R5.2.15 ―

ＷＭグロース５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、新井　
洋司、井芹　健太郎）

― 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

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

― ― R4.7.20 ―

HKSF合同会社 8011003014978 関東財務局 BIG Impact株式会社
職務執行者　細野　尚孝

代表取締役会長 ― ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目24番12号
渋谷スクランブルスク
エア15階

090-7871-
3821

― ― 300,000 ― ― R4.7.21 ―

ＡＡファンド２号有限責任事業組
合（赤坂優、有安伸宏）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
二丁目36番13号
広尾MTRビル4階

03-6805-1700 ― 【赤坂優】
未公開企業へ
の投資
【有安伸宏】
未公開企業へ
の投資

― ― ― R4.10.26 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ１ 4010003038108 関東財務局 一般社団法人ＺＥＨプロジェクト
職務執行者　平野　和俊

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目６番１号
三幸オフィスマネジメン
ト株式会社内
銀座三和ビル７階

03-3564-8034 ― ― 100,000 ― ― R4.7.22 ―

WUV1号GP有限責任事業組合
（早稲田大学ベンチャーズ株式
会社、山本哲也、太田裕朗、丹
羽大介）

― 関東財務局 早稲田大学ベンチャーズ株式会
社
山本　哲也

代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区西早稲
田一丁目21番1号　
早稲田大学西早稲田
ビル201

03-6823-8883 https://www.waseda.v
c/

― 早稲田大学ベ
ンチャーズ株式

会社
10,000,000

― ― R5.3.20 ―

https://www.waseda.vc/
https://www.waseda.vc/
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ＺＥＣ１合同会社 1010403026854 関東財務局 ZEC1一般社団法人
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.7.22 ―

ＲＱキャピタル株式会社 7011001147194 関東財務局 小林　豪 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
四丁目17番9号
原宿パークハウス102
号 １階

03-3401-4099 ― ― 1,000,000 ― ― R4.7.22 ―

合同会社ＷｉｎｅＢａｎｋ　Ｐ１ 7011003014995 関東財務局 中野　邦人 代表社員 ○ ― 東京都渋谷区神泉町7
番6号
芦沢ビル1階2号

03-6416-9370 ― ワイン仕入・販
売、ワインバー
運営、商品投資
に係る事業の規
制に関する法律
に基づく商品投
資販売業、投資
事業組合財産
の運用及び管理

500,000 ― ― R4.7.22 ―

合同会社DT京都清水 9010403028075 関東財務局 一般社団法人DT京都清水
職務執行者　細谷 晋一郎

代表社員 ― ○ 東京都港区南青山四
丁目21番26号
リュエル青山C棟B1
細谷総合会計事務所
内

03-6434-7491 ― ― 100,000 ― ― R4.7.25 ―

ALJ Student Housing合同会社 1010003038102 関東財務局 ALJ Student Housing一般社団
法人
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 ― ― R4.7.26 ―

合同会社シルバーリーフ 5010403028054 関東財務局 一般社団法人シルバーリーフ
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R4.7.28 ―

松竹ベンチャーズ株式会社 2010001192049 関東財務局 井上　貴弘 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区築地四
丁目1番1号
東劇ビル6階

03-5550-1880 https://www.shochiku
-ventures.co.jp/

コンサルティン
グ業

10,000,000 ― ― R4.7.28 ―

PODカルチャー合同会社 4010403028138 関東財務局 POD株式会社
職務執行者　松本　勇二

代表社員 ○ ○ 東京都港区六本木一
丁目4番5号
ｱｰｸﾋﾙｽﾞｻｳｽﾀﾜｰ16階

080-1342-
1507

― ― 1 ― ― R4.7.28 ―

有限責任事業組合コーラル・グ
ロース2号（株式会社Coral 
Capital、サン・パシフィック株式
会社、Arkania合同会社）

― 関東財務局 株式会社Coral Capital
ジェームズ・ライニー

サン・パシフィック株式会社
澤山　陽平

Arkania合同会社 
ジェームズ・ライニー

代表取締役

代表取締役

代表社員

○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目9番2号
大手町フィナンシャル
シティグランキューブ3
階

03-4243-7291 （株式会社Coral 
Capital）
http://coralcap.co/

（サン・パシフィック株
式会社）
―

（Arkania合同会社）
―

（株式会社Coral 
Capital）
―

（サン・パシ
フィック株式会
社）
資産管理業

（Arkania合同会
社）
―

（株式会社
Coral Capital）

10,000

（サン・パシ
フィック株式会

社）
10,000

（Arkania合同
会社）

1

― ― R4.10.17 ―

ジャパン・ドミトリー１合同会社 8010003038203 関東財務局 ジャパン・ドミトリー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 ― ― R5.3.3 ―

柏合同会社 1010403027712 関東財務局 柏一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.8.4 ―

Bインパクト３号合同会社 6011003015169 関東財務局 BIG Impact株式会社
職務執行者　日野　太樹

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷二
丁目24番12号
渋谷スクランブルスク
エア15階

090-7871-
3821

― ― 300,000 ― ― R4.8.5 ―
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New Commerce Ventures有限
責任事業組合（松山馨太、大久
保洸平、New Commerce 
Ventures株式会社）

― 関東財務局 【New Commerce Ventures株式
会社】
松山　馨太

代表取締役 ○ ○ 東京都品川区西五反
田六丁目20番6号

070-8972-
1474

― 【大久保洸平】
－
【松山馨太】
－
【New 
Commerce 
Ventures株式会
社】
－

【New 
Commerce 

Ventures株式
会社】

200,000

― ― R5.2.6 ―

ＡＹＲ２合同会社 5010003038263 関東財務局 一般社団法人ＡＹＲ２
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

03-3231-1993 ― 不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理。不
動産信託受益
権の取得、保有
及び処分。
上記に掲げる事
業に附帯又は関
連する一切の事
業。

100,000 ― ― R4.8.9 ―

合同会社MNY Lab 9010003038086 関東財務局 美濃屋株式会社
職務執行者　木野村　守彦

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
馬喰町二丁目7番15号
ザ・パークレックス日本
橋馬喰町ビル3階

03-6897-3030 ― 経営コンサル
ティング業務、
投資業

1,000,000 ― ― R4.8.9 ―

ADS Capital Partners有限責任
事業組合（合同会社ADS Capital 
Partners　木野村　守彦、木野
村　光庸）

― 関東財務局 合同会社ADS Capital Partners
木野村　守彦

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
馬喰町二丁目7番15号
ザ・パークレックス日本
橋馬喰町ビル3階

03-6897-3030 ― ― （合同会社ADS 
Capital 

Partners）
1,000,000

― ― R4.8.9 ―

河村　修一郎、細谷　賢由、西
川　徹、中村　謙吾、小林　孝宏

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都品川区東五反
田五丁目11番1号
永田ハウス池田山201
ＥＥＩＧＰ５有限責任事
業組合内

03-5789-9321 ― ― ― ― ― R5.3.29 ―

愛知犬山自然エネルギー合同
会社

3010003037564 関東財務局 一般社団法人愛知犬山自然エ
ネルギー
職務執行者　北川　久芳

代表社員 ― ○ 東京都文京区本郷五
丁目33番10号

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R4.8.16 ―

ジェネシスツー合同会社 3010003038117 関東財務局 ジェネシ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 ― ― R4.10.4 ―

ＰＦ１有限責任事業組合（Full 
Commit Partners株式会社、山
田優大）

― 関東財務局 Full Commit Partners株式会社
山田　優大

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 https://www.fullcomm
it-partners.com/

― Full Commit 
Partners株式

会社
100,000

― ― R4.8.16 ―

銀座リアルティ・ワン合同会社 8010003038104 関東財務局 一般社団法人銀座リアルティ・ワ
ン
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 ― ― 100,000 ― ― R4.8.18 ―

合同会社KRF100 9010003038284 関東財務局 一般社団法人KRF100
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.8.18 ―

丸の内イノベーションパートナー
ズ株式会社

4010001228635 関東財務局 三好　一郎 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７階 
xLink丸の内

070-8831-
4631

― ― 100,000,000 ― ― R5.3.20 ―
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株式会社産業創成アドバイザ
リー
SSC01有限責任事業組合（株式
会社産業創成アドバイザリー、
橋本泰）

4010001129222 関東財務局 株式会社産業創成アドバイザ
リー
佐藤　文昭

代表取締役 ○ ○ 東京都中央区銀座八
丁目17番5号
THE HUB銀座OCT9階

03-3549-8808 www.sangyososei.com （株式会社産業
創成アドバイザ
リー）
経営コンサル
ティング業務、
財務コンサル
ティング業務、
M&Aに係るアド
バイザリー業
務、有価証券の
運用、投資、売
買、保有

（株式会社産業
創成アドバイザ

リー）
9,000,000

― ― R4.11.28 ―

出向起業スピンアウトキャピタル
1号有限責任事業組合（奥山恵
太・出向起業スピンアウトキャピ
タル合同会社）

― 関東財務局 出向起業スピンアウトキャピタル
合同会社
奥山　恵太

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号
アーク森ビル3階

070-4332-
3675

https://spinout.vc/ （個人）－

（合同会社）イノ
ベーション・新規
事業創出促進に
係る大企業・ス
タートアップ等を
支援する事業

2,000,000 ― ― R4.8.26 ―

サイドウェイズ有限責任事業組
合（株式会社フリークアウト・イン
ベストメント、ザシードキャピタル
株式会社、廣澤太紀）

― 関東財務局 株式会社フリークアウト・インベ
ストメント
郡司　亮

ザシードキャピタル株式会社
廣澤　太紀

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都港区六本木六
丁目3番1号
六本木ヒルズクロスポ
イント3階

03-6721-1740 ― ― 株式会社フリー
クアウト・インベ

ストメント
10,000,000

ザシードキャピ
タル株式会社

1

― ― R5.3.9 ―

合同会社ＨＮＯ 1010003038432 関東財務局 一般社団法人ＨＮＯ
職務執行者　髙山　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 ― ― R4.8.31 ―

ニッポン・ウエルス・AMAMO合
同会社

2010003038274 関東財務局 一般社団法人ファンド投資サ
ポート
職務執行者　嶋田　正樹

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
室町一丁目13番7号
PMO日本橋室町3F

03-6665-0535 ― ― 10,000 ― ― R4.9.1 ―

TC4号有限責任事業組合（株式
会社CF Asset Management、笠
井玲央、本田貴大、上杉修平、
鍬野槙彦、沼沢想太）

― 関東財務局 株式会社CF Asset Management 
本田　貴大

（株式会社CF Asset Management）
代表取締役

○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目11番2号
ピアース赤坂803

080-3349-
0543

（株式会社CF Asset 
Management）
該当なし

（笠井玲央）
該当なし

（本田貴大）
該当なし

（上杉修平）
該当なし

（鍬野槙彦）
該当なし

（沼沢想太）
該当なし

（株式会社CF 
Asset 
Management）
該当なし

（笠井玲央）
該当なし

（本田貴大）
該当なし

（上杉修平）
該当なし

（鍬野槙彦）
該当なし

（沼沢想太）
該当なし

（株式会社CF 
Asset 

Management）
10,000

― ― R4.9.20 ―

First REIT Japan 2合同会社 9010403028331 関東財務局 First REIT Japan Two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

03-3505-2480 ― ― 1,000,000 ― ― R4.9.2 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

15th Rock 2号有限責任事業組
合（株式会社アドベンチャー・
キャピタル・パートナーズ、Star 
Lab株式会社、源健司、中島徹）

― 関東財務局 株式会社アドベンチャー・キャピ
タル・パートナーズ
源　健司

Star Lab株式会社
中島　徹

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都千代田区神田
小川町三丁目28番地5
号
axle御茶ノ水101号室

080-2552-
7130

https://www.15th-
rock.com

（株式会社アド
ベンチャー・キャ
ピタル・パート
ナーズ）
・経営その他に
係るコンサル
ティング業務

（Star Lab株式
会社）
・経営その他に
係るコンサル
ティング業務

（源健司）
・経営その他に
係るコンサル
ティング業務

（中島徹）
・経営その他に
係るコンサル
ティング業務

株式会社アドベ
ンチャー・キャ
ピタル・パート

ナーズ
1,000,000

Star Lab株式会
社

500,000

― ― R4.10.6 ―

CES九州1太陽光発電所合同会
社

1360003010323 関東財務局 加治木太陽光発電所一般社団
法人
職務執行者　本間　理志

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

03-5770-3721 ― 不動産の売買、
コンサルティン
グ等

500,000 ― ― R4.8.22 ―

合同会社赤坂マーヴェリック 2010403028189 関東財務局 一般社団法人　赤坂マーヴェリッ
ク
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 1,000,000 ― ― R5.2.27 ―

合同会社ハッピー浅草 5010003038412 関東財務局 一般社団法人ハッピー浅草
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.9.8 ―

株式会社平河町オートリース 9010001229224 関東財務局 青木　沢典 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号
USビル4階

080-7949-
2621

― ― 10,000 ― ― R4.12.19 ―

竹岡　裕介 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区港南2丁目
16番7
品川Vタワー2601号

080-3010-
5051

― 経営コンサルタ
ント

― ― ― R4.9.12 ―

永代プロパティー合同会社 5010003038288 関東財務局 永代ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.9.13 ―

十二社プロパティー合同会社 5010003037810 関東財務局 十二社ホールディング１一般社
団法人
職務執行者　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.9.28 ―

水天宮プロパティー合同会社 4010003038289 関東財務局 永代ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.9.13 ―
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PROSPER･CAPITAL有限責任
事業組合（株式会社PROSPER、
株式会社Plan･Do･See、野田　
豊加、立花　陽三、佐藤　公春、
益田　翠）

― 関東財務局 株式会社PROSPER
立花　陽三

株式会社Plan･Do･See
三原　直

職務執行者

職務執行者

○ ○ 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10
階

03‐6778‐4751

03‐5220‐7106

https://prosper-
jpn.com/

https://plandosee.co.j
p/

・経営コンサル
ティング業務
・企業の提携、
売買及び事業譲
渡に関する仲介
及びコンサル
ティング
・資産運用及び
資産管理並びに
これらに関する
コンサルティン
グ業務　等

・婚礼及び披露
宴に関するコン
サルティング業
務
・結婚式場の経
営及び運営受託
・ホテル・旅館業　
等

20,000,000

100,000,000

― ― R5.1.16 ―

マイアミプロパティー合同会社 9010003037113 関東財務局 マイアミホールディング１一般社
団法人
職務執行者　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.9.14 ―

合同会社APG Asset 1 2010003035494 関東財務局 一般社団法人APG Asset
職務執行者　小澤　純一

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30
階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.9.14 ―

Lifestyle 3合同会社 3010403028163 関東財務局 Lifestyle 1b一般社団法人
職務執行者 島添　浩

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

03-6229-8221 ― ― 100,000 ― ― R4.9.14 ―

Lifestyle 4合同会社 2010403028164 関東財務局 Lifestyle 1b一般社団法人
職務執行者 島添　浩

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

03-6229-8221 ― ― 100,000 ― ― R4.9.14 ―

みらいコンサルティング投資株
式会社

6010001225969 関東財務局 木村　道泰 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区京橋２
丁目２番１号
京橋エドグラン１９階

03-6281-9820 https://www.miraic.jp
/

― 1,000,000 ― ― R5.2.16 ―

合同会社ルビィ 9010003038342 関東財務局 一般社団法人ルビィホールディ
ングス
職務執行者　髙山　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 ― ― R4.12.20 ―

合同会社イーザス 4010003038280 関東財務局 一般社団法人ウェスト
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 ― ― R4.9.15 ―

GHOVC1号有限責任事業組合
（株式会社Global Hands-On 
VC、安永謙、シュリチャンド・ドダ
ニ、アレン・マイナー、及川卓
也、リチャード・バード・ダッ
シャー）

― 関東財務局 株式会社Global Hands-On VC
安永　謙

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
一丁目19番19号
恵比寿ビジネスタワー 
12F

050-1742-
5386

株式会社Global 
Hands-On VC
https://www.ghovc.co
m/

株式会社Global 
Hands-On VC
①経営コンサル
ティング業務、
②資金調達サ
ポート、③企業
の設立・合併・
分割・提携、営
業権、有価証券
の譲渡等に関す
る指導・仲介お
よび斡旋、ほか

株式会社Global 
Hands-On VC

10,000,000

― ― R5.1.18 ―

株式会社Zen Pharma Design 7010401159279 関東財務局 有元　佐康 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区新宿１
－１－７
コスモ新宿御苑ビル７
階

03-5315-0996 https://www.zpd.co.jp
/

医薬品の開発、
販売

2,000,000 ― ― R4.9.15 ―
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MT-SMYインベストメント合同会
社

5010003038461 関東財務局 MT-SMY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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_165

― 100,000 ― ― R4.9.16 ―

合同会社西神中央レジ開発 3010003038521 関東財務局 一般社団法人西神中央レジ開
発
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R4.9.16 ―

合同会社Trilogy 1010003038201 関東財務局 一般社団法人Trilogy
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_162

― 100,000 ― ― R4.9.20 ―

合同会社ティーダ 7010003038451 関東財務局 一般社団法人フォーピース　
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 ― ― R4.9.20 ―

合同会社シルバーシャト― 7010403028325 関東財務局 一般社団法人　シルバーシャト
―
職務執行者　粟国 正樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 500,000 ― ― R4.9.22 ―

ES有限責任事業組合（SCIバイ
アウト2号株式会社、山田和孝）

― 関東財務局 （SCIバイアウト2号株式会社）
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
11階

050-3509-
1192

― （SCIバイアウト2
号株式会社）
経営コンサル
ティング業務

（SCIバイアウト
2号株式会社）

100,000

― ― R5.1.27 ―

GJIC1号GP有限責任事業組合
（日本・食産業投資コンソーシア
ム株式会社、井上恵一、大𣘺秀
平、小田真太郎、日本成長投資
アライアンス株式会社、まん福
ホールディングス株式会社）

― 関東財務局 日本・食産業投資コンソーシアム
株式会社
立野　公一

日本成長投資アライアンス株式
会社
立野　公一

まん福ホールディングス株式会
社
加藤　智治

代表取締役

代表取締役

代表取締役

○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目3番1号
東京虎ノ門グローバル
スクエア12階

03-6809-2164 （日本・食産業投資コ
ンソーシアム株式会
社
―）

（日本成長投資アライ
アンス株式会社）
https://www.jgia.co.jp
/

（まん福ホールディン
グス株式会社）
https://manpuku-
hd.jp/

（日本・食産業
投資コンソーシ
アム株式会社
―）

（日本成長投資
アライアンス株
式会社）
―

（まん福ホール
ディングス株式
会社）
1.会社の株式を
所有することに
よる、当該会社
の事業活動の
支配及び管理
2.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
3.経営コンサル
ティング業務
4.各種企業に対
する技術援助、
経営指導及び業
務受託

（日本・食産業
投資コンソーシ
アム株式会社）

1,750,000

（日本成長投資
アライアンス株

式会社）
15,750,000

（まん福ホール
ディングス株式

会社）
592,281,342

― ― R5.2.16 ―

合同会社LOGI FLAG6号 6010003037504 関東財務局 一般社団法人LOGI FLAG
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R4.9.22 ―

合同会社LOGI FLAG7号 9010003037022 関東財務局 一般社団法人LOGI FLAG
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

03-3231-1993 ― ― 100,000 ― ― R4.9.22 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

ALJ Healthcare合同会社 6010003038353 関東財務局 一般社団法人ALJ Healthcare
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_163

不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理。不
動産信託受益
権の取得、保有
及び処分。
上記に掲げる事
業に附帯又は関
連する一切の事
業。

100,000 ― ― R4.9.26 ―

ALJ Healthcare2合同会社 3010003038513 関東財務局 一般社団法人ALJ Healthcare2
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_164

不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理。不
動産信託受益
権の取得、保有
及び処分。
上記に掲げる事
業に附帯又は関
連する一切の事
業。

100,000 ― ― R4.9.26 ―

株式会社SNETインベストメント 1010001229215 関東財務局 小泉　伸洋 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区神田
鍛冶町3丁目7番21号
天翔オフィス神田403

090-2336-
9781

― ― 1,500,000 ― ― R5.3.13 ―

ＴＢＧＰ株式会社 2010001228851 関東財務局 稲垣　伸一 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

03-6266-5781 ― ― 5,000 ― ― R5.3.1 ―

TBT Lab株式会社 4010001224246 関東財務局 田畑　端 代表取締役CEO ○ ○ 東京都千代田区九段
北1丁目14番16号
PILE KUDAN 101

03-6272-9066 ― グループの経営
管理およびコン
サルティング業
務

9,990,000 ― ― R4.10.4 ―

ティーアールピー1号有限責任
事業組合（トパーズ・リージョナ
ル・パートナーズ株式会社、森
直樹、吉戒孝）

― 関東財務局 トパーズ・リージョナル・パート
ナーズ株式会社
森　直樹

代表取締役 ○ ○ 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39階

03-5425-9870
（トパーズ・キャ
ピタル株式会
社）

― （トパーズ・リー
ジョナル・パート
ナーズ株式会
社）投資業
（森直樹）株式
会社テラプロー
ブ取締役、弁護
士業
（吉戒孝）株式
会社博多ｽﾃｰｼｮ
ﾝﾋﾞﾙ監査役、株
式会社ﾋﾟｴﾄﾛ監
査役、JR九州ﾘ
ｿﾞｰﾄ開発株式会
社取締役

（トパーズ・リー
ジョナル・パー

トナーズ株式会
社）

125,000

― ― R5.3.16 ―

合同会社ＯＷ３ 5010403028475 関東財務局 一般社団法人ＯＷ３
職務執行者　村田　洋子

代表社員 ― ○ 東京都港区新橋二丁
目19番10号
新橋マリンビル8階
（ビーロット・アセットマ
ネジメント株式会社内）

03-6891-2526 ― 不動産の保有、
賃貸及び管理

100,000 ― ― R4.10.7 ―

SBI地方創生サービシーズ株式
会社

7010401169724 関東財務局 福留　大士 代表取締役 ○ ― 東京都港区六本木1-
6-1
泉ガーデンタワー17F

03-6229-0064 ― ― 50,000,000 ― ― R4.10.7 ―

永田町リーガルアドバイザー株
式会社

8010401003741 関東財務局 加陽　麻里布 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区永田
町1丁目11番28号
合人社東京永田町ビ
ル６階

03-6659-2214 https://n-legal.co.jp/ 経営コンサルタ
ント

10,000,000 ― ― R4.10.11 ―

フェムトグロース・ワン合同会社 8011003015497 関東財務局 フェムトパートナーズ株式会社
職務執行者　磯崎　哲也

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区神宮前
五丁目53番67号
コスモス青山SOUTH
棟506号室

03-6712-6135 https://femto.vc/ ― 1,000,000 ― ― R5.1.19 ―

府中四谷五丁目合同会社 9010003038821 関東財務局 一般社団法人府中四谷五丁目
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
日本橋一丁目三井ビ
ルディング13階

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ― R4.10.12 ―
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合同会社Ｍ３プロジェクト 6010403028326 関東財務局 一般社団法人Ｍ３プロジェクト
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座一
丁目9番13号
プライム銀座柳通りビ
ル7階
ロードスターインベスト
メンツ株式会社内

03-6630-4899 ― ― 100,000 ― ― R4.12.2 ―

今泉プロパティー合同会社 8010003038285 関東財務局 今泉ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.10.14 ―

薬院プロパティー合同会社 7010003038286 関東財務局 今泉ホールディング１一般社団
法人
職務執行者　　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R4.10.14 ―

ＲＹＣパートナーズ株式会社 6010401169147 関東財務局 山口　龍之介 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝浦４－２
２－１
エアタワー４３０３

03-4363-6301 ― 経営コンサルタ
ント業務

3,000,000 ― ― R4.10.14 ―

合同会社エイパック・ツー 5010003038494 関東財務局 一般社団法人エイパック・ツー
職務執行者　レイノルズ・スコッ
ト・ロナルド・ジョージ

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内二丁目3番2号
郵船ビル
アルタードムス・ジャパ
ン株式会社内

03-6810-0232 ― ― 100,000 ― ― R4.10.17 ―

renga第0号合同会社 5010403028665 関東財務局 一般社団法人renga第0号
職務執行者　平松　雄
職務執行者　秋山　博紀

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂四丁
目15番1号
赤坂ガーデンシティ3
階

03-6804-9351
（デジタル証券
準備株式会社
名義）

― ― 100,000 ― ― R4.10.18 ―

萩合同会社 9010403027713 関東財務局 萩一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R4.11.25 ―

ニューシナジー・キャピタル・マ
ネジメント株式会社

8011001148794 関東財務局 峯村　悠吾 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
四丁目20-3
恵比寿ガーデンプレイ
スタワー17階

050-3665-
4666

― ― 10,000,000 ― ― R4.10.19 ―

港北インベストメント合同会社 5010003038874 関東財務局 一般社団法人港北インベストメ
ント
職務執行者　三品　貴仙

代表社員 ― ○ 東京都中央区日本橋
一丁目4番1号
日本橋一丁目三井ビ
ルディング13階

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ― R5.1.31 ―

ＴＡ千代田合同会社 3010003038835 関東財務局 一般社団法人ＴＡ千代田
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_167

― 100,000 ― ― R4.10.24 ―

有限責任事業組合DMC alpha
（Diamond Medino Capital 株式
会社、長谷部　光泉、行方　貴
広、西田　尚弘）

― 関東財務局 （Diamond Medino Capital 株式
会社）
長谷部　光泉

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6階

080-8563-
9640

― ― （Diamond 
Medino Capital 

株式会社）
1,500,000

― ― R4.10.26 ―

ＴＫ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 9010001229645 関東財務局 山本　道 代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内3-1-1
国際ビル2階

03-5962-9886 ― ― 1,000,000 ― ― R4.10.27 ―

大和ＰＩキャピタル株式会社 2010001229445 関東財務局 玉澤　康一 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田丸の内
一丁目９番１号
グラントウキョウノース
タワー３０階

03-5555-6001 ― 投資業 50,000,000 ― ― R4.10.28 ―

虎ノ門インパクトキャピタル合同
会社

9010403028703 関東財務局 マネックスベンチャーズ株式会
社
職務執行者　和田　誠一郎

株式会社キャピタルメディカ・ベ
ンチャーズ
職務執行者　青木　武士

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号
アーク森ビル25階

03-4323-3825 ― ― 5,000,000 ― ― R4.10.31 ―

日本再生可能エネルギーオペ
レーター合同会社

1010403015188 関東財務局 一般社団法人RJエナジーインフ
ラ
職務執行者　北川　久芳

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目2番8号
虎ノ門琴平タワー6階
リニューアブル・ジャパ
ン株式会社内

03-6670-6656 ― ― 100,000 ― ― R4.11.1 ―
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株式会社FRONTLINE 5010401170015 関東財務局 佃　勇吾 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南青山六
丁目2番9号
KSビル2F

03-5774-0258 ― ― 5,000,000 ― ― R4.11.1 ―

株式会社Cygames Capital 5011001150002 関東財務局 近石　愛作 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区南平台
町１６番１７号
住友不動産渋谷ガー
デンタワー１５F

03-6758-0562 https://cygamescapit
al.co.jp/

― 25,000,000 ― ― R4.11.1 ―

合同会社ＫＭＰ１ 8010003038574 関東財務局 一般社団法人ＫＭＰ１
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 ― ― 1,000,000 ― ― R4.11.2 ―

土屋アセットマネジメント株式会
社

5011101092409 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6867-1615 https://www.tsuchiya
-am.co.jp/

― ― ○ ― R4.10.21 ―

合同会社CJ1 9010403027861 関東財務局 一般社団法人賃住アセットマネ
ジメント
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R4.11.9 ―

KR Shintomi合同会社 1010403028727 関東財務局 KR Shintomi一般社団法人
職務執行者　鎌形　武彦

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目22番5号
新橋TSビル6階

03-6457-9755 ― ― 50,000 ― ― R4.11.11 ―

合同会社RF 3010003031930 関東財務局 一般社団法人KRF91
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.11.11 ―

合同会社Ｖ紀尾井町 8010003038962 関東財務局 一般社団法人Ｖ紀尾井町ホール
ディング　
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 ― ― R4.11.14 ―

HIF FUND合同会社 9010403025766 関東財務局 一般社団法人日本債権流動化
企画
職務執行者　東小薗　光輝

代表社員 ○ ― 東京都新宿区西新宿
六丁目21番1号
アイタウン・プラザ203
号

070-8582-
5256

― ― 10,000 ― ― R4.11.14 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ２ 2010003038943 関東財務局 一般社団法人ＺＥＨプロジェクト
職務執行者　平野　和俊

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目６番１号
三幸オフィスマネジメン
ト株式会社内
銀座三和ビル７階

03-3564-8034 ― ― 100,000 ― ― R4.11.15 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ３ 1010003038944 関東財務局 一般社団法人ＺＥＨプロジェクト
職務執行者　平野　和俊

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目６番１号
三幸オフィスマネジメン
ト株式会社内
銀座三和ビル７階

03-3564-8034 ― ― 100,000 ― ― R4.11.15 ―

合同会社ＤＬＳＦ 2010003038695 関東財務局 一般社団法人ＤＬＳＦ
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 ― ― 100,000 ― ― R4.11.15 ―

株式会社リバネスキャピタル 1011101090110 関東財務局 池上　昌弘 代表取締役 ○ ○ 東京都新宿区下宮比
町1番4号
飯田橋御幸ビル5階

03-5227-4198 https://www.lnest.cap
ital/

研究開発型ス
タートアップへの
投資育成事業、
管理業務全般
（環境開発・情
報開発等）のコ
ンサルティング・
受託事業

50,000,000 ― ― R5.3.17 ―

DHHF２合同会社 9010003038169 関東財務局 一般社団法人ふたわ
職務執行者　中津　正憲

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号
ロックビレイビル8階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R4.11.16 ―

株式会社鈴木商店 9020002078578 関東財務局 鈴木　依里 代表取締役 ○ ○ 東京都港区南麻布五
丁目2番5号
ザ・ハウス南麻布101
号室

03-6456-2220 ― 不動産賃貸業 25,000,000 ― ― R4.11.17 ―
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合同会社草葉町インベストメント 4010003038909 関東財務局 一般社団法人草葉町インベスト
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_168

― 100,000 ― ― R4.11.22 ―

MCPファミリア株式会社 3010001223653 関東財務局 矢作　真美 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3階

03-3201-1652 ― ― 15,000,000 ― ― R5.3.22 ―

合同会社嬉野 5010403027873 関東財務局 一般社団法人嬉野
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

03-3470-3460 ― ― 100,000 ― ― R4.11.22 ―

一般社団法人SREウェルビーイ
ングファンド

9010005035701 関東財務局 三品　貴仙 代表理事 ― ○ 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

03-3231-1940 ― ― 0 ― ― R4.11.22 ―

SSS Capital 1号有限責任事業
組合（SSS Capital合同会社、神
谷　遼多）

― 関東財務局 SSS Capital合同会社
神谷　遼多

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号
アーク森ビル3F

03-3568-3155 ― ― （SSS Capital合
同会社）

10,000

― ― R4.11.30 ―

山下　慶祐 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目8番1号
KDDI大手町ビル18階
MCPアセット・マネジメ
ント株式会社内

03-3517-8855 ― ― ― ― ― R5.3.29 ―

株式会社IF 5010401167317 関東財務局 畑村　秀俊 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 ― コンサルタント業
務

500,000 ― ― R4.12.2 ―

ＣＬＦ２合同会社 7010003038360 関東財務局 一般社団法人CLFホールディン
グス
職務執行者　西川　康洋

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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R4.12.2 ―

合同会社KRF102 8010003038351 関東財務局 一般社団法人KRF102
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.12.6 ―

合同会社モールプロパティー 6010003036019 関東財務局 一般社団法人モールプロパ
ティー
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 ― ― 100,000 ― ― R4.12.6 ―

モアマネジメント株式会社 3010401158144 関東財務局 松山　明弘 代表取締役 ○ ○ 東京都港区白金三丁
目７番１８号
アポロホール＆ルナハ
ウス５０５号

03-6780-6438 http://moremanagem
ent.co.jp

経営コンサルタ
ント業

5,000,000 ― ― R4.12.6 ―

株式会社平河町オートリースア
ルファ

8010001231288 関東財務局 青木　沢典 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号
株式会社シルスフィア
会計事務所内
USビル4階

080-7949-
2621

― ― 10,000 ― ― R5.3.13 ―

PKSHAアルゴリズム2号有限責
任事業組合（合同会社PKSHA 
Technology Capital、株式会社
MK Capital、海老原　秀幸）

― 関東財務局 （合同会社PKSHA Technology 
Capital）
株式会社PKSHA Technology
職務執行者 久保田　潤至

（株式会社MK Capital）
金　剛洙

（合同会社PKSHA Technology Capital）
代表社員

（株式会社MK Capital）
代表取締役

○ ○ 東京都文京区本郷 2-
35-10
本郷瀬川ビル4階

03-6801-6718
（合同会社
PKSHA 
Technology 
Capital）

（合同会社PKSHA 
Technology Capital）
https://pkshacapital.c
om/

（合同会社
PKSHA 
Technology 
Capital）
投資運用事業、
各種コンサル
ティング事業

（株式会社MK 
Capital）
なし

（海老原　秀幸）
なし

（合同会社
PKSHA 

Technology 
Capital）

10,000,000

（株式会社MK 
Capital）

5,000,000

― ― R5.1.6 ―
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ピースキャピタル有限責任事業
組合（鳥居　佑輝、ピース株式
会社）

― 関東財務局 ピース株式会社
鳥居　佑輝

代表取締役 ○ ○ 東京都世田谷区等々
力4-1-1
尾山台駅前ビル4階

03-5758-1311 ― 鳥居　佑輝
・コンサルティン
グ業務

ピース株式会社
・コンサルティン
グ業務

ピース株式会
社

500,000

― ― R4.12.8 ―

合同会社KRF103 7010003038352 関東財務局 一般社団法人KRF103
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R4.12.8 ―

村上　誠典 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号
浜松町ダイヤビル2階
シニフィアン株式会社　
内

050-3580-
7999

― 経営コンサル
ティング

― ― ― R4.12.9 ―

朝倉　祐介 ― 関東財務局 ― ― ― ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号
浜松町ダイヤビル2階
シニフィアン株式会社　
内

050-3577-
1982

― 経営コンサル
ティング

― ― ― R4.12.9 ―

ミチシルベキャピタル合同会社 4010003039007 関東財務局 マニエスグループ株式会社
職務執行者　藤井　浩嗣

代表社員 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関3-2-5
霞が関ビル6階

03-6206-3309 https://manies-
ai.com/

― 1,000,000 ― ― R4.12.12 ―

合同会社ＪＲＷＤファンド第４号 4010003039056 関東財務局 一般社団法人銀河第４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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_169

― 100,000 ― ― R5.3.9 ―

株式会社３６６ 8010901047131 関東財務局 伊藤　照男 代表取締役 ○ ― 東京都港区港南二丁
目16番2号
太陽生命品川ビル28
階

050-5526-
2150

https://366.today/ab
out/

宗教法人の経
営コンサルティ
ング

71,997,801 ― ― R4.12.14 ―

GINZA4合同会社 9010003038994 関東財務局 NIHONBASHI4一般社団法人
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 ― ― 100,000 ― ― R4.12.15 ―

ヴァイパー２合同会社 2010403028783 関東財務局 ヴァイパー２一般社団法人
職務執行者　藍原　博也

代表社員 ― ○ 東京都港区浜松町一
丁目20番10号
ライオネス浜松町506
号室

03-6452-9905 ― ― 100,000 ― ― R4.12.16 ―

合同会社オルタナ１１ 3010003037028 関東財務局 一般社団法人オルブン
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 ― ― R4.12.20 ―

株式会社梓総合研究所 2010001221567 関東財務局 田中　明彦 代表取締役社長 ○ ○ 東京都千代田区大手
町一丁目６番１号
大手町ビル３F

03-6259-1755 https://azs-air.co.jp/ 調査・研究・コン
サルティング事
業

80,000,000 ― ― R4.12.20 ―

合同会社JREASTファンド第5号 6010003039186 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R4.12.21 ―

ＨＯＭ合同会社 5010403010557 関東財務局 一般社団法人DRF2
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 ― ― R4.12.26 ―

ＳＫＭ合同会社 6010403010556 関東財務局 一般社団法人DRF2
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 ― ― R4.12.26 ―

合同会社ジーアイアイ２ 9010003039126 関東財務局 一般社団法人フロンティア２
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

03-3231-1992 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_171

― 100,000 ― ― R4.12.27 ―
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Archetype Ventures3号有限責
任事業組合
(福井　俊平、中嶋　淳、向川　
恭平、Archetype Ventures合同
会社)

― 関東財務局 Archetype Ventures合同会社
代表社員　株式会社シュンペイ
職務執行者　福井　俊平

代表社員 ○ ○ 東京都港区麻布十番2
−8−10
麻布松屋ビル4F

03-3798-3700 ― Archetype 
Ventures合同会
社：該当なし
中嶋　淳：
Archetype 
Ventures合同会
社　職務執行
者、アーキタイプ
株式会社　代表
取締役、アーキ
タイプベンチャー
ズ株式会社　代
表取締役、株式
会社プロトタイプ　
代表取締役、
アーキタイプベ
ンチャーズ有限
責任事業組合 
組合員
福井　俊平：
Archetype 
Ventures合同会
社　職務執行
者、アーキタイプ
ベンチャーズ株
式会社　代表取
締役、アーキタ
イプベンチャー
ズ有限責任事業
組合　統括組合

(Archetype 
Ventures合同

会社) 
2,000,000円

― ― R5.3.31 ―

合同会社帯広キャピタル 1010403029205 関東財務局 合同会社旭川キャピタル
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 ― ― 1,500,000 ― ― R5.1.4 ―

高橋　健太 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都港区南麻布1丁
目8番16号
パークコート南麻布
1207

080-4365-
0524

― ― ― ― ― R5.1.4 ―

島岡　潤 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都中央区銀座八
丁目４番２３号
クレグラン銀座ビル７
－C階
株式会社ベアハグ内

03-6458-7789 ― ― ― ― ― R5.1.4 ―

株式会社慶應イノベーション・イ
ニシアティブ

3010401122249 関東財務局 山岸 広太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都港区三田一丁
目4番28号
三田国際ビル10階

03-6435-0945 https://www.keio-
innovation.co.jp/

コンサルティン
グ業務、市場調
査経済産業調
査業務　等

50,000,000 ― ― R5.1.5 ―

合同会社Andromeda 6010003038064 関東財務局 Sapphire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 ― ― 100,000 ― ― R5.2.6 ―

株式会社Amalgam Art Capital 5011001142668 関東財務局 新井　恵介 代表取締役 ○ ― 東京中央区銀座二丁
目9番13号
GINZA-2・9階

050-3690-
4300

― 国内外の美術
品の売買、輸出
入及び管理業務
アート作品に関
する展示会や講
習会などの企画
開催等

1,000,000 ― ― R5.2.2 ―

FTLアセット株式会社 8430001086054 関東財務局 岡　剛史 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目8番6号
AXALL ROPPONGI 6F

080-5237-
1467

https://ftl-
asset.co.jp/

金融商品仲介
業
コンサルティン

1,000,000 ― ― R5.1.10 ―

MIC Seed1号パートナーズ有限
責任事業組合（モバイル・イン
ターネットキャピタル株式会社、
元木新、海老澤観、木村賢蔵、
苗春亭、稲垣泰仁）

― 関東財務局 （モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社）
海老澤　観

代表取締役 ○ ○ 東京都千代田区霞が
関3-2-5
霞が関ビル4階
（モバイル・インター
ネットキャピタル株式
会社内）

03-6811-1050 https://www.mickk.co
m/

（モバイル・イン
ターネットキャピ
タル株式会社）
経営コンサル
ティング業務

（モバイル・イン
ターネットキャ
ピタル株式会

社）
100,000,000

― ― R5.1.11 ―
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株式会社ＪＥインベストメント 4010401171427 関東財務局 大谷  利興 代表取締役 ○ ○ 東京都港区赤坂六丁
目１５番１１号
ジャックプラザ

03-5114-0761 ― ・投資事業組合
の財産の運用
及び管理に関す
る業務
・有価証券、デリ
バティブ取引等
の各種投資業
務
・ベンチャー企
業への投資
・不動産投資業
・上記各号に附
帯又は関連する
一切の業務

1,000,000 ― ― R5.1.11 ―

アニマルスピリッツ１号有限責任
事業組合（アニマルスピリッツ合
同会社、朝倉祐介、荒木翔太）

― 関東財務局 【アニマルスピリッツ合同会社】
朝倉　祐介

代表社員 ○ ○ 東京都港区浜松町二
丁目2番15号
浜松町ダイヤビル2F

050-3577-
1982

― 【アニマルスピ
リッツ合同会社】
経営コンサル
ティング
【朝倉祐介】
経営コンサル
ティング
【荒木翔太】
経営コンサル
ティング

【アニマルスピ
リッツ合同会

社】
1,000,000

― ― R5.3.27 ―

NAMY株式会社 7010601062241 関東財務局 永田　暁彦 代表取締役 ○ ○ 東京都墨田区横川一
丁目16番3号
センターオブガレージ
Room2

03-6630-1000 ― ― 20,000,000 ― ― R5.2.20 ―

ＡＹＲ３Ａ合同会社 2010403029055 関東財務局 一般社団法人ＡＹＲ３
職務執行者　高橋　法彦

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40階

03-4572-7623 ― 不動産信託受
益権の取得、保
有及び処分。
不動産の売買、
賃貸、管理、取
得、保有、処分
及び利用。
上記に掲げる事
業
に附帯又は関連
す
る一切の事業。

100,000 ― ― R5.1.13 ―

ＡＹＲ３Ｂ合同会社 1010403029056 関東財務局 一般社団法人ＡＹＲ３
職務執行者　高橋　法彦

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40階

03-4572-7623 ― 不動産信託受
益権の取得、保
有及び処分。
不動産の売買、
賃貸、管理、取
得、保有、処分
及び利用。
上記に掲げる事
業
に附帯又は関連
す
る一切の事業。

100,000 ― ― R5.1.13 ―

ＡＹＲ３Ｃ合同会社 9010403029057 関東財務局 一般社団法人ＡＹＲ３
職務執行者　高橋　法彦

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40階

03-4572-7623 ― 不動産信託受
益権の取得、保
有及び処分。
不動産の売買、
賃貸、管理、取
得、保有、処分
及び利用。
上記に掲げる事
業
に附帯又は関連
す
る一切の事業。

100,000 ― ― R5.1.13 ―
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ＡＹＲ３Ｄ合同会社 3010403029054 関東財務局 一般社団法人ＡＹＲ３
職務執行者　高橋　法彦

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40階

03-4572-7623 ― 不動産信託受
益権の取得、保
有及び処分。
不動産の売買、
賃貸、管理、取
得、保有、処分
及び利用。
上記に掲げる事
業
に附帯又は関連
す
る一切の事業。

100,000 ― ― R5.1.13 ―

杉合同会社 8010403027714 関東財務局 杉一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R5.1.13 ―

TC11合同会社 2010003039272 関東財務局 一般社団法人TC11
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 ― ― 100,000 ― ― R5.1.17 ―

合同会社ＺＥＨＰＪ４ 7010003039573 関東財務局 一般社団法人ＺＥＨプロジェクト
職務執行者　平野　和俊

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目６番１号
三幸オフィスマネジメン
ト株式会社内
銀座三和ビル７階

03-3564-8034 ― ― 100,000 ― ― R5.1.18 ―

浜松町プロパティー合同会社 6010003038642 関東財務局 浜松町ホールディング１一般社
団法人
職務執行者　北崎　桂子

代表社員 ― ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内14
階

03-4213-0600 ― ― 10,000 ― ― R5.1.23 ―

Mazarine Renewables Godo 
Kaisha

6010003039525 関東財務局 Jost Rodewald Executive Officer of xRIT Lux Sarl, which is 
Representative 
Member of Mazarine Renewables Godo Kaisha

○ ○ c/o Tokyo Kyodo 
Accounting Office, 1-
1, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo

03-5219-8733 ― ― 1,000,000 ― ― R5.1.24 ―

合同会社はやぶさ2号 5010003039402 関東財務局 一般社団法人こまち
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 ― ― 100,000 ― ― R5.1.24 ―

合同会社アドミラルSPC 5010003032935 関東財務局 一般社団法人アドミラルファンド
2号
職務執行者　木下　玲子

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 ― ― 100,000 ― ― R5.2.28 ―

合同会社ＤＲＩＦ３ 4010003039403 関東財務局 一般社団法人ＤＲＩＦ３
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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R5.1.30 ―

MV有限責任事業組合（株式会
社Dual Bridge Capital、伊東駿、
寺田修輔）

― 関東財務局 株式会社Dual Bridge Capital
伊東 駿

代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区松濤一
丁目29番1号
渋谷クロスロード6階

03-6804-6391 ― ― 株式会社Dual 
Bridge Capital

10,000

― ― R5.3.7 ―

VE Fund合同会社 9010403019108 関東財務局 町田　智佳子 代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂九丁
目6番28号
アルベルゴ乃木坂
1008

050-5539-
5247

― ― 10,000 ― ― R5.2.6 ―

De Capital株式会社 4010401171807 関東財務局 吉田　知洋 代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木七
丁目15番7号
新六本木ビル9階

03-3403-1109 https://de-
capital.co.jp/

― 10,000,000 ― ― R5.2.13 ―

合同会社ウェルスファンドツー 2010003039751 関東財務局 一般社団法人ウェルスファンド
ツー　
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 ― ― R5.2.13 ―

合同会社ZEHPJ5 5010003039807 関東財務局 一般社団法人ZEHプロジェクト
職務執行者　平野　和俊

代表社員 ― ○ 東京都中央区銀座四
丁目6番1号
三幸オフィスマネジメン
ト株式会社内
銀座三和ビル7階

03-3564-8034 ― ― 100,000 ― ― R5.2.15 ―
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合同会社イノベーションラボ 8011503005428 関東財務局 小泉　武志 代表社員 ○ ○ 東京都北区滝野川3丁
目35番3号

090-7195-
8998

― ― 20,000 ― ― R5.2.15 ―

合同会社OCPF2号 8010003039556 関東財務局 一般社団法人OCPF
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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R5.2.16 ―

合同会社エクース 2010003039710 関東財務局 一般社団法人ハシエンダ　
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 ― ― R5.2.17 ―

合同会社熱海プロパティーズ 3010003039180 関東財務局 一般社団法人港南パートナーズ
職務執行者　山田　徳昭

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13階

03-3500-5270 ― 1 不動産の取
得、開発、保
有、処分、賃貸
借及び管理
2 ホテルの経営
3 その他前各号
に掲げる事業に
付帯又は関連す
る事業

100,000 ― ― R5.2.17 ―

合同会社FAV PRF1号 8010403029405 関東財務局 一般社団法人FAV PRF1号
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11階

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R5.2.20 ―

合同会社S3W3 4010403028518 関東財務局 一般社団法人S3W3
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

03-3470-3460 ― ― 100,000 ― ― R5.2.20 ―

合同会社ネイピアインベストメン
ツ

7010003038947 関東財務局 株式会社キロロホールディング
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 ― ― R5.2.21 ―

REVA株式会社 2010001215569 関東財務局 西中　顕吾 代表取締役 ○ ○ 東京都中央区日本橋
本町3-3-6
ワカ末ビル7階

03-6202-7528 ― （1）	有価証券の
取得、保有及び
売買
（2）	会社の合
併、事業譲渡、
株式譲渡、株式
交換、株式移
転、会社分割及
び企業提携等の
斡旋
（3）	経営コンサ
ルティング業務
（4）	投資事業有
限責任組合財
産その他投資事
業組合財産の
運用及び管理、
並びに投資事業
有限責任組合そ
の他投資事業
組合への出資
（5）	投資事業有
限責任組合の
持分その他投資
事業組合の持
分の募集若しく
は売出し又は私
募及びそれらの
取扱い
（6）	融資、融資

10,000,000 ― ― R5.2.21 ―
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ALJ Healthcare3合同会社 3010003039825 関東財務局 一般社団法人ALJ Healthcare3
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

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_173

不動産の取得、
保有、処分、賃
貸及び管理。不
動産信託受益
権の取得、保有
及び処分。
上記に掲げる事
業に附帯又は関
連する一切の事
業。

100,000 ― ― R5.2.22 ―

Link Capital 1号有限責任事業
組合（リンクキャピタル合同会社
及び青野　佑樹）

― 関東財務局 リンクキャピタル合同会社
青野　佑樹

代表社員 ○ ○ 東京都港区赤坂一丁
目12番32号
アーク森ビル3F

03-3568-3155 ― ― （リンクキャピタ
ル合同会社）

100,000

― ― R5.2.22 ―

マリーナ合同会社 9010403029065 関東財務局 一般社団法人マリーナ
職務執行者　尾花　淳

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
青山綜合会計事務所
内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R5.2.24 ―

SIJ Climate合同会社 7011003016091 関東財務局 株式会社SDGインパクトジャパン
職務執行者　栗田　永幸
職務執行者　木原（広瀬）　大地

代表社員 ○ ○ 東京都渋谷区渋谷1丁
目12番2号
クロスオフィス渋谷7階
704号
株式会社SDGインパク
トジャパン気付

03-6450-6344 ― ― 1,000,000 ― ― R5.2.24 ―

AG Japan Realty Value I GP合
同会社

4010403029540 関東財務局 エージー・ジャパン・リアルティ・
バリュー・ワン・エルエルシー
職務執行者　アンドリュー・パー
クス

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 ― ― R5.2.24 ―

合同会社GK063 6010403029266 関東財務局 一般社団法人SH063
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R5.2.27 ―

株式会社平河町オートリース
ベータ

1010001233167 関東財務局 青木　沢典 代表取締役 ○ ― 東京都千代田区平河
町一丁目6番15号
株式会社シルスフィア
会計事務所内
USビル4階

080-7949-
2621

― ― 10,000 ― ― R5.2.27 ―

合同会社マーベリック 9010003039638 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13F

03-3231-1993 https://sites.google.c
om/a/rw-
ah.com/spc/home/sp
c_172

― 350,000 ― ― R5.2.28 ―

ジー・エイ・ワン・ホールディング
合同会社

8010403028951 関東財務局 ジー・エイ・ワン・ホールディング
一般社団法人
職務執行者　高橋　法彦

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40階

03-4572-7600 ― ― 100,000 ― ― R5.3.1 ―

柘榴合同会社 9010403028612 関東財務局 柘榴一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R5.3.1 ―

株式会社Ryobi AlgoTech 
Capital

7010401172587 関東財務局 小野田　吉孝 代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝五丁目
33番1号
森永プラザビル本館16
階

03-3769-7818 https://www.ryobi.co.j
p/rac

― 30,000,000 ― ― R5.3.2 ―

合同会社AFT 3010003039866 関東財務局 一般社団法人ＡＦＴ
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 ― ― R5.3.6 ―

カタリスト戦略投資1号合同会社 2010003039198 関東財務局 カタリスト・インベストメント・グ
ループ株式会社
職務執行者　米田　岳

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3階

03-6205-3670 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.7 ―
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東神奈川環境不動産プロジェク
ト合同会社

3010003039874 関東財務局 株式会社スターツ総合研究所
職務執行者　平出　和也

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
三丁目1番8号
スターツ日本橋ビル5
階

03-6202-0381 ― ― 2,000,000 ― ― R5.3.7 ―

カタリスト戦略投資2号合同会社 1010003039199 関東財務局 カタリスト・インベストメント・グ
ループ株式会社
職務執行者　米田　岳

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3階

03-6205-3670 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.7 ―

カタリスト戦略投資3号合同会社 9010003039200 関東財務局 カタリスト・インベストメント・グ
ループ株式会社
職務執行者　米田　岳

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3階

03-6205-3670 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.7 ―

株式会社デライト・キャピタル 9011001152738 関東財務局 辻󠄀口　敬生 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区円山町
28-1
渋谷道玄坂スカイビル
11F

03-3461-4088 ― ― 5,000 ― ― R5.3.8 ―

合同会社メロンアセットアドバイ
ザーズ

7010403027384 関東財務局 加藤　健生 代表社員 ○ ― 東京都港区六本木六
丁目3番1号
六本木ヒルズクロスポ
イント903

050-3136-
2660

― ― 300,000 ― ― R5.3.8 ―

合同会社RF6 2010003039058 関東財務局 一般社団法人RF6
職務執行者　志村　光平

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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.8 ―

南小岩環境不動産プロジェクト
合同会社

4010003039766 関東財務局 スターツコーポレーション株式会
社
職務執行者　石田　元二

代表社員 ○ ○ 東京都中央区日本橋
三丁目4番10号
スターツ八重洲中央ビ
ル3階

03-6202-0377 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.9 ―

エリス合同会社 4010403029482 関東財務局 エリスホールディングス一般社団
法人
職務執行者　金谷　正文

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11階1112号室

03-3560-1115 ― ― 100,000 ― ― R5.3.9 ―

YAYOI合同会社 4010403029664 関東財務局 YAYOI一般社団法人
職務執行者　滝澤　弘子

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 ― ― 200,000 ― ― R5.3.10 ―

渋谷イーストワン合同会社 3010003039957 関東財務局 ＳＶＵＰ１号一般社団法人
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 ― ― R5.3.10 ―

合同会社ＭＹＧＫ５号 1010003039876 関東財務局 一般社団法人ＭＲＴＰ
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 ― ― 100,000 ― ― R5.3.10 ―

きずな2合同会社 8010003039787 関東財務局 一般社団法人ふたわ
職務執行者　大村　圭一

代表社員 ― ○ 東京都千代田区飯田
橋四丁目7番1号
ロックビレイビル8階
結和税理士法人内

03-6457-9916 ― ― 100,000 ― ― R5.3.13 ―

ワダツミキャピタルOne株式会社 1010001233340 関東財務局 濱田　昭仁 代表取締役 ― ○ 東京都千代田区大手
町二丁目6番4号
常盤橋タワー25階

080-9099-
0991

― (1)国内外の株
式、通貨、組合
持分その他金融
商品の売買、取
得、保有及び処
分(2)国内外の
組合型ファンド
にかかる財産の
運用及び管理
(3)前各号に附
帯関連する一切
の事業

108,609,000 ― ― R5.3.14 ―

赤坂インベストメント・ワン合同
会社

2010003038877 関東財務局 一般社団法人赤坂インベストメ
ント・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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R5.3.15 ―
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赤坂インベストメント・ツー合同
会社

2010003039891 関東財務局 一般社団法人赤坂インベストメ
ント・ツー
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

03-3231-1940 ― ― 100,000 ― ― R5.3.15 ―

LF物流ファンドスリー合同会社 3010003039899 関東財務局 ＬＦ物流ファンドスリー一般社団
法人
職務執行者　名古路　秀和

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 ― ― R5.3.15 ―

合同会社エスエフロジ 8010403029512 関東財務局 一般社団法人エスエフエー
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 100,000 ― ― R5.3.16 ―

GOLDEN EGG Ventures株式会
社

8011001152029 関東財務局 徳谷　智史 代表取締役社長 ○ ○ 東京都渋谷区神南一
丁目18番2号
フレーム神南坂4F

03-6452-8968 https://eggforward.co
.jp/

― 3,000,000 ― ― R5.3.16 ―

KROインベストメント合同会社 6010003039896 関東財務局 KRO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
日本橋一丁目三井ビ
ルディング13階

03-3246-3371 ― ― 3,000,000 ― ― R5.3.17 ―

IP Development合同会社 4010403029623 関東財務局 一般社団法人 IP Solution
職務執行者　井出　清彦

代表社員 ○ ― 東京都港区西新橋三
丁目5番2号
西新橋第一法規ビル8
階

080-3454-
6592

― 知的財産権の
取得、保有、管
理、使用・実施
の許諾及び売買
並びにこれらの
斡旋及び仲介

200,000 ― ― R5.3.17 ―

ＪＩＣＣ－０１合同会社 1010403029758 関東財務局 ＪＩＣキャピタル株式会社
職務執行者　板橋　理

代表社員 ○ ○ 東京都港区虎ノ門一
丁目3番1号
東京虎ノ門グローバル
スクエア8階

03-5532-7130 ― ― 100,000 ― ― R5.3.20 ―

合同会社ネクサスワン 1010003039892 関東財務局 一般社団法人ＮＸ　I
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 ― ― R5.3.20 ―

合同会社ながみね 7010003039318 関東財務局 一般社団法人ながみね
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 ― ― R5.3.20 ―

Mファンディング合同会社 6011103010862 関東財務局 Mファンディング一般社団法人
職務執行者　池田　卓也

代表社員 ― ○ 東京都文京区後楽一
丁目4番14号
後楽森ビル18階
東京ユナイテッド綜合
事務所内

03-6801-8990 ― ― 100,000 ― ― R5.3.22 ―

株式会社TRYFUNDS　
INVESTMENT

1010401135054 関東財務局 ― ― ○ ○ ― 03-6453－
9008

http://www.tryfunds.c
o.jp

― ― ○ ― R5.2.7 ―

Beyond Next Ventures株式会
社、Beyond Next Ventures3号
有限責任事業組合（伊藤毅、植
波剣吾、橋爪克弥、有馬暁澄）

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3丁目7番2号
MFPR日本橋本町ビル
3階

03-4405-8073 http://beyondnextven
tures.com/

Beyond Next 
Ventures株式会
社
有料職業紹介
事業

Beyond Next 
Ventures株式

会社
10,000,000

― ― R5.3.22 ―

合同会社強羅開発 5010003039609 関東財務局 一般社団法人強羅開発
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30階

03-5157-1214 ― ― 100,000 ― ― R5.3.22 ―

National Search Fund株式会社 3290001097665 関東財務局 山根　孝 代表取締役 ○ ○ 東京都港区港南二丁
目16番2号28階

070-4003-
8699

― ― 29,500,000 ― ― R5.2.27 ―

合同会社KLF3 2010003039917 関東財務局 一般社団法人KLF3
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.23 ―

合同会社KRF101 9010003038350 関東財務局 一般社団法人KRF101
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5
階

03-5157-6032 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.23 ―
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HIF FUND5号合同会社 8011103012816 関東財務局 一般社団法人債権流動化総合
研究所
職務執行者　平野　源

代表社員 ○ ― 東京都新宿区西新宿
六丁目21番1号
アイタウン・プラザ203
号

080-7419-
1128

― ― 10,000 ― ― R5.3.23 ―

MIRAI POWER1号合同会社 7010403029331 関東財務局 一般社団法人SH064
職務執行者　粟国　正樹

代表社員 ― ○ 東京都港区虎ノ門二
丁目10番4号
オークラプレステージ
タワー10階
株式会社青山綜合会
計事務所内

03-3560-5065 ― ― 10,000 ― ― R5.3.27 ―

合同会社ウエスト・ストリート・
ジャパン・ツー

9010403026525 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
47階

03-6439-0010 ― ― 3,000,000 ― ― R5.3.27 ―

ANRI1・2・3アネックス有限責任
事業組合（佐俣安理、河野純一
郎、鮫島昌弘及びANRI株式会
社）

― 関東財務局 【ANRI株式会社】
佐俣　安理

代表取締役 ○ ○ 東京都港区六本木六
丁目10-1
六本木ヒルズ森タワー
15F

03-4500-8935 【ANRI株式会社】
https://anri.vc/

― 【ANRI株式会
社】

10,000

― ― R5.3.28 ―

アーバンエナジーPV合同会社 3010003039916 関東財務局 東京センチュリー株式会社
職務執行者　藤田　勇司

代表社員 ○ ― 東京都千代田区神田
練塀町3番地

03-5157-1214 ― ― 1,000,000 ― ― R5.3.28 ―

PP-BFT1号有限責任事業組合
(株式会社プライムパートナー
ズ、堀部 大司、長谷川 勝之、
門永 大介)

― 関東財務局 株式会社プライムパートナーズ
堀部　大司

代表取締役 ○ ○ 東京都港区虎ノ門1丁
目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネス
タワー5F

03-5545-7175 株式会社プライム
パートナーズ：
http://www.prime-
prtnrs.com/

株式会社プライ
ムパートナーズ：
経営コンサル
ティング

堀部 大司：団体
役員(電通ベン
チャーズ(民法上
の任意組合ファ
ンド))

長谷川 勝之：団
体役員(電通ベ
ンチャーズ(民法
上の任意組合
ファンド))

門永 大介：役員
(株式会社KDNG 
代表取締役)、
団体役員(電通
ベンチャーズ(民
法上の任意組
合ファンド))

1,000,000 ― ― R5.3.29 ―

グローリー・アジア・インベスト合
同会社

8010003040002 関東財務局 迫丸　卓哉 代表社員 ○ ○ 東京都中央区築地一
丁目2番1-809号

080-1093-
4892

― ― 100,000 ― ― R5.3.29 ―

合同会社ながずみ 5010003039897 関東財務局 一般社団法人ながずみ
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 ― ― R5.3.30 ―

柴合同会社 1010403028611 関東財務局 柴一般社団法人
職務執行者　目黒　正行

代表社員 ○ ○ 東京都港区西新橋一
丁目1番1号
日比谷フォートタワー
16階
EPコンサルティング
サービス内

03-6438-4222 ― ― 100,000 ― ― R5.3.30 ―

一般社団法人KDX戸建インカム
ファンド

4010405021834 関東財務局 武野氏　伸哉 代表理事 ― ○ 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 ― ― 3,000,000 ― ― R5.3.30 ―

Sustech GXキャピタル有限責任
事業組合（株式会社Sustech、
丹野裕介、飯田祐一郎）

― 関東財務局 株式会社Sustech
丹野　裕介

代表取締役 ○ ○ 東京都港区芝三丁目1
番14号芝公園阪神ビ
ル5階

03-6722-6301 ― ― (株式会社
Sustech)

640,268,000

― ― R5.3.31 ―
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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 ― ― R4.7.20 ―

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 ― ○ 東京都港区北青山三
丁目3番13号
共和五番館 2階

090-2227-
3067

http://www.genesiave
ntures.com/

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

― ― R5.2.24 ―

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 ―

ＤＲＯＮＥ　ＦＵＮＤ株式会社 2021001054667 関東財務局 千葉　功太郎 代表取締役 ○ ○ 東京都渋谷区恵比寿
三丁目3番6号
滝澤ビル3階

03-5422-7070 ― 未公開企業に対
する株式投資業

3,000,000 ― ― R4.12.27 ―

千葉　功太郎 ― 関東財務局 ― ― ○ ○ 東京都渋谷区桜丘町
16番12号
桜丘フロントビル2階
千葉道場株式会社　
内

03-6805-1700 ― 経営コンサルタ
ント業

― ― ― R5.3.31 ―

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

― ― フェトムパート
ナーズ株式会

社
30,000,000

― ― R5.1.19 ―

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 ― ― R4.7.11 ―

CEJキャピタル株式会社 6050001043847 関東財務局 宇賀　伸二 代表取締役 ○ ○ 茨城県つくば市学園南
二丁目2番地1

029-869-8446 ― ・サイバニクス産
業の創出に向け
た企画立案・実
行、投資候補企
業のソーシング
・サイバニクス産
業を構成する関
連企業との事業
連携・業務連
携・資本連携の
企画・推進
・事業連携・業
務連携を通じて
得られる直接的
利益及び知見・
ノウハウ等の間
接的利益のグ
ループ内展開に
よるサイバニク
ス産業の成長促
進
・医療福祉機器
及び医療福祉シ
ステムの研究開
発
・投資事業組合
等各種組合の
設立の為のコン
サルタント
・有価証券等の

45,000,000 ― ― R4.9.12 ―
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日本オービス株式会社 4060001005360 関東財務局 横山　康男 代表取締役 ○ ○ 栃木県宇都宮市弥生1
丁目11番9号ＭＩビル3
階

028-638-1505 http://streamingtv.jp 1.インターネッ
ト、電子メール
等による情報提
供システムの企
画・制作・販売
2.インターネット
の接続仲介・ア
クセスサービス
業及びインター
ネットを利用した
各種の情報処
理・情報提供
サービス業
3.インターネット
ホームページの
制作及び販売
4.商業広告の企
画立案及び実施
5.上記各号に附
帯する一切の事
業

40,000,002 ― ― R4.10.17 ―

株式会社ＲＢＧパートナーズ 8020001128244 関東財務局 金子　英正 代表取締役 ○ ○ 神奈川県横浜市西区
南幸二丁目15番20号
ＹＢＳ南幸ビル8階

045-415-8160 http://rbgp.co.jp ― 20,500,000 ― ― R5.1.30 ―

エイチ・アセット・マネジメント株
式会社

5020001127967 関東財務局 浜野　健太郎 代表取締役 ○ ○ 神奈川県横浜市中区
尾上町四丁目57番地
横浜尾上町ビルディン
グ8階

045-285-1593 http://eichiam.com ― 1,000,000 ― ― R3.12.28 ―

株式会社京葉銀キャピタル＆コ
ンサルティング

3040001108645 関東財務局 齊藤　嘉茂 代表取締役社長 ○ ○ 千葉県千葉市中央区
千葉港5番45号

043-304-5111 ― １．企業経営等
に関するコンサ
ルティング業務
２．Ｍ＆Ａに関す
る仲介、斡旋、
コンサルティン
グ及びアドバイ
ザリー業務並び
に投資事業

50,000,000 ― ― R4.7.29 ―

株式会社RMDパートナーズ 7020001138632 関東財務局 時田　太郎 代表取締役 ○ ○ 神奈川県横浜市西区
南幸二丁目１５番２０
号YBS南幸ビル８階

045-415-8160 https://www.rmdp.co.j
p/

― 4,950,000 ― ― R5.1.30 ―

ぐんま地域共創パートナーズ株
式会社

4070001037543 関東財務局 鏡山　英男 代表取締役 ○ ○ 群馬県前橋市元総社
町１９４

050-3612-
4544

https://www.g-
rasp.co.jp/

有価証券及び金
銭債権等の取
得、保有及び売
却、金銭の貸
付、融資、経営
コンサルティン
グ業務、ビジネ
スマッチング業
務、付帯関連す
る一切の業務

100,000,000 ― ― R4.7.7 ―

株式会社ウイング・キャピタル・
パートナーズ

1060001033380 関東財務局 荒井　大 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

028-611-3622 https://www.wing-
capital.co.jp/

― 70,000,000 ― ― R4.5.2 ―

オーバルベンチャーズ株式会社 8040001114952 関東財務局 小沢　悟

林　武宏

代表取締役 ○ ○ 千葉県市川市曽谷2丁
目17番7号

090-2486-
8877

https://unbuilt.vc ― 7,050,000 ― ― R4.5.23 ―

http://rbgp.co.jp/
https://unbuilt.vc/
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八十二インベストメント株式会社 4100001034660 関東財務局 前田　剛彦 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 ― １．有価証券の
取得および保有
ならびに売却
２．投資事業組
合財産の運用･
管理
３．資金の貸付
け
４．前各号に付
帯または関連す
る一切の業務

30,000,000 ― ― R5.2.21 ―

合同会社岡山御津河内太陽の
郷１号

8040003006776 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号
OXFOX西千葉ビル2階

043-306-8861 ― 太陽光発電及び
売電事業、当該
事業に付帯又は
関連する一切の
業務

100,000 ― ― R3.11.25 ―

NextG有限責任事業組合（窪田
規一、今井宏晴、蛯名喜代作、
黒田智生、栗田秀臣、飯沼契、
水野雄介、渡邉亜希子、大槻智
洋、中村瑞穂、加藤康太、西村
哲、齊藤和裕、中村和夫、櫻井
亨、五十嵐晶、白石大成、石田
理子）

― 関東財務局 ― ― ○ ○ 神奈川県川崎市高津
区坂戸３丁目２番１号
ＫＳＰ西３０４

044-819-2001 ― ― ― ― ― R4.9.26 ―

合同会社宮古川井太陽の郷 9040003006783 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号
OXFOX西千葉ビル2階

043-306-8861 ― 太陽光発電及び
売電事業、当該
事業に付帯又は
関連する一切の
業務

100,000 ― ― R3.12.20 ―

合同会社姫路砥堀太陽の郷２
号

7040003006793 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号

043-306-8861 ― 1　太陽光発電
及び売電事業
2　各種動産リー
ス、賃貸借、売
買及び保守管理
3　上記事業に
付帯又は関連す
る一切の業務

100,000 ― ― R4.1.27 ―

合同会社横浜BR 4010003031830 関東財務局 一般社団法人西ヶ原開発
職務執行者　本郷　雅和

代表社員 ― ○ 神奈川県藤沢市鵠沼
石上二丁目5番1号
湘南鵠沼 BLD 3階

03-5219-8777 ― ― 100,000 ― ― R4.10.19 ―

合同会社松江東太陽の郷 1040003006782 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号

043-306-8861 ― 太陽光発電及び
売電事業、当該
事業に付帯又は
関連する一切の
業務

100,000 ― ― R4.3.30 ―

OLｔV　Seed　Fund有限責任事
業組合
（木村亮介、國井紅秋、ライフタ
イムベンチャーズ合同会社）

― 関東財務局 ライフタイムベンチャーズ合同会
社
木村　亮介

代表社員 ○ ○ 神奈川県横浜市中区
桜木町一丁目101番地
1
クロスゲート7階

045-900-8510 https://lifetime-
ventures.com/

― ライフタイムベ
ンチャーズ合同

会社
3,000,000

― ― R5.1.5 ―

合同会社四万十カフス太陽の郷 5040003006770 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号

043-306-8861 ― 太陽光発電及び
売電事業、当該
事業に付帯又は
関連する一切の
業務

100,000 ― ― R4.4.27 ―

合同会社鈴鹿ERI１号 2020003020900 関東財務局 一般社団法人鈴鹿ＥＲＩ１号
職務執行者　本郷　雅和

代表社員 ― ○ 神奈川県横浜市港北
区新横浜二丁目5番地
2
新横浜Ｕ・Ｕビル5階

03-4580-9900 ― ― 1,000,000 ― ― R4.5.25 ―

合同会社姶良太陽の郷 7040003006785 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号

043-306-8861 ― 太陽光発電及び
売電事業、当該
事業に付帯又は
関連する一切の
業務

100,000 ― ― R4.11.4 ―

合同会社菊池太陽の郷 6040003006786 関東財務局 一般社団法人太陽光発電システ
ム普及推進センター
職務執行者　片岡　知彦

代表社員 ○ ― 千葉県千葉市中央区
松波二丁目4番18号

043-306-8861 ― 太陽光発電及び
売電事業、当該
事業に付帯又は
関連する一切の
業務

100,000 ― ― R4.12.16 ―
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株式会社Maruyama Konzern 3030001148444 関東財務局 丸山　大喜 代表取締役 ○ ○ 埼玉県羽生市大字須
影764番地2

0120-417-104 ― ― 10,000,000 ― ― R5.1.30 ―

株式会社ONGAESHI Holdings 5030001147584 関東財務局 村井　満 代表取締役 ○ ○ 埼玉県さいたま市浦和
区前地二丁目1番地4

株式会社
TRYFUNDS 
INVESTMENT
03-6453-9008

― ― 25,000,000 ― ― R5.2.7 ―

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 ― ○ R1.6.25 ―

株式会社OKBキャピタル 1200001013525 東海財務局 岡田　恒一 代表取締役 ○ ○ 岐阜県大垣市郭町
二丁目２５番地
ＫＩＸ中央ビル５階

0584-74-2251 ― コンサルティン
グ

100,000,000 ― ○ R4.9.6
―

十六リース株式会社 5200001002607 東海財務局 白木　幸泰 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 ― ○ R4.7.5
―

ぎふしん総合ファイナンス株式
会社

6200001001327 東海財務局 若山　光將 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 ― ファイナンス業 100,000,000 ― ○ R5.1.26
―

静岡キャピタル株式会社 1080001008364 東海財務局 久野　託司 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 ― ○ R5.2.17
―

株式会社ぎふリバイタル 9200001009243 東海財務局 飯山　英輝 代表取締役 ○ ○ 岐阜県岐阜市金町八
丁目1番地

058-262-1700 ― ― 45,000,000 ― ○ R4.5.17
―

株式会社愛知リバイタル 2010401104272 東海財務局 飯山　英輝 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 ― ― 20,000,000 ― ○ R5.3.23
―

株式会社三重リバイタル 2190001020927 東海財務局 飯山　英輝 代表取締役 ○ ○ 三重県津市栄町二丁
目380番地

059-221-3300 ― ― 20,000,000 ― ○ R4.5.17
―

百五リース株式会社 8190001000898 東海財務局 寺尾　正紀 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 ― ○ R4.7.14

―
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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

10,000,000 ― ○ R2.1.15

―

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 山腰　和重 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 ― ○ R4.4.25
―

株式会社MTG Ventures 2180001133985 東海財務局 藤田　豪 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦二丁目8番24号
オフィスオオモリ8階

070-2236-
6472

https://mtgv.vc/ 教育事業、各種
イベントの企画
運営

100,000,000 ― ― R5.2.10
―

藤田　豪 ― 東海財務局 ― ― ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦二丁目8番24号
オフィスオオモリ8階

070-2236-
6472

― 教育、経営コン
サルティング、
新規事業の企
画検討に関する
事業

―
― ― R5.2.3

―

株式会社未来Linkパートナーズ 2180001136996 東海財務局 永井　晶也 代表取締役 ○ ○ 名古屋市中村区名駅
一丁目1番1号
JPタワー名古屋34F

052-589-2814 ― 経営コンサルタ
ント

15,000,000 ― ― R4.12.1
―

百五みらい投資株式会社 7190001026960 東海財務局 畑野　悦哉 代表取締役 ○ ○ 三重県津市栄町三丁
目123番地1
栄町ビル2階

059-224-8105 https://105mirai.co.jp
/

― 70,000,000 ― ― R4.7.7
―

株式会社Bricks&UK 9180001061008 東海財務局 梶浦　潮 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦二丁目13番19号　
瀧定名古屋ビル7F

052-228-0758 https://mabank.biz ・企業経営全般
に関するコンサ
ルティング事業
・会社の合併及
び営業譲渡に関
するコンサル
ティング業
・インターネット
のホームページ
の企画、設計、
開発、販売、運
用及び保守に関
する業務

3,000,000 ― ― R4.8.16

―

株式会社名古屋キャピタルパー
トナーズ

5180001140764 東海財務局 近藤　和 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦三丁目19番17号 名
古屋銀行本店ビル7階

052-962-0061 https://www.meigin.com/about/nagoya-capital-partners.html経営コンサルタ
ント

50,000,000 ― ― R4.7.12
―

岡崎キャピタルGP合同会社 4180303004718 東海財務局 株式会社OKAZAKIキャピタル　
職務執行者　本田　靖男

代表社員 ○ ○ 愛知県岡崎市菅生町
字元菅41番地
本部ビル4階

0564-25-7721 ― ― 1,000,000 ― ― R2.9.30
―

株式会社名南経営キャピタル 2180001143431 東海財務局 永井　晶也 代表取締役 ○ ○ 名古屋市中村区名駅
一丁目１番１号JPタ
ワー名古屋34F

052-589-2784 ― 経営コンサルタ
ント

10,000,000 ― ― R3.6.10
―

https://mtgv.vc/
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伊藤　仁成 ― 東海財務局 ― ― ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦二丁目8番24号
オフィスオオモリ8階

070-2244-
6264

― アドバイザリー
業務（大企業リ
レーションのサ
ポート）

― ― ― R5.2.3

―

株式会社決断サポート 4190001018176 東海財務局 上田　泰弘 代表取締役 ○ ○ 三重県四日市市堀木
二丁目1番1号アーバ
ンKビル7階B号室

059-329-7099 http://ketudan-support.jp/経営コンサルタ
ント

21,000,000 ― ― R4.5.26
―

NOBUNAGAキャピタルビレッジ
株式会社

4200001038486 東海財務局 峠　清孝 代表取締役 ○ ○ 岐阜県岐阜市神田町6
丁目11番地1協和第2
ビル5階

058-264-5516 http://www.nobunaga-capital-village.co.jp/― 50,000,000 ― ― R4.8.4
―

さんしんキャピタル株式会社 9080101022803 東海財務局 手老　壽夫 代表取締役 ○ ○ 静岡県駿東郡長泉町
下土狩96-3　三島信
用金庫長泉支店内

055-971-6005 ― 経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

20,000,000 ― ― R4.6.23
―

愛知キャピタル株式会社 7180001149705 東海財務局 磯部　勝雅 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
栄三丁目14番12号　
愛知銀行本店6階

052-212-5260 ― ― 90,000,000 ― ― R4.11.25
―

株式会社スズケンインベストメン
ト

4180001151572 東海財務局 山本　裕一 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市東区
東片端町8番地　スズ
ケン本社7階

052-950-6696 ― ― 10,000,000 ― ― R4.7.4
―

BACI東海株式会社 6010401167340 東海財務局 大河内　啓一郎 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦三丁目20番1号　第
七錦ビル3階2号室

052-211-7883 ― 経営戦略、業務
改善及びIT戦
略、M＆Aに関す
るコンサルティン
グ業務

10,000,000 ― ― R4.7.19

―

名南M&A株式会社 1180001116041 東海財務局 篠田　康人 代表取締役社長 ○ ○ 愛知県名古屋市中村
区名駅一丁目1番1号 
JPタワー名古屋34階

052-589-2795 https://www.meinan-
ma.com/

M&Aの仲介・コ
ンサルティング

310,710,100 ― ― R5.1.20
―

株式会社フジタ・イノベーション・
キャピタル

3180001139164 東海財務局 渡辺　捷昭 代表取締役 ○ ○ 愛知県豊明市沓掛町
田楽ケ窪1番地98　藤
田医科大学2号館4階

0562-93-6110 ― ― 45,000,000 ― ― R5.3.22
―

日本ものづくり事業承継投資株
式会社

6180001153088 東海財務局 松原　一平 代表取締役 ○ ○ 愛知県名古屋市中区
錦一丁目5番11号 名
古屋伊藤忠ビル3階

052-222-5305 ― 経営コンサル
ティング業務

20,000,000 ― ― R5.1.12
―

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

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 ○ R2.2.5

ほくほくキャピタル株式会社 3230001002969 北陸財務局 毛呂　聡史 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 ○ R4.10.24

https://www.meinan-ma.com/
https://www.meinan-ma.com/
【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
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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 湯浅　徹 代表取締役 ○ ○ 福井市順化１丁目１番
１号

0776-43-1120 http://www.fukuicc.c
o.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 ○ R4.10.18

アセットファイナンスとなみ合同
会社

6220003002684 北陸財務局 一般社団法人アセットファイナン
スとなみ

代表社員 ○ ○ 石川県金沢市新神田5
丁目5番地

076-291-5750 ― ― 100,000 R1.12.6

株式会社ＱＲインベストメント 3220001024238 北陸財務局 浜野　文雄 代表取締役 ○ ○ 石川県金沢市武蔵町
１番16号CROSS武蔵
町６階

076-223-2501 https://www.hokkokuba
nk.co.jp/qri/

・有価証券及び
金銭債権等の
取得、保有及び
売却
・経営に関する
コンサルティン
グ
・企業の合併、
買収並びに業務
提携のあっせん

90,000,000 R5.3.27

株式会社Carbon　Ventures 1220001024719 北陸財務局 内田　大剛 代表取締役 〇 〇 石川県金沢市玉川町1
番5号

076-233-2210 https://www.mitani.co.jp
/ventures

出版、イベントの
運営、WEBサー
ビス運営

10,000,000 R4.4.21

アセットファイナンス小松合同会
社

4220003003197 北陸財務局 一般社団法人アセットファイナン
ス小松

代表社員 〇 石川県金沢市新神田5
丁目5番地

076-291-5750 ― ― 100,000 R4.4.25

池田泉州キャピタル株式会社 3120001074409 近畿財務局 田中　耕 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 https://www.si-cap.jp ― 90,000,000 ― ○ R5.3.30 ―

ABCドリームベンチャーズ株式
会社

4120001192069 近畿財務局 石崎　豪朗 代表取締役社長 ○ ○ 大阪市福島区福島1-
1-30

06-6458-5321 http://adventures.co.j
p/

― 20,000,000 ― ○ R4.8.30 ―

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 ― ○ R4.6.3 ―

大阪大学ベンチャーキャピタル
株式会社

7120901034862 近畿財務局 清水　速水 代表取締役 ○ ○ 大阪府吹田市山田丘2
番8号

06-6879-4982 https://www.ouvc.co.jp ― 35,000,000 ― ○ R4.6.9 ―

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 ― ○ H30.4.24 ―

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.j
p/

― ― ○ ○ R2.1.21 ―

【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
https://www.hokkokubank.co.jp/qri/
https://www.hokkokubank.co.jp/qri/
https://www.mitani.co.jp/ventures
https://www.mitani.co.jp/ventures
【1月】（統合版）01  届出者一覧.xls
https://www.si-cap.jp/
http://adventures.co.jp/
http://adventures.co.jp/
http://www.fvc-ad.co.jp/
http://www.fvc-ad.co.jp/
https://www.ouvc.co.jp/
http://www.kvi.ne.jp/
http://www.kcam.co.jp/
http://www.kcam.co.jp/
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京銀リース・キャピタル株式会社 1130001010364 近畿財務局 竹中　伸一 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 https://www.kyotoklc.c
o.jp/

リース業 100,000,000 ― ○ R4.7.14 ―

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 楠美　公 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/

有料職業紹介
事業

35,000,000 ― ○ R4.10.1 ―

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
二丁目1番36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

― ― ○ R2.5.11 ―

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 ―

株式会社ＪＩＫ 5120001120045 近畿財務局 田仲　豊徳 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 ― ○ R5.2.17 ―

しがぎんリース・キャピタル株式
会社

6160001000911 近畿財務局 西　基宏 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 https://www.shigagin.
com/about/group/slc
/

総合リース業
務、
投資業務

31,100,000 ― ○ R4.11.7 ―

但銀リース株式会社 7140001056491 近畿財務局 淀　徳久 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 ― ○ R3.12.28 ―

中信ベンチャーキャピタル株式
会社

6130001018072 近畿財務局 安川　淳史 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 ― ○ R4.6.16 ―

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 ―

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 ― ○ R4.4.25 ―

ハックベンチャーズ株式会社 1010001153695 近畿財務局 金沢　崇
古林　大輔

代表取締役 ○ ○ 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

06-6105-1395 https://www.hack-
ventures.com/

― 300,000 ― ○ R5.2.21 ―

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 ―

https://www.kyotoklc.co.jp/
https://www.kyotoklc.co.jp/
http://www.kyoto-unicap.co.jp/
http://www.kyoto-unicap.co.jp/
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
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
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
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
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
https://www.shigagin.com/about/group/slc/
https://www.shigagin.com/about/group/slc/
https://www.shigagin.com/about/group/slc/
http://www.tanginlease.co.jp/
http://www.tanginlease.co.jp/
http://www.tsubota-tmb.co.jp/office/
http://www.tsubota-tmb.co.jp/office/
http://www.bs-capital.co.jp/
http://www.bs-capital.co.jp/
https://www.hack-ventures.com/
https://www.hack-ventures.com/
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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 金　武偉 代表取締役 ○ ○ 京都市中京区烏丸通
錦小路上ル手洗水町
659番地　烏丸中央ビ
ル

075-257-2511 https://www.fvc.co.jp/ ・ベンチャー企
業に対する投資
・有価証券の取
得および保有
・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
・経営コンサルタ
ント業
・セミナー、講演
会の企画、運営
及び講師派遣
・企業の人事、
総務、経理事務
の受託及びこれ
らのコンサルタ
ント業

1,500,000,000 ― ○ R5.2.3 ―

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 ― ― ― ― ○ H30.2.8 ―

みなとキャピタル株式会社 5140001020879 近畿財務局 山下　勝司 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 ― ○ R4.7.20 ―

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 ― ○ R4.9.28 ―

みやこキャピタルマネージメント
有限責任事業組合（山口　哲
史、岡橋　寛明、菅谷　常三郎、
三澤　宏之）

― 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218

075-752-9101 ― ― ― ― ○ H30.12.25 ―

株式会社Monozukuri Ventures 1130001055789 近畿財務局 牧野　成将 代表取締役 ― ○ 京都府京都市下京区
朱雀宝蔵町34番地梅
小路MArKEt3階

075-874-2426 https://monozukuri.vc/ 起業家育成事
業
経営コンサル

95,040,000 ― ― R5.2.24 ―

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701

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 ― ― R4.11.11 ―

ティーエスアイ株式会社 7130001062292 近畿財務局 熊谷　孝幸 代表取締役社長 ― ○ 京都市中京区新町通
三条上ル町頭町112番
地 菊三ビル2F

075-257-5715 https://tsi-
japan.com/

起業・事業化支
援等

15,000,000 ― ― R3.11.19 ―

一般社団法人日本スタートアッ
プ支援協会

5120905005416 近畿財務局 岡　隆宏 代表理事 ○ ○ 大阪府池田市畑一丁
目6番28号

072-748-3455 https://www.yumepla
nning.jp/

・起業家の経営
課題解決に必要
な情報及び具体
的な支援策の提
供
・投資家、金融
機関、サービス
プロバイダー等
に対する当法人
の会員の紹介
・ビジネスネット
ワーク構築に必
要な交流会、イ
ベントの企画及
び運営
・投資家に対す
る投資候補先企
業の紹介

100,000 ― ― R4.12.23 ―

兵庫県協同サービス株式会社 4140001005625 近畿財務局 田中　健一 代表取締役社長 ○ ○ 兵庫県神戸市西区学
園東町2丁目１-１

078-793-6186 ― リース業 30,000,000 ― ― R4.4.6 ―

株式会社オリジン・パートナーズ 3120001221514 近畿財務局 川原　世久 代表取締役社長 ○ ○ 大阪府大阪市中央区
安土町2丁目2番15号
ハウザー堺筋本町駅
前ビル6階

06-6268-2345 ― 経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

1,000,000 ― ― R1.10.28 ―

https://www.fvc.co.jp/
https://monozukuri.vc/
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みやこCM2有限責任事業組合
（山口　哲史、岡橋　寛明、菅谷　
常三郎、三澤　宏之）

― 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 ― ―
―

― ― R4.9.28 ―

奈良古民家まちづくりパートナー
ズ株式会社

8150001023083 近畿財務局 畠中　幸治 代表取締役 ○ ○ 奈良県奈良市東向北
町21番地1
松山ビル3階

080-9187-
5654

― ― 3,000,000 ― ― R4.4.28 ―

株式会社フェニクシー 2130001061811 近畿財務局 橋寺　由紀子 代表取締役 ○ ○ 京都市左京区吉田橘
町32番地

075-746-3931 https://www.phoenixi.
co.jp/

新規事業創出
のための支援／
起業又は創業
のためのコンサ
ルティング／事
業の創出及び開
発のためのコン
サルティング

9,900,000 ― ― R4.5.10 ―

株式会社NEX Consulting 9011001098799 近畿財務局 藤井　祐司 代表取締役 ○ ○ 大阪府大阪市北区中
之島二丁目2番2号大
阪中之島ビル4階

06-4706-3113 https://nex-cnsl.co.jp/事業承継アドバ
イサリー
M&Aアドバイサ
リー
事業再生アドバ
イサリー

30,000,000 ― ― R4.5.11 ―

プラスソーシャルインベストメント
株式会社

8130001057317 近畿財務局 ― ― ― ○ ― 075-257-7814 https://www.psinvest
ment.co.jp/

― ― ○ ― R2.8.31 ―

IDS1号合同会社 9140003015254 近畿財務局 一般社団法人調剤薬局運営研
究会
職務執行者　薩摩　嘉則

代表社員 ○ ○ 兵庫県芦屋市業平町5
番20号

06-6268-3661 ― ― 1,000,000 ― ― R4.9.15 ―

合同会社KOBE中心高楼 7140003015264 近畿財務局 一般社団法人エスエムティー
職務執行者　池田　勉

代表社員 ○ ○ 兵庫県神戸市東灘区
向洋町中五丁目15番
地　ジ・アンタンテ　4階

078-858-0680 ― ― 500,000 ― ― R2.9.23 ―

南都キャピタルパートナーズ株
式会社

8150001024083 近畿財務局 髙橋　敦行
（堺　敦行）

代表取締役 ○ ○ 奈良市橋本町16番地 0742-27-1547 https://www.nantoba
nk.co.jp/link/kessan/
nanto-capital-
partners.html

― 100,000,000 ― ― R4.12.6 ―

taliki有限責任事業組合
（株式会社taliki、中村　多伽）

― 近畿財務局 株式会社taliki
中村　多伽

代表取締役 ○ ○ 京都府京都市中京区
高倉通錦小路上る貝
屋町565番地1　四条
高倉スカイハイツ802

090-5310-
0197

https://www.taliki.co.j
p/

(株式会社taliki)
1.経営コンサル
タント業
2.電子出版物の
制作、販売、仲
介
3.求人、求職情
報提供サービス
の企画、運営、
管理業務
4.人材の育成、
職業適性、能力
開発の為の教
育及びカウンセ
リング業務
5.広告代理業及
び各種の宣伝に
関する 業務
6.投資事業有限
責任組合の組
成、管理及び運
用
7. 衣料品、日用
雑貨品、食料品
の卸売、小売及
び輸出入
8.前各号に附帯
関連する一切の
事業

(株式会社taliki)
13,770,000

― ― R4.1.21 ―

https://www.nantobank.co.jp/link/kessan/nanto-capital-partners.html
https://www.nantobank.co.jp/link/kessan/nanto-capital-partners.html
https://www.nantobank.co.jp/link/kessan/nanto-capital-partners.html
https://www.nantobank.co.jp/link/kessan/nanto-capital-partners.html
https://www.taliki.co.jp/
https://www.taliki.co.jp/
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吉本興業株式会社 2120001126730 近畿財務局 岡本　昭彦 代表取締役社長 ○ ― 大阪市中央区難波千
日前11番6号

06-6643-1122 http://www.yoshimot
o.co.jp/

タレントマネジメ
ント・エージェン
ト並びにソフト・
TV・ラジオ番組
及び演芸・演劇
の制作・配給・
興行

10,000,000 ― ― R4.6.27 ―

紀陽キャピタルマネジメント株式
会社

4170001016454 近畿財務局 丸岡　範夫 代表取締役 ○ ○ 和歌山県和歌山市中
之島2249番地

073-426-7130 ― ・有価証券の取
得、保有および
売却
・企業経営に関
するコンサル
ティング業務

50,000,000 ― ― R4.4.5 ―

株式会社セブンスターズキャピ
タル

1120001231795 近畿財務局 西本　洋 代表取締役 ○ ○ 大阪市北区小松原町
3-3OSビル14階

06-6131-1626 ― 経営コンサル
ティング業

10,000,000 ― ― R3.6.28 ―

IDS2号合同会社 2140003015442 近畿財務局 一般社団法人調剤薬局運営研
究会
職務執行者　薩摩　嘉則

代表社員 ○ ○ 兵庫県芦屋市業平町5
番20号

0797-31-8622 ― ― 1,000,000 ― ― R4.5.10 ―

TOレジデンシャルアルファ合同
会社

6120003006191 近畿財務局 TO一般社団法人
職務執行者　垂谷　保明

代表社員 〇 ○ 大阪市中央区鎗屋町
一丁目3番10号メロ
ディーハイム内本町
404号開成公認会計士
共同事務所内

06-6966-0848 ― ― 3,000,000 ― ― R4.5.31 ―

TQレジデンシャルアルファ合同
会社

1120003006246 近畿財務局 TQ一般社団法人
職務執行者　垂谷　保明

代表社員 〇 ○ 大阪市中央区鎗屋町
一丁目3番10号メロ
ディーハイム内本町
404号開成公認会計士
共同事務所内

06-6966-0848 ― ― 3,000,000 ― ― R4.5.31 ―

ヤンマーベンチャーズ株式会社 4120001236817 近畿財務局 尾田　伸之 代表取締役社長/代表パートナー ○ ○ 大阪市北区茶屋町1番
32号

06-7526-9930 ― ― 50,000,000 ― ― R5.2.15 ―

株式会社京信ソーシャルキャピ
タル

1130001068989 近畿財務局 国本　丈弘 代表取締役 ○ ○ 京都市下京区四条通
柳馬場東入立売東町7
番地

075-211-2111 ― ― 50,000,000 ― ― R3.10.19 ―

株式会社神戸大学キャピタル 7140001123614 近畿財務局 山口　正弘 代表取締役 ○ ○ 神戸市灘区六甲台町1
番1号産官学連携本部
2階

078-803-5988 ― ― 1,000,000 ― ― R5.1.20 ―

フロンティア南都インベストメント
合同会社

3150003002686 近畿財務局 フロンティア・マネジメント株式会
社
職務執行者　彦工　伸治
南都キャピタルパートナーズ株
式会社
職務執行者　髙橋　敦行（堺　敦
行）

代表社員 ○ ○ 奈良市橋本町16番地 0742-27-1547 ― ― 5,000,000 ― ― R4.5.24 ―

株式会社クロステック・マネジメ
ント

3130001058575 近畿財務局 北村　誠 代表取締役 ○ ○ 京都市左京区北白川
瓜生山２番地116号

075-791-9122 http://xtech-m.co.jp ・教育資材、教
育機器等のリー
ス・販売
・喫茶、飲食店
業
・製造および開
発の受託および
請負
・大学が試験研
究機関と企業の
高度化を図るた
めの技術交流
の斡旋
・講演会、研修
会、シンポジウ
ム、セミナー等
の企画、運営
・各種コンサル
ティング業

25,777,500 ― ― R4.5.23 ―

http://xtech-m.co.jp/
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yasu有限責任事業組合
（yasu株式会社、鈴田泰久）

― 近畿財務局 yasu株式会社　鈴田　泰久 代表取締役 〇 ○ 京都市北区紫竹西高
縄町17番地

070-1279-
2800

https://yasu.vc (yasu株式会社）
１．ベンチャー
ファンドの企画、
運営および管理
２．経営コンサ
ルタントに関す
る事業
３．広告企画・代
理事業
４．前各号に附
帯関連する一切
の事業

（yasu株式会
社）

200,000

― ― R4.8.3 ―

合同会社高瀬川 4120003022414 近畿財務局 一般社団法人高瀬川　職務執行
者　鄭　武壽

代表社員 ― ○ 大阪府大阪市中央区
宗右衛門町2番13号

03-5157-1214 ― 不動産の取得、
開発、保有及び
処分
不動産の賃貸お
よび管理
その他前各号に
掲げる事業に附
帯または関連す
る一切の事業

100,000 ― ― R4.9.22 ―

株式会社ＰＦ　Ｃａｐｉｔａｌ 6010001153781 近畿財務局 東山　寛尚 代表取締役 〇 ○ 京都府京都市西京区
御陵大原1-49

075-394-5580 ― ― 35,000,000 ― ― R5.2.4 ―

TRレジデンシャルアルファ合同
会社

1120003006279 近畿財務局 TR一般社団法人　職務執行者　
垂谷　保明

代表社員 ○ ○ 大阪市中央区鎗屋町
一丁目3番10号メロ
ディーハイム内本町
404号開成公認会計士
共同事務所内

06-6966-0848 ― ― 3,000,000 ― ― R5.2.27 ―

ひょうご環境エネルギー合同会
社

2140003017934 近畿財務局 一般社団法人ひょうご環境エネ
ルギー推進協会　職務執行者　
大谷　雄治

代表社員 〇 ― 兵庫県神戸市中央区
栄町通四丁目2番18号

078-371-3500 ― ・太陽光発電等
によるエネル
ギーに係る設備
の設置、運用及
び保守管理業務
・太陽光発電事
業等によるエネ
ルギーの供給及
び販売
・太陽光発電等
に関する各種イ
ベントの企画、
制作及び運営業
務
・太陽光発電等
に関する調査研
究及び情報提供
・その他上記に
付帯関連する業
務

1,000,000 ― ― R4.10.4 ―

合同会社北淡路開発プロジェク
ト

8010003030985 近畿財務局 一般社団法人淡路島ホールディ
ングス　職務執行者　三品　貴仙

代表社員 〇 〇 兵庫県淡路市夢舞台2
番地28

03-3231-1940 https://sites.google.com
/a/rw-
ah.com/spc/home/spc_
148

不動産信託受
益権の取得、保
有及び処分、不
動産の売買、賃
貸、管理、取
得、所有、保
有、処分及び利
用

500,000 ― ― R4.12.26 ―

合同会社伊勢 9120003023473 近畿財務局 一般社団法人伊勢　職務執行者　
鄭　武壽

代表社員 ― ○ 大阪市中央区宗右衛
門町2番13号

03-5157-1214 ― 不動産の取得、
開発、保有及び
処分
不動産の賃貸お
よび管理
前述の事業に附
帯または関連す
る一切の事業

100,000 ― ― R5.3.24 ―

株式会社広島ベンチャーキャピ
タル

5240001009961 中国財務局 岩本　宏 代表取締役 ○ ○ 広島市中区銀山町３
番１号 ひろしまハイビ
ル21　17階

082-504-3979 http://www.h-vc.co.jp 経営アドバイザ
リー業務

100,000,000 ○ R4.12.20

https://yasu.vc/
https://yasu.vc/
https://yasu.vc/
https://yasu.vc/
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_148
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_148
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_148
https://sites.google.com/a/rw-ah.com/spc/home/spc_148
http://www.h-vc.co.jp/
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ごうぎんキャピタル株式会社 9280001000203 中国財務局 吉田　孝 代表取締役 ○ ○ 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 ○ R4.8.18

とっとりキャピタル株式会社 8270001000898 中国財務局 永田　篤哉 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 ○ R4.6.17

株式会社エス・ケイ・ベンチャー
ズ

7250001009736 中国財務局 石田　直樹 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

080-6300-
7740

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 ○ R4.7.20

山口キャピタル株式会社 1250001000618 中国財務局 古堂　達也 代表取締役 ○ ○ 下関市竹崎町四丁目
２番３６号山口銀行本
店内

082-236-0165 https://yamaguchi-
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 ○ R5.3.27

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

084-987-1216 http://tsuneishi-
cp.com/

― 50,000,000 ○ R5.3.6

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 熊谷　賢一 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 ○ R2.12.23

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 佐藤　智寛 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

65,000,000 ○ R2.10.14

株式会社せとうち経済圏・シッ
プ・パートナーズ

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 ○ R2.7.27

http://www.g-cp.jp/
http://www.tottoricap.com/
http://www.tottoricap.com/
https://yamaguchi-capital.co.jp/
https://yamaguchi-capital.co.jp/
http://tsuneishi-cp.com/
http://tsuneishi-cp.com/
http://www.hinet.co.jp/
http://www.hinet.co.jp/
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ひろしんビジネスサービス株式
会社

6240001010019 中国財務局 安原　智樹 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 ○ R3.6.25

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 R5.2.22

富士見町開発合同会社 5240003003731 中国財務局 一般社団法人富士見町開発
職務執行者　野坂　照光

代表社員 ○ ○ 広島県広島市中区基
町10番3号
広島県自治会館2F　
一般社団法人せとうち
観光推進機構内

082-836-3205 ― ― 100,000 R4.5.27

ひろぎんキャピタルパートナーズ
株式会社

2240001055884 中国財務局 増井　慶太郎 代表取締役 ○ ○ 広島県広島市中区紙
屋町一丁目3番8号ひ
ろぎんホールディング
ス本社ビル10階

082-504-3762 https://www.hicap.co.jp
/

経営コンサル
ティング

100,000,000 R4.8.10

瀬戸内Startups LLP 有限責任
事業組合

― 中国財務局 瀬戸内Startups LLP 有限責任
事業組合　組合員　藤田圭一郎　
組合員　橋永邦明（山田邦明）

― ○ ○ 岡山県岡山市北区平
和町6-6

086-222-2881 ― ― 5,500,000 R3.8.19

株式会社ちゅうぎんキャピタル
パートナーズ

8260001036695 中国財務局 小橋　栄紀 代表取締役 ― ○ 岡山県岡山市北区丸
の内一丁目１５番２０
号ちゅうぎん本店ビル
９階

086-234-7170 ― 1.投資事業組合
財産及び投資事
業有限責任組
合財産の運用
及び管理
2.有価証券の取
得、保有および
売却
3.経営一般に関
するコンサル
ティング
4.企業の合併、
分割、事業譲
渡、資産売買、
ならびに資本、
業務、技術、販
売、製造等の提
携の斡旋
5.前各号に付随
関連する一切の
事業

50,000,000 R5.1.30

https://www.hicap.co.jp/
https://www.hicap.co.jp/
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GoodFoodJapan1号合同会社 5010003032084 中国財務局 GoodFoodJapan株式会社 職務
執行者 長谷部　修

代表社員 ○ ― 山口県下関市豊前田
町3-3-1国際貿易ビル
706号

070-1322-
3944

― ― 2,000,000 R4.11.24

百十四リース株式会社 5470001003504 四国財務局 藤村　昌彦 代表取締役 ― ○ 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 ○ R4.11.11

株式会社四銀地域経済研究所 2490001001293 四国財務局 有光　滋方 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 ○ R4.7.27

いよぎんキャピタル株式会社 1500001000443 四国財務局 濱口　俊樹 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 ○ R5.2.17

ひめぎんリース株式会社 9500001003422 四国財務局 平尾　秀一郎 代表取締役 ○ ○ 松山市南持田町２７番
地１

089-933-1513 http://www.himegin-
lease.co.jp

リース業 30,000,000 ○ R4.7.22

株式会社四国リバイタル 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 ― ― 30,000,000 ○ R4.5.16

http://www.114lease.co.jp/
http://www.114lease.co.jp/
http://www.iyo-capital.co.jp/
http://www.iyo-capital.co.jp/
http://www.himegin-lease.co.jp/
http://www.himegin-lease.co.jp/
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阿波銀コンサルティング株式会
社

8480001009002 四国財務局 三浦　淳典
見村　尚師

代表取締役
代表取締役

○ ○ 徳島市新町橋二丁目
25番地

088-654-0321 https://www.awagincon
sul.jp/

1.経営に関する
コンサルティン
グ業務
2.事業承継に関
するコンサル
ティング業務
3.前各号の業務
に附帯または関
連する業務
4.金融に関する
下記各号の業
務
(1)コンピュー
ターに関するソ
フトウェアの開
発およびメンテ
ナンスの受託
(2)コンピュー
ターに関するソ
フトウェアの販
売、賃貸および
付属機器の販
売、賃貸、斡旋
(3)コンピュー
ター運用の受託
(4)コンピュー
ター導入および
利用に関するコ
ンサルティング
(5)コンピュー

100,000,000 ○ R4.10.14

オーシャンリース株式会社 6490001000300 四国財務局 久保田　雅人 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 ○ R4.9.7

いよぎん・REVICインベストメンツ
株式会社

7500001020758 四国財務局 上田　眞 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 R5.3.15

四国アライアンスキャピタル株
式会社

7500001021095 四国財務局 竹田　雅弘 代表取締役 ○ ○ 愛媛県松山市三番町
四丁目12番地1いよぎ
ん三番町ビル1階

089-913-2100 https://sacapital.co.jp/ 経営コンサルタ
ント

100,000,000 R3.8.4

株式会社四国水族館開発 9470001015388 四国財務局 流石　学 代表取締役 ― ○ 香川県綾歌郡宇多津
町浜一番丁4

0877-49-4590 http://shikoku-
aquarium.jp/

水族館に係る経
営・運営受託お
よび管理等

100,000,000 R2.7.1

株式会社産学連携キャピタル 9480001010941 四国財務局 田中　雅範 代表取締役 ○ ○ 徳島県徳島市南常三
島町二丁目1番地
徳島大学VBL棟3階

088-678-2029 https://aiac.co.jp 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

1,000,000 R2.4.10

株式会社調剤経営研究所 4140001115985 四国財務局 薩摩　嘉則 代表取締役 ○ ○ 徳島県徳島市沖浜町
明治開342番地

0885-35-7037 ― コンサルティン
グ

50,000,000 R5.1.30

株式会社高知産学連携キャピタ
ル

9490001010049 四国財務局 田中　雅範 代表取締役 ○ ○ 高知県高知市朝倉本
町2丁目17番47号

088-855-8062 https://www.akac.co.jp ・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
・前各号に付帯
又は関連する業
務

1,000,000 R4.9.29

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/

― ― ○ ○ R3.10.11

https://www.awaginconsul.jp/
https://www.awaginconsul.jp/
http://ocean-lease.jp/
http://www.johoza.co.jp/
http://shikoku-aquarium.jp/
http://shikoku-aquarium.jp/
https://aiac.co.jp/
https://www.akac.co.jp/
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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 坂根　隆 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、不動産
の管理、賃貸、
売買

50,000,000 ○ R4.8.1

ひびしんキャピタル株式会社 7290801006879 福岡財務支局 高木　勇二 代表取締役 ○ ○ 北九州市八幡東区尾
倉二丁目8番1号

093-663-8520 http://www.hibishinca
pital.com/

Ｍ＆Ａの情報斡
旋

30,000,000 ○ R4.7.11

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 富永　金吾 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 ○ R5.2.21

昭光株式会社 4290001048972 福岡財務支局 石井　智幸 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 ○ R4.7.14

株式会社ドーガン 4290001024313 福岡財務支局 ― ― ― ○ ― 092-739-2311 http://www.dogan.jp/ ― ― ○ ○ R3.8.31
ＮＣＢキャピタル株式会社 2290001068733 福岡財務支局 井上　一成 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 ○ R5.1.31

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 https://qbc.co.jp/ ― 9,450,000 ○ R4.4.19

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 ― ― ― ○ R3.9.17

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.genkaicap
ital.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
上川端町9-159

080-5215-
1050

http://f-ventures.vc/ 無し ― R4.7.29

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 R3.3.17

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 吉田　泰彦 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4階

092-723-2139 http://www.ffg-
venture.co.jp

該当なし 10,000,000 R5.2.13

株式会社エフベンチャーズ 9011001111124 福岡財務支局 両角　将太 代表取締役 ○ ○ 福岡県福岡市博多区
上川端町9-159

080-5215-
1050

http://f-ventures.vc/ 経営コンサル
ティング業務

100,000 R5.3.2

GxPartners有限責任事業組合
（岸原稔泰、中原健、寺井博志、
一般社団法人Startup GoGo）

― 福岡財務支局 ― ― 〇 ○ 福岡県福岡市中央区
天神一丁目15番５号
天神明治通りビル８階

092-781-8817 ― ―
―

R5.2.10

https://qbc.co.jp/
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SGインキュベート株式会社 6290001084710 福岡財務支局 相川　洋 代表取締役 ○ ○ 福岡県福岡市博多区
千代1丁目17番1号

092-633-2540 https://sg-incubate.jp/ ・有価証券の取
得及び保有
・投資事業有限
責任組合財産
の運用及び管理
・会社の合併及
び技術、販売、
製造、企画等の
業務提携の仲
介
・経営コンサル
ティング業
・以上に付帯又
は関連する一切
の業務

25,000,000 R4.4.27

NCBキャピタルインベストメント
株式会社

6290001085923 福岡財務支局 井上　一成 代表取締役 ○ ○ 福岡県福岡市博多区
下川端町２番１号博多
座・西銀ビル11階

092-260-9100 https://ncbcap.co.jp 経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

10,000,000 R4.7.21

ベータ2020有限責任事業組合
(林龍平、渡辺麗斗)

― 福岡財務支局 ― ― ◯ ◯ 福岡県福岡市中央区
大名二丁目4番22号新
日本ビル3階

092-739-2600 ― ―
―

R2.4.7

株式会社NCBベンチャーキャピ
タル

5290001089082 福岡財務支局 井上　一成 代表取締役 ◯ ◯ 福岡県福岡市中央区
天神二丁目5番28号天
神西通りセンタービル8
階

092-731-8010 ― 経営及び財務に
関するコンサル
ティング業務

30,000,000 R4.4.14

QB2パートナーズ有限責任事業
組合(坂本剛、本藤孝、川太規
之、QBキャピタル合同会社)

― 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706

092-832-6200 ― ―
―

R4.4.20

オプティム・バンクテクノロジー
ズ株式会社

9300001012105 福岡財務支局 松本　智之 代表取締役 ◯ ◯ 佐賀県佐賀市本庄町1
オプティム・ヘッド
クォータービル3階

0952-20-0261 ― ①ソフトウェアの仕入、
企画、開発、販売、賃
貸、保守②コンピュータ
並びに関連機器の仕入
れ、販売、賃貸、保守の
受託並びに導入主導業
③金融・保険業、建設
業、卸売・小売業、製造
業、飲食業、サービス
業、医療・福祉業、農
業、林業、水産業、不動
産業に関する、分析、調
査、企画、製造、購入販
売、、運営、通信販売、
レンタル、輸出入支援④
医療機器の製造、仕入、
販売並びに賃貸、保守
⑤有価証券の取得及び
保有並びに売却業務⑥
金銭貸付、債務保証及
び債権買取り業務⑦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⑧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⑨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⑩
人材育成のための各種
セミナーの企画及び運営
並びに教育事業⑪人材
育成のための指導、助
言及び教育事業⑫人材
育成のための教材の制
作、販売及びその教育
事業⑬職業紹介・労働
者派遣業⑭前各号に関
する講演会、セミナーの

30,000,000 R4.7.26

合同会社JR九州企業投資 5290003011060 福岡財務支局 九州旅客鉄道株式会社
職務執行者　赤木由美

代表社員 ◯ ◯ 福岡市博多区博多駅
前3-25-21博多駅前ビ
ジネスマンセンタービ
ル10階

092-474-6608 ― ― 300,000 R4.4.14

https://sg-incubate.jp/
https://ncbcap.co.jp/


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

株式会社FFG成長投資 3290001092617 福岡財務支局 草本　桂 代表取締役 ○ ○ 福岡県福岡市中央区
大手門一丁目8番3号
FFG本社ビル10階

092-723-2511 － ・株式、新株予
約権、社債その
他の有価証券
の取得及びその
他投資に関する
業務
・投資事業有限
責任組合等の
運営及び管理
・前各号に付帯
マヤは関連する
一切の業務

25,000,000 R4.4.26

F Ventures LLP3号有限責任事
業組合（株式会社エフベン
チャーズ、両角将太）

－ 福岡財務支局 株式会社エフベンチャーズ
両角　将太

代表取締役 ○ ○ 福岡県福岡市博多区
上川端町9番159号

092-291-4624 https://f-ventures.vc/ (株式会社エフベン
チャーズ）
1.国内および海外
の各種事業への投
資事業並びに投資
に関するコンサルタ
ント業務
2．人材育成、能力
開発のための教育
事業及び経営コン
サルタント業
3．マーケティング・
リサーチ及び経営
情報の調査、収集
及び提供並びに広
告宣伝に関する業
務
4．企業戦略の立
案、企業革新、企業
情報システムの構
築及びМ＆Aに関
する支援
5．経営コンサルティ
ング業務
6．物品販売業
7．メディアの運営
8．前各号に付帯す
る一市の事業
（両角将太）
－

(株式会社エフ
ベンチャーズ）

100,000

R5.3.2

LOCAL-Z有限責任事業組合
（INQRUDER合同会社、山根 
孝）

－ 福岡財務支局 INQRUDER合同会社
職務執行者　山根 孝

代表社員 ○ ○ 福岡県福岡市早良区
室見4丁目10番15－2
号

092-834-7952 － 経営コンサル
ティング事業

2,500,000 R3.11.24

Marble1 合同会社 6290003010359 福岡財務支局 一般社団法人Marble1
職務執行者　米田　尚司

代表社員 ― ○ 福岡県福岡市早良区
百道浜2丁目4番27号
AIビル6階

092-836-5986 － 1.太陽光を含む
新エネルギーを
利用した発電、
送電及び電力の
売買
2.前号に附帯関
連する一切の事
業

1,000 R4.5.11

株式会社アイキューブドベン
チャーズ

5290001095436 福岡財務支局 山形　修功 代表取締役 ○ ○ 福岡県福岡市中央区
天神4-1-37　第1明星
ビル4階

092-552-4358 － ・有価証券の取
得及び保有並び
に投資事業組合
財産の運用及び
管理
・経営コンサル
ティング
・企業育成支援
・前各号に付帯
関連する一切の
事業

10,000,000 R4.2.28

アイキューブド１号パートナー有
限責任事業組合（山形修功、有
森正和、佐々木勉）

－ 福岡財務支局 ― ― ○ ○ 福岡県福岡市中央区
天神4-1-37　第1明星
ビル4階

092-552-4358 － ― ― R4.2.28

https://f-ventures.vc/
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肥銀キャピタル株式会社 7330001003904 九州財務局 宮﨑　智弘 代表取締役 ― ○ 熊本県熊本市中央区
下通一丁目9番9号

096-311-5922 https://www.higincapi
tal.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 ○ R4.10.28

大分ベンチャーキャピタル株式
会社

7320001000299 九州財務局 渡邉　剛之 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 https://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 ○ R4.7.25

宮銀ベンチャーキャピタル株式
会社

6350001002038 九州財務局 今井　正己 代表取締役 ○ ○ 宮崎県宮崎市橘通東
四丁目3番5号

0985-20-0822 https://www.miyaginv
c.jp/

経営コンサル
ティング業務

10,000,000 ○ R4.3.1

株式会社宮崎太陽キャピタル 8350001001822 九州財務局 野村　公治 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 https://www.taiyocapi
tal.co.jp

融資斡旋、経営
コンサルティン
グ業務

10,000,000 ○ R4.6.23

鹿児島ディベロップメント株式会
社

9340001000832 九州財務局 宮𦚰　道秋 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 ○ R5.1.23

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 ○ R4.1.21

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
GF
職務執行者　
陶久　晴岳

業務執行社員 ○ ― 鹿児島県鹿屋市寿五
丁目11番3号

0994-45-6490 ― ― 50,000,000 R1.12.4

株式会社くまもと未来創生キャ
ピタル

8010401126154 九州財務局 池田　力 代表取締役 ○ ○ 熊本県熊本市中央区
紺屋今町1番5号
Wビルディング辛島公
園9階

096-312-0380 ― ― 50,000,000 R3.4.16

株式会社グローカル・クラウド
ファンディング

5330001027161 九州財務局 ― ― ○ ○ ― 096-201-1851 https://www.glocal-
cf.com/

― ― ○ R4.9.30

https://www.higincapital.co.jp/
https://www.higincapital.co.jp/
https://www.oita-vc.co.jp/
https://www.oita-vc.co.jp/
https://www.miyaginvc.jp/
https://www.miyaginvc.jp/
https://www.taiyocapital.co.jp/
https://www.taiyocapital.co.jp/
https://www.glocal-cf.com/
https://www.glocal-cf.com/
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株式会社チェンジ鹿児島 8340001024650 九州財務局 中垣　雄 代表取締役 ― ○ 鹿児島県日置市伊集
院町下谷口2129番地5

080-5401-
9444

― ・ウェブサイト及び
ウェブコンテンツ
の企画、デザイ
ン、開発、制作、
管理及び運営並
びにこれらの受託
及びコンサルティ
ング
・コンピュータソフ
トウェアの企画、
開発、制作、保
守、管理、販売及
びコンサルティン
グ
・情報提供サービ
ス
・アナログデータ
の数値化サービ
ス
・株式及び社債等
の有価証券への
投資業務
・企業診断、投資
計画及び経営一
般に関するコンサ
ルティング業務
・経営コンサル
ティング

9,000,000 R4.7.14

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 ― ― R4.4.15 ―

エステックアセットマネジメント株
式会社

8360001025259 沖縄総合事務
局

エステックアセットマネジメント株
式会社　芝垣　知明

代表取締役 ― ○ 沖縄県名護市大中1丁
目19番24号
名護市産業支援セン
ター5階

0980-43-0620 https://estec-
inc.jp/assetmanageme
nt

資産の活用、管
理、運用に関す
る総合コンサル
ティング等

50,000,000 ○ ― R5.2.28 ―

エステック長崎時津合同会社 6360003009773 沖縄総合事務
局

一般社団法人エステック長崎時
津

職務執行者
田口　勝富

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松山2丁
目1番12号　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　合人
社那覇松山ビル2階

098-943-1206 ― ― 100,000 ― ― R1.10.16 ―

株式会社沖縄リゾートエンター
テイメント

8360001025738 沖縄総合事務
局

株式会社沖縄リゾートエンターテ
イメント　税所　篤

代表取締役 ○ ― 沖縄県那覇市松山2丁
目17番5号
ローズハイム松山201
号

03-3408-3100 ― 飲食店の企画、
運営、管理及び
経営

1,000,000 ― ― R1.11.25 ―

SCOM株式会社 5360001026350 沖縄総合事務
局

SCOM株式会社　藤本和之 代表取締役 ○ ○ 沖縄県浦添市牧港4-
11-3
おきでん牧港ビル3F

098-894-6900 ― ― 60,000,000 ― ― R4.6.10 ―

http://www.ryugin-ri.co.jp/
http://www.ryugin-ri.co.jp/
https://estec-inc.jp/assetmanagement
https://estec-inc.jp/assetmanagement
https://estec-inc.jp/assetmanagement
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株式会社琉球キャピタル 5360001027225 沖縄総合事務
局

株式会社琉球キャピタル　池端
透

代表取締役 ○ ○ 沖縄県那覇市久茂地
一丁目7番1号　
琉球リース総合ビル9
階

080-975-9511 https://www.ryukyu-
c.com/

・有価証券及び
金銭債権等の
保有、管理、運
用及び取得等の
投資事業
・企業の事業譲
渡、資本参加、
業務提携及び組
織再編等に関す
る調査、企画並
びにそれらの斡
旋及び仲介
・経営コンサル
ティング業務
・債券及び不動
産の売買に関す
るコンサルティン
グ業務

83,750,000 ― ― R5.3.7 ―

エステック青森合同会社 8360003010309 沖縄総合事務
局

一般社団法人エステック青森

職務執行者
田口　勝富

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松山2丁
目1番12号
合人社那覇松山ビル2
階

098-943-1206 ― ― 100,000 ― ― R2.6.19 ―

エステック和泉中央合同会社 3360003010593 沖縄総合事務
局

一般社団法人エステック和泉中
央

職務執行者
田口　勝富

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松山2丁
目1番12号
合人社那覇松山ビル2
階

098-943-1206 ― ― 100,000 ― ― R2.11.2 ―

エステック東神奈川合同会社 8360003010787 沖縄総合事務
局

一般社団法人エステック東神奈
川

職務執行者
中尾　篤史

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松山2丁
目1番12号
合人社那覇松山ビル2
階

098-943-1206 ― ― 100,000 ― ― R3.2.3 ―

Jホテル沖縄合同会社 8360003010977 沖縄総合事務
局

Jホテル沖縄ホールディングス一
般社団法人

職務執行者　
池田　卓也

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市泉崎二
丁目46番地
沖縄ハーバービューホ
テル1階

03-6801-8990 ― ― 100,000 ― ― R5.2.7 ―

公益財団法人沖縄科学技術振
興センター

1360005004298 沖縄総合事務
局

公益財団法人沖縄科学技術振
興センター

代表理事　
屋　宏典

理事長 ○ ○ 沖縄県うるま市字州崎
5-1
沖縄バイオ産業振興
センター 2階

098-921-2500 https://www.ostc-
okinawa.org/

学術調査研究
事業、産学官共
同研究事業、知
的・産業クラス
ター形成に関す
る事業

167,000,000 ― ― R4.7.20 ―

エステック戸畑合同会社 8360003011513 沖縄総合事務
局

一般社団法人エステック戸畑

職務執行者
中尾　篤史

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松山2丁
目1番12号
合人社那覇松山ビル2
階

098-943-1206 ― ― 100,000 ― ― R4.2.3 ―

ＣＥＳ岩手太陽光発電所合同会
社

1360003010934 沖縄総合事務
局

一関１太陽光発電所一般社団法
人

職務執行者
本間　理志

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松尾一
丁目10番24号
ホークシティ那覇ビル1
階

050-5534-
7702

― 不動産の売買、
コ
ンサルティング
等

500,000 ― ― R4.3.8 ―

ＣＥＳ九州３太陽光発電所合同
会社

3360003010321 沖縄総合事務
局

一般社団法人隼人太陽光発電
所

職務執行者
本間　理志

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松尾一
丁目10番24号
ホークシティ那覇ビル1
階

050-5534-
7702

― 不動産の売買、
コ
ンサルティング
等

500,000 ― ― R4.4.25 ―

https://www.ryukyu-c.com/
https://www.ryukyu-c.com/
https://www.ostc-okinawa.org/
https://www.ostc-okinawa.org/
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アセットファイナンス福岡中洲合
同会社

9360003012080 沖縄総合事務
局

一般社団法人アセットファイナン
ス福岡中洲

職務執行者
新井　貴雄

代表社員 ― ○ 沖縄県那覇市松山2丁
目1番12号                 
                                
                                
                                
                                
                                
                           　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　  合人社那
覇松山ビル2階

098-943-1206 ― ― 100,000 ― ― R3.7.1 ―

合同会社Z１号 3360003009025 沖縄総合事務
局

有限会社L＆E Office 
Management

職務執行者
上原　修

代表社員 ○ ○ 沖縄県那覇市おもろま
ち二丁目13番14号

090-3794-
5599

― ― 100,000 ― ― R4.12.1 ―

株式会社うむさんラボ 1360001018005 沖縄総合事務
局

株式会社うむさんラボ　代表取
締役　比屋根　隆

代表取締役 ○ ○ 沖縄県那覇市首里山
川町1丁目34-2

098-921-3800 https://umusunlab.co.jp
/

経営コンサルタ
ント、アウトソー

シング業務

19,050,000 ― ― R5.2.16 ―

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
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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

― ○ R4.4.1 ―

ロックウッド・ベンチャー・ワン・エ
ルエルシー

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

林　健二 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)

― ○ R3.4.20 ―

Rebright Partners Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

蛯原　健 Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ○ ○ 東京都千代田区霞が
関一丁目4番1号日土
地ビル２Ｆ

080-1309-
6976

http://rebrightpartner
s.com/

経営
コンサルティン
グ

SGD150,000 ― ○ R5.3.30 ―

SPIRAL VENTURES PTE. LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

高橋　威雄 日本における代表者 ― ○ 東京都渋谷区道玄坂
一丁目12番1号
渋谷マークシティ W22
階

03-4360-5413 http://www.spiral-
ventures.com

― 4,153,349米ド
ル

― ○ R4.4.21 ―

https://umusunlab.co.jp/
https://umusunlab.co.jp/
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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
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

島添　浩 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

917,177.72米ド
ル

― ○ R5.3.7 ―

MC Co-investment 
Management Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

蔭山　雄介

小林 舞子

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 ― ― 米国185,000ド
ル

― ― R5.3.13 ―

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
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

島添　浩 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

1,505,325.27米
ドル

― ― R5.3.7 ―

New Joy Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

張　青淳 代表パートナー ○ ○ 埼玉県さいたま市浦和
区皇山町33番10-605
号

090-3681-
3565

― ― 50,000 ― ― R3.3.24 ―
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（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

JAFCO Investment (Asia 
Pacific) Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

渋澤 祥行 President & CEO ○ ○ 10 Marina, Boulevard 
#33-05, Marina Bay, 
Financial Centre, 
Singapore 018983

+65-6224-
6383

http://www.jafcoasia.
com/

― 15百万シンガ
ポールドル

― ― R2.10.7 ―

Carlyle Japan II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Susan Bass 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― ¥1,268,153 ― ○ R5.3.30 ―

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

+852-212-
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ーLik Chu
Elizabeth KaーYee Kan

Director
Director

― ○ c/o First Eastern 
Investments Ltd
21st Floor, 28 
Hennessy Road, 
Hong Kong

+852-2956-
3838

http://www.first-
eastern.com/jcf/For
m20-2.pdf

― 1 ― ○ R2.5.27 ―

MSREF V International-GP, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter Harned Vice President of MSREF V, Inc., Managing 
Member of MSREF V, L.L.C., Managing Member 
of MSREF V InternationalーGP, L.L.C.

― ○ 1585 Broadway, New 
York NY 10036, U.S.A.

+1-212-761-
4000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s04970/

― 0 ― ○ R3.3.11 ―

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
/terms-of-use-
disclaimers/

― JPY110,000 ― ○ H28.12.21 ―

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 

4,010,000 ― ○ R3.5.18 ―

Ever Perfect Development 
Limited.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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Ford Loi Development Limited. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ―

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$0 ― ○ ― ―

FGF (GP) Management Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Timothy Martin, 
David Cornish

Director ― ○ Gaspe House, 66-72 
Esplanade, St. Helier, 
Jersey JE2 3QT

+44 1534 
501049

― ― GBP 25,000 ― ○ R5.1.23 ―

ACA II Co-Invest GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yanting Wang Director ― ○ 12 East 49th Street, 
11th Floor, New York, 
NY 10017, USA

+1-212-710-
3200

http://aetoscapitalasi
a.com/

― USD19,722 ― ○ ― ―

Globespan Management 
Associates IV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steven Wood Authorized Signatory, Chief Financial Officer ― ○ c/o Globespan Capital 
Partners, One 
International Place, 
26th Floor, Suite 2610, 
Boston, MA 02110, 
USA

+1-617-305-
2300

www.globespancapital.
com

― USD 4,100,000 ― ○ ― ―

Globespan Management 
Associates V, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steven Wood Authorized Signatory, Chief Financial Officer ― ○ c/o Globespan Capital 
Partners, One 
International Place, 
26th Floor, Suite 2610, 
Boston, MA 02110, 
USA

+1-617-305-
2300

www.globespancapital.
com

― USD 50,000 ― ○ ― ―

Orient Infrastructure Asset 
Managers Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

松岡　芳晃 Director ― ○ 東京都港区浜松町2-
4-1世界貿易センター
ビル南館　オリックス
株式会社内

03-3435-3145 ― ― USD201,000 ― ○ R3.10.28 ―

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

https://greenpower.c
o.jp/index.php/jp/new
s/Web

― 0ユーロ ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

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

― ○ ― ―

MSDW Venture Partners IV, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Miller 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$0 ― ○ ― ―

APPOSITE HEALTHCARE (GP) 
LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vijayabalan Murugesu Director ― ○ c/o Apposite Capital 
LLP, Second Floor, 21 
Whitefriars Street, 
London EC4Y 8JJ, 
United Kingdom

+44-0-20-
3475- 1710

http://www.appositec
apital.com/

― $1.00 ― ○ R4.9.8 ―

King Range Industrial Limited. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ―
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Green Core GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lydia A. Gavalis Vice President and Secretary ― ○ 110 Washington 
Street, Suite 1300, 
Conshohocken, 
Pennsylvania 19428 
U.S.A.

+1-610-934-
2222

www.hlgcfund.com ― US$100.00 ― ○ ― ―

Cayman Capital Management II, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
6/10/spb.pdf

― USD 50,000 ― ○ ― ―

Cayman Capital Management, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ― ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
6/10/spb.pdf

― JPY 5,128,500 ― ○ ― ―

Morgan Stanley Private Equity 
Asia, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HsuanーChin Chou 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$0 ― ○ ― ―

Morgan Stanley Private Equity 
Asia III, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HsuanーChin Chou 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$0 ― ○ ― ―

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

+60-3-2302-
3888

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05012/

― USD50,000.00 ― ○ ― ―

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

http://sunbridgepartn
ers.com/japan-
investor-information/

― $5,514,716.95 ― ○ ― ―

PineBridge Employee 
Alternative Investment GP II, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tracie E. Ahern
Sarah A. Tracy

Director
Director

― ○ c/o PineBridge 
Investments LLC,
Park Avenue Tower, 
65 East 55th Street, 
New York, NY 10022, 
U.S.A.

+1-646-857-
8000

https://www.pinebridg
e.co.jp/institutional/t
okurei_disclosure.html

― USD100 ― ○ ― ―

Translink Management I, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani

Sung Bin Park

Jackie Yang

Managing Director

Managing Director

Managing Director

― ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300, Palo Alto, CA 
94301, U.S.A.

+1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

Investment 
Business

US$847,000 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$3,609,818 ― ○ ― ―

GS Advisors VI, 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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ○ ― ―

Redwood Grove International 
Associates, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Paul Bidinger
Rohit Wanchoo
Desmond Francis McGowan

Director
Director
Director

― ○ 405 Lexington Ave., 
Floor 9, New York, NY 
10174, U.S.A.

+1-212-710-
7875

― ― $100 ― ○ R5.2.16 ―

Frontier Global Buyout Private 
Investors GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randal Daije

Gwendolyn McLaughlin

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd., Director of Frontier Global Buyout Private 
Investors GP Ltd.

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

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$100 ― ○ R5.3.9 ―

DCM International IV, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―

DCM International V, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―
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Manager Clean Tech Private 
Equity II B.V.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mr. Manh Duy Van Cao

Mr. Angus Oliver Whiteley

Director of Stafford Capital Partners B.V.,
which is Director of Manager Clean Tech Private 
Equity II B.V.

― ○ Coolsingel 6, 
3011 AD Rotterdam, 
the Netherlands

+31-6-10-55-
48-59

https://www.staffordc
p.com/private-equity

― EUR90,000 ― ○ R4.10.14 ―

Liu Asia Equity Company III ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Liu Director ― ○ c/o Unitas Capital 
Pte. Ltd. 27th Floor, 
Canton House, 56 
Queen’s Road 
Central, Hong Kong

+852-2533-
1818

http://www.unitascapi
tal.com/

― US$0.01 ― ○ ― ―

MSREF VII, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Klopp

Margaret Sii

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 ― ○ ― ―

Squadron Capital Partners 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tan Chih Wen CoーHead of Private Equity Asia Pacific & 
Director

― ○ c/o Aberdeen 
Standard Investments 
(Hong Kong) Limited 
30th Floor, LHT 
Tower, 31 Queen's 
Road, Central, Hong 
Kong

+852-2103-
4700

http://www.aberdeen
-asset.com.hk/

― US$1 ― ○ ― ―

MSCP V GP Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Miller
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 ― ○ ― ―

PineBridge Non-U.S. Employee 
Feeder GP II, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tracie E. Ahern
Sarah A. Tracy

Director
Director

― ○ c/o PineBridge
Investments LLC,
Park Avenue Tower,
65 East 55th Street,
New York, NY 10022, 
U.S.A.

+1-646-857-
8000

https://www.pinebridg
e.co.jp/institutional/t
okurei_disclosure.html

― USD50,000 ― ○ ― ―

Global Property Portfolio Fund, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Commerce Corporate Services 
Limited

Director ○ ○ 25 Main Street, 
P.O. box 694, 
Grand Cayman 　　　　
KY1-1107,
Cayman Islands

+1-345-914-
9285

http://globalportfoliof
of.com

― USD 1000 ― ○ ― ―

Greater Pacific Capital Pharma 
(GP) Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joe Sealy Director ○ ○ PO Box 309, Ugland 
House, South Church 
Street, George Town, 
Grand Cayman KY1-
1104, Cayman Islands

+1-345-949-
0090

www.greaterpacificcap
ital.com

― $50,000 ― ○ ― ―

Wilshire Asia Private Markets 
VIII (Offshore), Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nick Teunon 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 ― ○ ― ―

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 503-31, GIFC, 
1438 Hongqiao Road, 
Shanghai, People's 
Republic of China, 
201103
c/o Japan Asia 
Investment (China) 
Co., Ltd.

+86-21-6197-
6238

https://www.jaic-
vc.co.jp/JSH/

― RMB1,000,000 ― ○ ― ―

Japan Asia Investment (China) 
Co., Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

下村　哲朗 董事長 ― ○ 5F 503-31, GIFC, 
1438 Hongqiao Road, 
Shanghai, People's 
Republic of China

+86-21-6197-
6238

https://www.jaic-
vc.co.jp/JCN/

― USD3,710,000.
00

― ○ ― ―

GLOBAL VINTAGE FUND 2008, 
GP LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mr. Kevin Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspe 
House, 66-72 
Esplanade, St. Helier, 
Jersey, JE1 1GH

+44-1534-
822500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― USD 100.00 ― ○ ― ―

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

― ○ ― ―

https://www.jaic-vc.co.jp/JCN/
https://www.jaic-vc.co.jp/JCN/
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QEM V, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

S. Wil Van Loh, Jr. President of Manager of QEM V, LLC ― ○ 800 Capitol Street, 
Suite 3600 Houston, 
Texas 77002, U.S.A.

+1-
7134522020

http://www.quantume
p.com/

―  $USD680,289 ― ○ ― ―

JPMUSCF IV GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randal Daije

Gwendolyn McLaughlin

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd., Director of JPMUSCF IV GP Ltd.

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

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$100 ― ○ R5.3.9 ―

JPMECF IV GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randal Daije

Gwendolyn McLaughlin

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd., Director of JPMECF IV GP Ltd. 
 
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-
880

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$100 ― ○ R5.3.9 ―

JPMVC IV GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randal Daije

Gwendolyn McLaughlin

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd., Director of JPMVC IV GP Ltd. 
 
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

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$100 ― ○ R5.3.9 ―

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.c
om

― US$1,000,000 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

Five Arrows Managers S.A. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aldo di Rienzo
Emmanuel Roth
Mireille Klitting
Victor Decrion
Sayaka Iwase
Alain Peigneux
Elisa Costanzo
Vanessa Gastl
Christian Samuel James Lowe

A Director
A Director
A Director
A Director
A Director
B Director
B Director
B Director
B Director

○ ○ 33 rue Sainte Zithe L-
2763 
Luxembourg,Grand-
Duchy of Luxembourg

+352 27 49 721 https://www.rothschil
dandco.com/en/merc
hant-banking/

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, 

EUR2,033,740 ― ○ R5.3.10 ―

CGC GP II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Luis Espinal Authorized Person of The Bear Stearns 
Companies LLC, which is the Managing Member 
of CGC GP II, LLC

― ○ 277 Park Avenue, 2nd 
Floor New York, NY 
10172, USA

+1-212-648-
2772

https://www.jpmorgan
asset.co.jp/jpec/ja/c
orporate/Group_comp
any_disclosure.pdf

― USD 1,075,000 ― ○ ― ―
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DCM International VI, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―

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.c
om

― US$10,322,823 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$4,615,921 ― ○ ― ―

IIF Canadian GP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Lepper Director ○ ○ Brunswick House, 
44 Chipman Hill,
Suite 1000,
Saint John NB E2L 
2A9
Canada

+1-506-632-
1970

https://www.jpmorgan
asset.co.jp/jpec/ja/c
orporate/Group_comp
any_disclosure.pdf`

― CDN$2.00 ― ○ R4.10.12 ―

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

+1-301-298-
5455

www.epidarex.com ― $0 USD ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

CJP II GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chan Kai Kong Director ― ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, 
Cayman Islands

+852-3710-
6889

www.citiccapital-
ccjp.com

― US$1,000 ― ○ ― ―

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ーＩＩ
LLC

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
1000

www.pathwaycapital.c
om

None.
PPEF 
Management 
Investors 6ーII 
LLC engages in 
any lawful 
activity for 
which a limited 
liability company 
may be 
organized under 
Delaware law.

USD 20,000.00 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$2,542,093 ― ○ ― ―

Translink Management II, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani

Sung Park

Jackie Yang

Managing Director

Managing Director

Managing Director

― ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300, 
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A.

+1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

Investment 
Business

US$856,616 ― ○ R5.3.9 ―

500 Startups, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christine Tsai Managing Member ― ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― US$294,479 ― ○ ― ―

GS International Infrastructure 
Advisors 2008, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurie E. Schmidt Vice President ○ ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ○ ― ―

Crosslink Ventures VI Holdings, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maureen Offer Chief Financial Officer ― ○ 2180 Sand Hill Road, 
Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

+1-415-617-
1800

www.crosslinkcapital.c
om

― USD 0 ― ○ ― ―
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Oaktree Real Estate 
Opportunities Fund V (Cayman) 
GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P. (Richard Ting, Managing 
Director and Associate General 
Counsel /  Martin Boskovich, 
Managing Director)

Director ― ○ 333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US$0.01 ― ○ R3.7.9 ―

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)

― ○ ― ―

Marubeni Water Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

渋谷　和晃 Director ― ○ 5/F, Manulife Place,
348 Kwun Tong Road, 
Kowloon,
Hong Kong

852-2980-
1628

― ― 131,620(USD) ― ○ R4.11.28 ―

IVP Fund II B (GP), Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tatsuya Kawamura Director ― ○ Second Floor, No.39 
Haidian West Avenue, 
Haidian  District 
Beijing, China

86 010 
80447194

https://headline.com/ ― USD300.00 ― ○ ― ―

AMP Capital Investors 
(Luxembourg No. 6) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 16, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-422-
229-212

https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― EUR 12,500 ― ○ ― ―

A-Fund International, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―

Capital Dynamics General 
Partner Sarl

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

George Georgiou Sanjeev 
Jewootah

Class Aーand B Manager/Member of the Board ― ○ 49, Avenue J.F. 
Kennedy, L - 1855, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-2711-
0055

http://www.capdyn.co
m/

― EUR12,500 ― ○ ― ―

Capital Dynamics General 
Partners Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Simon Eaves

Ronald Janusz Heath (Janusz 
Heath)

Director ○ ○ 50 Lothian Road 
Festival Square 
Edinburgh Scotland

+44-0121-
200-8800

http://www.capdyn.co
m/

― GBP215,001 ― ○ ― ―

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.drapernex
us.com/

― US$809,352.21 ― ○ ― ―

CAPASIA ASEAN 
INFRASTRUCTURE FUND III 
(GENERAL PARTNER) LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chai Chee Tak Director ○ ○ 1 Temasek Avenue 
#30-02 Millenia Tower 
Singapore 039192

+65-6632-
0480

https://www.capasia.
com/home

― USD 0.05 ― ○ ― ―

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

https://www.jaic-
vc.co.jp/CI/

― HK$4,620,000.0
0

― ○ ― ―

SoftBank Ventures Asia Corp. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lee, Joon Pyo President ○ ○ 19F, B Wing, Kyobo 
Tower, 465, Gangnam-
daero, Seocho-gu, 
Seoul 06611, Korea

+82-2-3484-
9000

http://www.softbank.
co.kr/en/

― 18,000,000,000 
KRW

― ○ ― ―

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.c
om

― US$1,000,000 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$3,333,078 ― ○ ― ―

https://headline.com/
https://www.jaic-vc.co.jp/CI/
https://www.jaic-vc.co.jp/CI/
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South East Asia Growth Capital 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

山口　好生 Director ― ○ 東京都千代田区九段
北３丁目2番4号　メヂ
カルフレンドビル2F

03-3221-8533 ― ― 3,000,000 ― ○ R4.4.26 ―

Oaktree Opportunities Fund IX 
GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P. (Richard Ting, Managing 
Director and Associate General 
Counsel /  Martin Boskovich, 
Managing Director)

Director ― ○ 333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US$0.01 ― ○ R3.7.9 ―

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.portfolioa
dvisorsllc.com/

― US$1.00 ― ○ ― ―

Golden Asia Fund Ventures Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ChihーHao Chu 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.c
o.jp/feature/fund/nitt
ai/

― US$550,000 ― ○ ― ―

TC Group VI, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy W. Anderson 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. 
20004, USA

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$49,256,306.
00

― ○ R5.3.30 ―

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ーII 
LLC

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
1000

www.pathwaycapital.c
om

PPEF 
Management 
Investors 8ーII 
LLC engages in 
any lawful 
activity for 
which a limited 
liability company 
may be 
organized under 
Delaware law.

USD 10,000.00 ― ○ ― ―

Ant Bridge Capital Partners V 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ― ○ R2.4.1 ―

500 Startups ＩＩ, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christine Tsai Managing Member ― ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― US$444,667 ― ○ ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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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

― ○ 1 Churchill Place, 
London E14 5HP, 
United Kingdom

+44 203 134 
8120

https://www.investme
ntbank.barclays.com/
disclosures/BNRIEng
GPLLP.html

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 ― ○ ― ―

TC Group VI-F, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy W. Anderson 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. 
20004, USA

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$508,174.00 ― ○ R5.1.31 ―

Globis Fund IV (GP) Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

堀　義人 Director ― ○ c/o Maples Corporate 
Services Limited, PO 
Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
Cayman Islands, KY1-
1104

+1-345-814-
5586

http://www.globiscapi
tal.co.jp/news/2016/
08/post-5.html

― US$50,000.00 ― ○ ― ―

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.portfolioa
dvisorsllc.com/

― US$1.00 ― ○ ― ―

Cayman Capital Management II-
S, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ― ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
6/10/spb.pdf

― USD 1.00 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

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.or
g/

fund 
management

US$ 2 million ― ○ ― ―

Delta Partners Growth Fund II 
GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dominic Taylorson Halfpenny Director ― ○ Media One Tower,
29th Floor, Dubai 
Internet City, Dubai, 
United Arab Emirates

+971-4-369-
2999

http://www.deltapartn
ersgroup.com/

― USD 1.00 ― ○ ― ―

Carlyle Japan III Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Susan Bass 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― ¥344,933,494 ― ○ R5.3.30 ―

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 ― ○ ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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Bridge Street Opportunity 
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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ○ R5.1.13 ―

MBD 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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ○ ― ―

MetLife Alternatives GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Elvin Lopez Managing Director of MetLife Investment 
Management, LLC, which is the Managing 
Member of MetLife Alternatives GP, LLC

○ ○ c/o MetLife 
Investment 
Management, LLC
One MetLife Way, 
Whippany, New Jersey 
07981 U.S.A.

+1-973-355-
4000

― ― $50,007.00 ― ○ R5.2.7 ―

Lombard Asia IV GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas Smith Managing Director & Manager ― ○ c/o Lombard 
Investments, Inc.
950 John Daly 
Boulevard, Ste. 260, 
Daly City, California 
94105, United States 
of America

+1-415-397-
5900

www.lombardinvestme
nts.com

― US$1,117,537.9
4

― ○ ― ―

Straits Global Opportunities 
Fund Holdings Company Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mr. Lin Hsu Tunー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/complia
nce.htm

Management 
Consultant

US$1
(Issued capital)

― ○ ― ―

IDF II GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 16, rue Eugene 
Ruppert, 
L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-422-
229-212

https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― EUR 12,500 ― ○ ― ―

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.c
om/team/regulatory/

― $2,500 ― ○ ― ―

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.c
om

― $0 ― ○ ― ―

CLSA Sunrise Management 
(Non-U.S.) Limited II

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Po Ki Lee 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 ― ○ R3.5.18 ―

LaSalle Asia Opportunity IV GP 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marnie Elizabeth Prater Director ― ○ 88 Market Street, 
#35-02 CapitaSpring 
Singapore 048948

+65-6494-
3500

http://asa-
epn.jp/di/0003/n37i/

― US$1.00 ― ○ ― ―

Novus Tamweel Aviation 
Finance GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mamoun Kuzbari Director ○ ○ c/o Novus Aviation 
Capital Ltd
Office 601 & 602, 
South Tower, Emirates 
Financial Towers, 
Dubai International 
Financial Centre, PO 
Box 506773, Dubai, 
UAE

+971-4-388-
0686

www.tamweelaviation.
com

― USD50,000 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$0.00 ― ○ ― ―

AEI Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yohei Hora Director ― ○ 6 Battery Road, #24-
01 Singapore 049909

+65-6327-
1554

http://www.idi-
infra.com/aeicayman/

Fund 
Management

USD 1,000 ― ○ ― ―
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TransLink Management III, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani

Sung Bin Park

Jackie Yang

Managing Director

Managing Director

Managing Director

― ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300,
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A.

+1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

Investment 
Business

US$1,456,929 ― ○ ― ―

ADC International Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ― ○ H31.2.14 ―

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://setouchishipho
ldingssa.com/index.ht
ml

― USD 2 ― ○ ― ―

Vega Property One Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Junichi Naganawa Director ― ○ 東京都新宿区新宿2-
5-12 FORECAST　新
宿AVENUE 6F
株式会社ウイーズ・イ
ンターナショナル内

03-6457-4731 ― ― 50,000 ― ○ R3.10.11 ―

DCM International VII, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―

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 ― ○ ― ―

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

https://kojifusa.info/ ― US$1 ― ○ R5.2.16 ―

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.

+1-650-329-
0300

www.wilab.com ― ― ― ○ R4.8.12 ―

EMP Partners II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robert Brownell Managing Member ○ ○ 1735 N. First St., Suite 
290 San Jose, CA 
95112 USA

+1-650-851-
0091

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05014/

― $0 ― ○ ― ―

ICCP SBI Venture Partners, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rommel M. Leuterio Director-in-Charge ○ ○ c/o ICCP SBI 
Partners, Inc., 535 
Middlefield Road, Suite 
280 Menlo Park, 
California 94025, 
United States of 
America

+1-650-323-
2800

http://iccpventurepar
tners.com/contact_us

― USD500,000.00 ― ○ R4.10.5 ―

500 Startups III, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christine Tsai Managing Member ― ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― USD 
$857,878.79

― ○ ― ―

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.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD1.00 ― ○ ― ―

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

http://sunbridgepartn
ers.com/japan-
investor-information/

― $678,962.66 ― ○ ― ―

AIGF Management Company 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yasutaka Ichihara Director ○ ○ AIGF Advisors Pte. 
Ltd.
50 Raffles Place #31-
04
Singapore Land Tower
Singapore 048623

+65-3157-
2106

http://www.koukoku-
web.jp/c/s04950/

― USD 10,000.00 ― ○ ― ―
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Visionnaire Ventures GP I, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Susan Choe Director ― ○ 500 Third Street, 
Suite 515, San 
Francisco, CA 94107, 
USA

+1-415-813-
5506

http://visionnairevent
ures.com/

― US$1,050 ― ○ ― ―

JPMUSCF V GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randal Daije

Gwendolyn McLaughlin

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd., Director of JPMUSCF V GP Ltd. 
 

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

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$100 ― ○ R5.3.9 ―

Canyon Capital (Japan) GP Co. 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Capital (Japan) K.K. 
(Performer of Duties: Tomoya 
Nishikawa and Jonathan Kaplan)

Representative ○ ○ 2728 North Harwood 
Street, 2nd Floor, 
Dallas, TX 75201, the 
United States of 
America

010-1-310-
272-1370

― ― USD1,000 ― ○ R4.1.27 ―

Cell Innovation Partners Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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11階
新生企業投資株式会
社気付

050-3509-
1192

http://www.cell-
ip.com

― 900,000 ― ○ R5.1.12 ―

Fenox Venture Management III, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K.(Md 
Anis Uzzaman, Representative 
Director)

 Manager ○ ○ 2680 North First St., 
Suite 250, San Jose, 
California 95134, USA

+1-408-645-
5532

https://www.pegasust
echventures.com

― USD0.00 ― ○ ― ―

Resolute Fund Partners III, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A. Richard Caputo, Jr.

Peter Carbonara, Jr.

Ugo Ude

Chief Executive Partner

Chief Financial Officer 

General Counsel and Chief Compliance Officer

― ○ c/o The Jordan 
Company, L.P., 399 
Park Avenue, 30th 
Floor, New York, New 
York 10022, USA

+1-212-572-
0800

http://www.thejordan
company.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.)

― ○ ― ―

ISQ MC Feeder GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

蔭山　雄介

小林 舞子

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 ― ― 米国100,000ド
ル

― ○ R5.3.13 ―

Sozo Ventures (Cayman) GP I, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Koichiro Nakamura Director ― ○ 10 California Street, 
Redwood City, CA 
94063, USA

+1-650-362-
3553

http://sozo.ventures ― US$0.02 ― ○ R4.8.5 ―

Remiges Ventures, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Walter Olesiak Chief Operating Officer ― ○ 1201 3rd Avenue, 
#2200, Seattle, WA 
98101, USA

+1-858-531-
6826

www.remigesventures.
com

― US$0.29 ― ○ R4.11.29 ―

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.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD1.00 ― ○ ― ―

UCGP IV, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Lennon Director ― ○ Intertrust Corporate 
Services (Cayman) 
Limited, One Nexus 
Way, Camana Bay, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9005, 
Cayman Islands

+1-345-749-
1919

https://www.unisonca
p.com/index.html

― USD5,000.01 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

Scrum Ventures GP II L.L.C ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takuya Miyata Director ― ○ 535 Mission Street 
14FL, San Francisco, 
CA 94105, U.S.A.

+1-415-722-
9424

http://scrum.vc/ ― $0 ― ○ ― ―
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MREP-SCIF, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sarah Schwarzschild Authorized Officer ― ○ 399 Park Ave, 18th 
Floor,
New York, New York 
10022,
United States of 
America

+1-212-359-
7800

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08245/

― US$732,108.71 ― ○ ― ―

Viola Ventures 4 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ronen Nir
Yitzhak Avidor

Directors of Viola Ventures V.C. Management 4 
Ltd.,

― ○ 12 Abba Eban Avenue, 
Hezeliya 4672530, 
Israel

+972-9-
9720400

http://www.viola-
group.com/carmelven
tures

― US$1.00 ― ○ ― ―

En Capital Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kotaro Kuroda Director ― ○ Cricket Square, 
Hutchins Drive, P.O. 
Box 2681, Grand 
Cayman, KY1-1111, 
Cayman Islands

+1-345-814-
7395

http://www.mercuria.j
p/contact/

― USD 50,000 ― ○ ― ―

Infinity e.ventures Asia III (GP), 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joseph Huang Director ― ○ Second Floor, No.39 
Haidian West Avenue, 
Haidian District 
Beijing, China

86 010 
80447194

https://headline.com/ ― US$1,000.00 ― ○ ― ―

GoAhead 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.goaheadv
c.com

― One dollar 
($1.00)

― ○ ― ―

Draper Nexus Venture Partners 
II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michitaka Kitamura Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
U.S.A.

+1-650-281-
9059

http://www.drapernex
us.com/

― US$1,680,004 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

LCP 2 Commitment GP ― 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/s05000/

― US$1.00 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$800,000 ― ○ ― ―

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-
2188 x 105

http://www.mgminnov
acap.com/

― USD 67,317 ― ○ ― ―

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

www.nfcm.com.hk ― USD10,000 ― ○ ― ―

AACP IV Ex-Japan Investors 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Melissa J. Ma 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 ― ○ R5.3.24 ―

NB-Athyrium Opportunities 
Fund II GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Neira

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ○ R4.8.4 ―

Eight Roads GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neal Turchiaro

Matthew Heath

Director

Director

○ ○ Pembroke Hall, 42 
Crow Lane, Hamilton 
HM 19,
Bermuda

+441-295-
0665

https://eightroads.co
m/en/terms

― US$25,025 ― ○ ― ―

http://www.koukoku-web.jp/c/s08245/
http://www.koukoku-web.jp/c/s08245/
https://headline.com/
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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.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD1.00 ― ○ ― ―

A-Fund International II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―

MSREF VIII GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Klopp

Margaret Sii

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$0 ― ○ ― ―

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.c
om

― US$3,825,000 ― ○ ― ―

Rimor Fund I GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

荻　学 Director ― ○ 東京都千代田区西神
田三丁目2番1号
住友不動産千代田
ファーストビル南館11
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

03-6361-0420 https://www.mitsui-
ai.com/ja/rimor.html
(日本語版)

https://www.mitsui-
ai.com/en/rimor.html
(英語版)

― 50,000米ドル
（授権資本）

― ○ R4.10.6 ―

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.c
om

― US$100.00 ― ○ ― ―

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.moradove
ntures.com/

― $2,000,000 
USD

― ○ ― ―

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

+1-514-954-
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 ― ○ ― ―

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.greenviso
rcapital.com/investor
s

― $0USD ― ○ ― ―

Kibou Corporation ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Niall O'Dowd Director ― ○ Maples Corporate 
Services Limited,
PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
2777

http://www.kibou-
corp.com/

― $10,000 ― ○ ― ―

CAP IV, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs 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. 
20004, USA

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$18,940,917.
00

― ○ R5.3.31 ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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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.co
m/en/#contact-us

― US$25,252.54 ― ○ R4.8.8 ―

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.

+1-650-322-
3475

www.synergyventures.
net

― $0.00 ― ○ ― ―

Monk's Hill Ventures GP, Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

KuoーYi LIM Director of Monk's Hill Ventures GP, Ltd ○ ○ 1 George Street, Level 
21-01 Singapore 
049145

+65-91113369 http://www.koukoku-
web.jp/c/s04924/

― USD 5.00 ― ○ R4.11.8 ―

Clarion Partners LPF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Penn Stabler Compliance Officer and Counsel 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)

― ○ ― ―

Realty Associates Fund XI, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James P. Raisides Managing Partner and Member of the Board of 
TA Realty LLC, the Sole Manager of Realty 
Associates Fund XI, LLC

― ○ One Federal Street, 
17th Floor, Boston, 
Massachusetts 02110, 
U.S.A.

+1-617-476-
2700

www.tarealty.com ― US $8,705,000 ― ○ ― ―

Asia Capital Partners, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
6/10/spb.pdf

― USD 1 ― ○ ― ―

Global Infrastructure 
Opportunities Fund 2015 GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspe 
House, 66-72 
Esplanade, St. Helier, 
Jersey, JE1 1GH

+44-1534-
822500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― EUR 100.00 ― ○ ― ―

Vertex Management (IV) Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mr. Ran Gartenberg Director and CFO ― ○ Hagag North Tower, 28 
HaArba'a St, Tel Aviv-
Yafo, Israel.

+972-3-737-
8888

http://www.vertexven
tures.co.il

― USD32 ― ○ ― ―

SHV Management Services, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Lalande Managing Member ○ ○ 201 West 5th Street, 
Suite 1500, Austin, TX 
78701 USA

+1-512-721-
1200

http://www.koukoku-
web.jp/c/s04988/

― US 
$840,000.00

― ○ ― ―

CLSA Real Estate Capital 
Partners III Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yeu Liong Chong Director ○ ○ Unit 502, 5/F, Bank of 
America Tower, 12 
Harcourt Road, 
Central, Hong Kong

+852-2600-
8888

― ― US$100 ― ○ R4.8.25 ―

Innovation Global Capital 
Partners, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

京極　康信 Director ○ ○ 555 Clay Street, San 
Francisco, CA 94111, 
U.S.A.

+1-415-926-
2030

http://innovationgloba
l.com/

― 10,000米ドル ― ○ ― ―

Strait Capital Partners ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Strait Capital Equity Limited 
Director: Lu, Iー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 ― ○ ― ―

StepStone REP III (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Assets Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Assets LP, the sole 
member of StepStoneREP III(GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 0 ― ○ ― ―

NS Private Equity GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lydia A. Gavalis Vice President and Secretary ― ○ 110 Washington 
Street, Suite 1300, 
Conshohocken, 
Pennsylvania 19428 
U.S.A.

+1-610-934-
2222

www.nspefund.com ― US$1 ― ○ ― ―

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.co
m/public-
disclosure/japan/

― SGD 
22,382,367.00

― ○ ― ―

BEENEXT1 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.c
om/

― 0. 001米 ドル ― ○ ― ―

https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
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Fortress EJF2 IBLP GP LLC 5700150070016 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.c
om

― US$100.00 ― ○ H28.11.15 ―

DCI Vietnam Capital 
Management Co. Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

下本　謙一
笹澤　徹

Director
Director

― ○ C/o Maples Corporate 
Services Limited
PO Box 309, Ugland 
House
Grand Cayman, KY1-
1104, Cayman Islands

+1-345-949-
8066

https://www.daiwa-
inv.co.jp/feature/fund
/05/

― USD1.00 ― ○ R4.12.9 ―

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.koukoku-
web.jp/c/s04949/

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, 

$0 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

IFM Global Infrastructure (US) 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Julio Garcia Director ― ○ 114 West 47th Street 
19th Floor
New York, NY 10036 
USA

212 784 2260 https://www.ifminvest
ors.com/japan/

― USD1.00 ― ○ R4.11.8 ―

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

― ○ ― ―

Global Private Equity 
Investments Fund 2015 NS & 
TM GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspe 
House, 66-72 
Esplanade, St. Helier, 
Jersey, JE1 1GH

+44-1534-
822500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― USD 100.00 ― ○ ― ―

Morgan Stanley Private Equity 
Asia III, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Miller

John Moon

Hsuanー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 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―
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Gulf Japan Food Fund GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ichiro Ohashi Director ○ ○ Level 5, The Gate 
Building, East Wing, 
Dubai International 
Financial Centre, 
Dubai, U.A.E.

+971-4552-
8333

www.mizuhogulf.com ― USD50,000 ― ○ R5.3.2 ―

Neoteny 3 Management, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alexander Lourie Trustee or his successors in interest, of The 
Joichi Ito Revocable Trust dated October 31, 
2016, and any amendments thereto, which is 
Managing General Partner of Esperance 
Partners,
which is Manager of Neoteny 3 Management, 
LLC

― ○ 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.
com

― USD 100,000 ― ○ R4.11.17 ―

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 ― ○ ― ―

Carlyle Property Investors GP, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sanket Patel 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. 
20004, USA

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$50,015,462.
45

― ○ R5.1.31 ―

Fenox Venture Management X, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First St., 
Suite 250, San Jose, 
California 95134, USA

+1-408-645-
5532

https://www.pegasust
echventures.com

― USD0.00 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

Sozo Ventures UGP II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Koichiro Nakamura Director ○ ○ 10 California Street, 
Redwood City, CA 
94063, USA

+1-650-362-
3553

http://sozo.ventures ― US$50,000 ― ○ R4.8.5 ―

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

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor, Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
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 ― ○ ― ―

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

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor, Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
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 ― ○ ― ―

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.

○ ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― US$70,555.60 ― ○ ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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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ーPar, L.L.C.

― ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

+1-212-357-
1678

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ○ ― ―

Apposite Healthcare II GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Samuel James Gray /Ford David 
Porter

Director of Apposite Healthcare II Member 
Limited, member of Apposite Healthcare II GP 
LLP

○ ○ c/o Apposite Capital 
LLP, Second
Floor, 21 Whitefriars 
Street,
London EC4Y 8JJ, 
United Kingdom

+44-0-20-
3475 1710

http://www.appositec
apital.com/

― GBP1.00 ― ○ R4.10.31 ―

Globis Fund V (GP) Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

堀　義人 Director ○ ○ c/o Maples Corporate 
Services Limited, PO 
Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
Cayman Islands, KY1-
1104

+1-345-814-
5586

http://www.globiscapi
tal.co.jp/news/2016/
08/post-5.html

― US$50,000.00 ― ○ ― ―

CJP III GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HUI Ching Ching Vicki Director ― ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, 
Cayman Islands

+852-3710-
6889

www.citiccapital-
ccjp.com

― JPY1,000 ― ○ ― ―

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.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD 1.00 ― ○ ― ―

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

https://www.abrdn.co
m/japan/who-we-
are/tokurei

― US$1 ― ○ ― ―

Mitsui & Co. Global Investment, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

大久保　潔 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.koukoku-
web.jp/c/s07448/

― 2,179,184米ド
ル

― ○ R4.9.28 ―

Ishin Global Fund I Limited 7700150075839 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

片岡　聡 Representative 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 ― ○ R4.7.27 ―

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 ― ○ ― ―

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 ― ○ ― ―

DCM International VIII, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ― ○ DCM, 2420 Sand Hill 
Road, Suite 200 Menlo 
Park, California 94025 
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ○ R4.11.2 ―

HarbourVest GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

HarbourVest Partners, LLC
(John M. Toomey, Jr., Managing 
Director; Adam Freedman, 
Managing Director & Chief 
Compliance Officer; and Mary 
Traer, Managing Director & 
Chief Administrative Officer)

Managing Member ○ ○ c/o HarbourVest 
Partners, LLC One 
Financial Center, 
Boston, 
Massachusetts 02111, 
USA

+1-617-348-
3707

― ― US$0.00 ― ○ R5.1.23 ―

LVP Seed Fund II GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shane Michael Hollywood Director ○ ― 26 New Street, St 
Helier, Jersey JE2 
3RA, Channel Islands

+44-0-1534 
507000

http://www.londonvp.
com/regulatory

― USD 3.00
 (USD 1.00 per 

shareholder)

― ○ ― ―

SV Frontier LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

鈴木　陽三 CEO ○ ○ 東京都世田谷区道玄
坂1丁目21-1 渋谷ソラ
スタ15F
株式会社VOYAGE 
GROUP
SV-FINTECH

+81-80-8749-
8615
+81-90-8816-
0279

www.svfrontier.com ― US$10.1m ― ○ R1.5.20 ―

https://www.abrdn.com/japan/who-we-are/tokurei
https://www.abrdn.com/japan/who-we-are/tokurei
https://www.abrdn.com/japan/who-we-are/tokurei
http://www.koukoku-web.jp/c/s07448/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07448/
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Canyon-DOF II General Partner 
Company, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Capital (Japan) K.K. 
(Performer of Duties: Tomoya 
Nishikawa and Jonathan Kaplan)

Representative ○ ○ 2728 North Harwood 
Street, 2nd Floor, 
Dallas, TX 75201, the 
United States of 
America

010-1-310-
272-1370

― ― USD 0 ― ○ R4.1.27 ―

GFR Fund I GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GREE Capital US Holding, LLC
(Manager,筒井鉄平）

Manager ○ ○ c/o Greenough 
Consulting Group 
1350 Bayshore Hwy, 
Suite 920, Burlingame, 
CA 94010

+1-415-302-
1431

www.gfrfund.com ― US$183,000 ― ○ R5.2.2 ―

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://visionnairevent
ures.com/

― US$0 ― ○ ― ―

NB Alternatives GP (Offshore) 
Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President ― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ○ R4.8.4 ―

Dyal GP Holdings LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sean Ward

Neena Reddy

Senior Managing Director

General Counsel and Secretary

― ○ 1290 Avenue of the 
Americas, 24th Floor, 
New York, New York 
10104, U.S.A.

+1-888-215-
1944

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08183/

― US$0 ― ○ ― ―

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

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ○ ― ―

Athyrium Opportunities 
Associates GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Neira

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$100 ― ○ R4.8.4 ―

Marquee Brands GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Neira

Kimberly Marlar

Managing Director

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ○ R4.8.4 ―

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.c
om/

― 1米ドル ― ― ― ―

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

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor, Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
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 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

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.
com/investors-in-
japan/

― US$50,000 ― ― ― ―

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$100 ― ― R5.1.30 ―

http://www.gfrfund.com/
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Schroders Capital Management 
(Jersey) Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Philip Bolton

Mark Nieuwenhuis

Viswanathan Parameswar

Michael Adams

Director

Director

Director

Director

○ ○ 40 Esplanade, St. 
Helier, Jersey, JE2 
3QB, Channel Islands

+44-0-1534 
756690

https://www.schroder
s.com/ja-jp/jp/asset-
management/instituti
onal-
investors/tokurei/

― US$200,000 ― ― ― ―

Ortus Aircraft Leasing Fund GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Young Ho Ai Director ○ ○ c/o Novus Aviation 
Capital (Asia) Limited
Unit 1303, 13/F,
Dina House,
Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street,
Central,
Hong Kong

+852-2612-
2908

https://www.ortusavi
ation.com

― USD50,000 ― ― ― ―

IDF III GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ms. Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 16, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-422-
229-212

https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― EUR 12,500 ― ― ― ―

PPEF Management Investors 
10-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 10ーII 
LLC

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor, Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
1000

www.pathwaycapital.c
om

PPEF 
Management 
Investors 10ーII 
LLC engages in 
any lawful 
activity for 
which a limited 
liability company 
may be 
organized under 
Delaware law.

$10,000.00 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

Elephants & Ventures ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alexis Houssou President ― ○ 59 rue Beaubourg, 
75003 Paris, France

+33-0-6-79-
07-90-63

http://www.elephants
andventures.com/

― EUR 164,704 ― ― R5.2.22 ―

J-STAR No. 3 SS GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Samon Suwannarat Director ○ ○ 54/54 Langsuan 
Lumphini Pathumwan 
Bangkok Thailand 
10330

080-6751-
7858

http://www.samoncay
mangp.com/

― USD 1.00 ― ― ― ―

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://crossoceanpar
tners.com/

― US$ 50,000 ― ― R5.2.27 ―

NB-Athyrium Opportunities 
Fund III GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Neira

Teale Long

Kimberly Marlar

Managing Director

Senior Vice President

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R4.8.4 ―

Europa Capital LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin D’Arcy Compliance Officer and Money Laundering 
Reporting Officer

○ ○ 5th Floor, 42 Berners 
Street, London, W1T 
3ND, United Kingdom

+44-207-881-
6800

http://www.europaca
pital.com/europa/en/
home

― GBP 425,000 ― ― R4.11.28 ―
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LaSalle Asia Opportunity V GP 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Claire Jin Tang
Marc Patrick Montanus

Director
Director

○ ○ 88 Market Street, 
#35-02 CapitaSpring 
Singapore 048948

+65-6494-
3500

http://asa-
epn.jp/di/0006/b7a4/

― US$0.01 ― ― ― ―

AB Value Capital Partners VI 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ― ― R2.4.1 ―

APGP Management Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tomoyo Umeda Director ○ ○ Flat 16B, The Mood 
Lyndhurst 38-42 
Lyndhurst Terrace, 
Central, Hong Kong

+852-6755-
9350

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
6/10/spb.pdf

― USD 50,000 ― ― R5.1.20 ―

Carbon VI GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ― ― R4.4.20 ―

CPRE General Partner 
Company LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Capital (Japan) K.K. 
(Performer of Duties: Tomoya 
Nishikawa and Jonathan Kaplan)

Representative ○ ○ 2728 North Harwood 
Street, 2nd Floor, 
Dallas, TX 75201, the 
United States of 
America

010-1-310-
272-1370

― ― USD 0 ― ― R4.1.27 ―

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 ― ― R4.11.18 ―

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

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― US$0 ― ― ― ―

Brookfield Premier Real Estate 
Partners GP of GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Selig Vice President of Brookfield Premier Real Estate 
Partners GP of GP Officer LLC which is 
Authorized Officer of Brookfield Premier Real 
Estate Partners GP of GP LLC

○ ○ Brookfield Place 250 
Vesey Street, 15th 
Floor, New York, New 
York 10281-1023, 
U.S.A.

+1-212-417-
7000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07030/

― USD 0 ― ― ― ―

LCP3 Commitment GP ― 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/s05056/

― US$1.00 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

DIGITAL MEDIA PARTNERS 
LTD

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dmitry Levit Director ― ○ 56b Pagoda Street, 
Singapore, 059215

+65-66671128 http://www.koukoku-
web.jp/c/s05058/

― USD553,000 ― ― ― ―

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.c
om

― U.S.$0.00 ― ― ― ―

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 ― ― R4.8.9 ―

http://www.koukoku-web.jp/c/s07030/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07030/
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Berkshire Multifamily Income 
Realty Fund GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David J. Olney Chief Executive Officer ○ ○ One Beacon Street, 
24th Floor, Boston, 
Massachusetts 02108, 
United States of 
America

+1-617-646-
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 ― ― ― ―

MSREI IX GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter Harned

John Klopp

Weijia Sun

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 ― ― ― ―

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

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor, Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
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 ― ― ― ―

Atomico Advisors IV, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nicole Ramroop Director ○ ○ c/o Trident Trust 
Company (Cayman) 
Limited at One Capital 
Place, George Town, 
P.O. Box 847, Grand 
Cayman KY1-1103, 
Cayman Islands

+1-345-949-
0880

http://www.atomico.c
om

― USD$100 ― ― ― ―

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.c
om/team/regulatory/

― $0 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

Pangaea Ventures Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Erickson

Andrew Haughian

Director

Director

― ○ 400-1151 West 8th 
Avenue, Vancouver, 
BC V6H 1C5, Canada

+1-604-787-
3478

www.pangaeaventures
.com

Venture capital 
fund 
management

$314,935 CDN ― ― ― ―

Sunrise Management (Non-US) 
Limited III

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Po Ki Lee 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 ― ― R3.5.18 ―

STV GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lee Buckerfield Director ○ ○ 56B Pagoda Street, 
Singapore, 059215

+65-66671128 http://www.koukoku-
web.jp/c/s05116/

― USD2 ― ― ― ―

GreenOak MC Core Plus GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ryuta Takeuchi Director of GreenOak MC Real Estate 
Management LLC, as Manager of GreenOak MC 
Core Plus GP, LLC

― ○ 399 Park Avenue, 
18th Floor
New York, New York 
10022, U.S.A.

+1-212-359-
7800

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05161/

― US$252,000 ― ― ― ―

HSRE Core Fund GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher Merrill Manager ○ ○ 444 W Lake Street, 
Suite 2100, Chicago, 
Illinois 60606, U.S.A.

+1 (312) 920-
0500

― ― USD1,000.00 ― ― R5.1.13 ―

GW Ventures GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yoshinari Yoshikawa Managing Director ○ ○ 55 E 3rd Ave, San 
Mateo, CA 94401 USA

+1-650-229-
4433

http://www.gw.ventur
es

Venture Capital $10,000 ― ― ― ―
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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 33,000.00 ― ― ― ―

GPEIF 2017-U GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspe 
House, 66-72 
Esplanade, St Helier, 
Jersey, JE1 1GH

+44-1534-
714500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― USD1000.00 ― ― ― ―

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

+1-212-357-
1678

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

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ーPar, L.L.C.

― ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

+1-212-357-
1678

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

PEP Asia Advisors, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Galloway Manager ― ○ Landmark Square, 1st 
Floor, 64 Earth Close, 
PO Box 715, Grand 
Cayman KY1-1107, 
Cayman Islands

+1-345-769-
9350

www.goldmansachs.co
m

― $0 ― ― ― ―

CIP 2011 Partners Offshore 
Advisors, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurie E.Schmidt Vice President ― ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

CIP 2011 Partners 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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

Goldman Sachs Real Estate 
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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

GS Capital Partners VI 
Employee Funds GP, 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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

GS Mezzanine Partners V 
Employee Funds GP, 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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

MBD 2011 Offshore Advisors, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurie E. Schmidt Vice President ― ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

Whitehall Street Employee 
Funds 2007 GP, 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 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

www.goldmansachs.co
m

― 0 ― ― ― ―

TransLink Management IV, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani

Jung Kung Yang

Sung Bin Park

Eric Luju Hsia

Managing Member

Managing Member

Managing Member

Managing Member

○ ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300, Palo Alto, CA 
94301, U.S.A.

+1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

― US$1,712,546 ― ― R5.3.9 ―

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://newmountainc
apital.com/

― 0 ― ― ― ―

LIT GP Sub, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Penn Stabler 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)

― ― ― ―
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TAR CPF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James P. Raisides Managing Partner and Member of the Board of 
TA Realty LLC, the sole member of TAR CPF 
GP, LLC

○ ○ One Federal Street, 
17th Floor, Boston, 
Massachusetts 02110, 
U.S.A.

+1-617-476-
2700

www.tarealty.com ― USD $0 ― ― R5.3.17 ―

CCP III GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chan Kai Kong Director ― ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, 
Cayman Islands

+852-3710-
6889

http://citiccapital-
ccjp.com/

― US$1.00 ― ― ― ―

CCJP III SLP GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chan Kai Kong Director ○ ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, 
Cayman Islands

+852-3710-
6889

www.citiccapital-
ccjp.com

― JPY1,000 ― ― ― ―

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.

+1-650-329-
0300

www.wilab.com ― Zero ― ― R5.3.22 ―

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

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor, Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
1000

www.pathwaycapital.c
om

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 ― ― ― ―

Pantheon Access GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monique Bachner Manager ○ ○ 49, avenue John F. 
Kennedy, L-1855 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-46-
40-10-1

https://www.pantheo
n.com/legal-
regulatory-
notice/japan-
disclaimer/

― € 12,500 ― ― R5.2.14 ―

SVF GP (Jersey) Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Simon Charles 
Armstrong King

Robert Milner

Adam Nicholas Gulley

Neil Hadley

Director

Director

Director

Director

○ ○ Aztec Group House, 
11-15 Seaton Place, 
St Helier, Jersey JE4 
0QH

+44-1534-
833000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05336/

― GBP50,000 
plus 

USD300,000

― ― ― ―

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
.com

― 50,000米国ドル ― ― ― ―

NB MEP Fund GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President ― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R4.8.4 ―

StepStone NLGI (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Assets Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Assets LP, the managing  
member of StepStoneG(GP)II,LLC,the sole 
member of StepStoneG(GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― $0 ― ― ― ―

CAP V, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs 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. 
20004, USA

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$33,724,829.
00

― ― R5.3.31 ―

https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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TransLink Management 
(SOMPO) I, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani Managing Member ○ ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300, Palo Alto, CA 
94301, U.S.A.

+1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

― US$489,092 ― ― R5.3.9 ―

Lead The Value 2017 GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspe 
House, 66-72 
Esplanade, St Helier, 
Jersey, JE1 1GH

+44-1534-
714500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― $1000.00 ― ― ― ―

Cayman Capital Management III, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
7/05/spb.pdf

― USD 1 ― ― ― ―

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.
com/

― $0 ― ― ― ―

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.
com/

― $0 ― ― R5.2.22 ―

APIP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Josh Everett Naoki Porter Director ○ ○ 33 Pauletta CT, 
Danville, CA 94526-
4918, USA.

+1-415-610-
5699

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
7/06/spb.pdf

― USD 1 ― ― R4.12.20 ―

South East Asia Finance Capital 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

山口　好生 Director ○ ○ 東京都千代田区九段
北３丁目2番4号　メヂ
カルフレンドビル2F

03-3221-8533 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.26 ―

Crosslink Ventures VIII 
Holdings, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maureen Offer Chief Financial Officer ○ ○ 2180 Sand Hill Road, 
Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

+1-415-617-
1800

www.crosslinkcapital.c
om

― $0 ― ― ― ―

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.c
om/

― US$0.001 ― ― R5.2.14 ―

TC Group VII, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy W. Anderson Authorized Person of TC Group VII, L.L.C., which 
is 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$72,361,668.
01

― ― R5.1.31 ―

Hikari Corporation ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Niall O'Dowd Director ○ ○ Maples Corporate 
Services Limited,
PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
2777

http://hikari-vc.com/ ― US$10,000 ― ― ― ―

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.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD 1.00 ― ― ― ―

MSCIF Luxembourg GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rosa Villalobos Manager ○ ○ 20, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg

+1-352-2461-
9351

http://static.macquari
e.com/dafiles/Interne
t/mgl/jp-
ja/docs/important-
notice-concerning-
qualified-institutional-
investors.pdｆ?v=2

― EUR 12,000 ― ― ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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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

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
7th Floor Irvine, CA 
92612 USA

+1-949-622-
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 ― ― ― ―

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

+1-1-212-
355-2592

www.takumifund.com ― $34,339 ― ― ― ―

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.
com/

― $0 ― ― R4.12.28 ―

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.
com/

― $0 ― ― ― ―

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.spokerec
ap.com/

― US$8,300,000 ― ― ― ―

Scrum Ventures GP III L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takuya Miyata Managing Member ― ○ 535 Mission Street 
14FL, San Francisco, 
CA 94105, U.S.A.

+1-415-722-
9424

http://scrum.vc/ ― $0 ― ― ― ―

Hike Ventures, LLC. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 ― ― R3.1.29 ―

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 ― ― ― ―

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
.sg/wp-
content/uploads/CIM
HT.pdf

― $1.00 ― ― ― ―

Capital Dynamics CEI GP S.a.r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kathryn O' Sullivan Manager ○ ○ 49, Avenue J.F. 
Kennedy, L - 1855, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-26-
215-400

http://www.capdyn.co
m/

― EUR 12,500 ― ― ― ―

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 21-
06, Singapore 049319

+65-6226-
2676

www.altair-cap.com ― $10,000 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

Crestline Specialty Lending II 
(GP), Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Amber Ramsey Director ○ ○ Suite 5B201 
2nd Floor
One Nexus Way
PO BOX 2587
KY1 1103
Cayman Islands

+1-345-949-
2777

http://www.jpnclslreg
dis.com/

― $0.01 ― ― ― ―

Water Lily GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

霜島　弘則 Member of Board of Managers ○ ○ 5th floor, 277 Park 
Avenue, New York, NY 
10172 U.S.A.

+1-212-224-
5207

https://www.smbcgro
up.com/americas/leg
al/#transparency

― $40,000 ― ― R4.9.29 ―
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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.c
om

― US$100.00 ― ― ― ―

ASP PE 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 2700, 
Chicago, Illinois,  
60606-2823, USA

+1-312-553-
7890

― ― $1,000.00 ― ― R4.12.23 ―

InfleXion II GP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
7/05/spb.pdf

― USD 1 ― ― ― ―

Spiral Ventures Asia Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yuji Horiguchi Director ○ ○ 8 Eu Tong Sen Street, 
#20-82, The Central, 
Singapore, 059818

+65-6493-
0178

www.spiral-
ventures.com/asia

― US$50,001 ― ― ― ―

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.
com/

― $0 ― ― ― ―

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.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD1.00 ― ― ― ―

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.

○ ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― 3,144,740 Yen ― ― ― ―

A-Fund International III, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ○ ○ DCM
2420 Sand Hill Road, 
Suite 200 Menlo Park, 
California 94025 USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $3.00 ― ― R4.11.2 ―

Tata Capital Growth II General 
Partners LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pritiraj Mahapatra Manager ○ ○ 72 Anson Road, #12-
02, Anson House, 
Singapore 079911

+65-6592-
0979

www.tatacapitalgrowth 
2generalpartnersllp.co
m

― USD20,000 ― ― ― ―

ORIX Private Equity Korea 
Corporation

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

金　信完 代表取締役/社内取締役 ○ ○ 33rd Floor, Gangnam 
Finance Center, 152 
Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, 
KOREA

+82-2-501-
3577

http://www.orix.co.jp/
grp/

経営コンサル
ティング、不動
産転貸業務

1,530,000,000
ウォン

― ― ― ―

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.

+1-240-235-
9960

http://newtowertrust.
com/public-
disclosures-form20-2

― USD $0 ― ― ― ―

Pan Asia Realty Management 
(Lux) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chung Shu Sum
Ty Dincer

Class A Manager ○ ○ #04-03, OUE Bayfront, 
50 Collyer Quay, 
Singapore 049321

 +65 6228 3340 http://www.mecgpasi
a.com

None. 
Pan Asia Realty 
Management 
(Lux) S.a r.l. 
engages in any 
business or 
affairs not 
prohibited by 
the laws of the 
Cayman Islands

USD 30,000 ― ― R5.1.25 ―

Brookfield Senior Mezzanine 
Real Estate Finance Fund　GP 
of GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07031/

― USD 0 ― ― R4.8.15 ―

http://www.mecgpasia.com/
http://www.mecgpasia.com/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07031/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07031/
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Lending Ark Asia Secured 
Private Debt GP (Non-US) 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lee Po Ki Director ○ ○ c/o CLSA Capital 
Partners (HK) Limited
Room 809, 8/F, One 
Pacific Place, 88 
Queensway, Hong 
Kong

+852-2600-
8888

http://www.clsacapita
l.com/

None. Lending 
Ark Asis 
Secured Private 
Debt GP (Nonー
US) Limited 
engages in any 
business or 
affairs not 
prohibited by 
the laws of the 
Cayman Islands

US$1 ― ― ― ―

CEP V Holdings, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy W. Anderson Authorized Person ― ○ 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― EUR28,062,551.
01

― ― R5.3.30 ―

NIC Fund I Japan GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Noriko Ogisu Director ○ ○ Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman, KY1-
9008, Cayman Islands

+1-345-814-
7600

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05627

― US$1.00 ― ― ― ―

Arbor Venture InsurTech Fund 
GP II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Melissa Guzy Managing Member ○ ○ 17A Stanley Street, 
Singapore 068736

+65-9666-
7863

www.arborventures.co
m

― US$0 ― ― R4.10.27 ―

StepStone G (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Assets Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Assets LP, the sole 
member of StepStoneNLGI(GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― $0 ― ― ― ―

Viola Ventures 5 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ronen Nir
Yitzhak Avidor

Director
Director

○ ○ 12 Abba Eban Avenue, 
Heｒzeliya 4672530, 
Israel

+972-9-
9720400

http://www.viola-
group.com/carmelven
tures

― US$0.01 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

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 ― ― ― ―

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.spokerec
ap.com/

― US$8,200,000 ― ― ― ―

AMP Capital Investors (GIF II 
GP) S.a 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

+1-352-422-
229-212

https://www.ampcapit
al.com/jp/ja/about-
us/tokurei-disclosure

― 12,500 EUR ― ― R4.9.14 ―

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.c
om/

― US$1.00 ― ― ― ―

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

https://www.aberdee
nstandard.com/ja-
jp/japan/aimkk/tokur
ei

― US$1 ― ― ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
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InterValley Ventures Pty Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Richard Guy Lawson Director and Secretary ○ ○ Ryan Harvie McEnery 
Suite 7, 621 
Coronation Drive 
Toowong QLD 4066, 
Australia

+61-425-310-
298

www.intervalley.vc ―
A$120.00

― ― ― ―

Pantheon Infrastructure GP 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kathryn Leaf Director ○ ○ 555 California Street, 
Suite 3450 San 
Francisco, California 
94104, U.S.A.

+1-415-249-
6200

https://www.pantheo
n.com/legal-
regulatory-
notice/japan-
disclaimer/

― $100 ― ― ― ―

Novus TAF II GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mamoun Kuzbari Director ○ ○ c/o Novus Aviation 
Capital (Asia) Limited
Unit 1303, 13/F,
Dina House, 
Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street, 
Central,
Hong Kong

+852-2612-
2908

http://www.tamweela
viation2.com

― USD 50,000 ― ― ― ―

Fortress Japan Opportunity IV 
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.c
om

― US$100.00 ― ― ― ―

White Star Capital General 
Partner II Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric MartineauーFortin Managing Partner ○ ○ 1st Floor Albert 
House, 
South Esplanade, 
St Peter Port, 
Guernsey GY1 1AJ

+44-1481-
742-250

https://whitestarvc.c
om

― US$50,000 ― ― ― ―

Fenox Venture Management XX, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First St., 
Suite 250, San Jose, 
California 95134, USA

+1-408-645-
5532

www.fenoxvc.com ― USD0.00 ― ― ― ―

Clareant EDL III GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter Dickinson
Simon Barnes
Jens Hoellermann

Manager
Manager
Manager

○ ○ 5, Heienhaff, L-1736 
Senningerberg 
Luxembourg

+352-27-61-
6229

http://www.alcentra.c
om/strategies/direct
-lending-and-
mezzanine/direct-
lending/

― EUR 12,000 ― ― R5.3.6 ―

Resolute Fund Partners IV, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A. Richard Caputo, Jr.

Peter Carbonara, Jr.

Ugo Ude

Chief Executive Partner

Chief Financial Officer 

General Counsel and Chief Compliance Officer

○ ○ c/o The Jordan 
Company, L.P., 399 
Park Avenue, New 
York, 30th Floor, New 
York 10022, U.S.A.

+1-212-572-
0800

http://www.thejordan
company.com/

― $0 ― ― ― ―

UBS Private Markets GP 
(Cayman) Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gwen Hassert Director ○ ○ UBS Asset 
Management 
(Singapore) Ltd
9 Penang Road,
238459 Singapore

+65-6495-
8000

http://japan1.ubs.com
/am/pages/public/ind
ex.html

― US$1.00 ― ― R5.1.5 ―

USAA Eagle Real Estate GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott M. Stuckman Executive Managing Director ○ ○ 9830 Colonnade 
Boulevard, Suite 600 
San Antonio, Texas 
78230-2239, U.S.A.

+1-800-531-
8182

http://www.usrealco.
com

― $5,052,020.66 ― ― ― ―

US Government Buildings GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott M. Stuckman Executive Managing Director ○ ○ 9830 Colonnade 
Boulevard, Suite 600 
San Antonio, Texas 
78230-2239, U.S.A.

+1-800-531-
8182

http://www.usrealco.
com

― $1,675,088.54 ― ― ― ―

FAP Co-Invest GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vumindaba Dube Director ○ ○ c/o Maples Corporate 
Services Limited,
PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
8066

www.FAP-GP.com ― $1,000 ― ― ― ―

FRO Fund 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.c
om

― US$100.00 ― ― ― ―

RiverRock European Capital 
Partners LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michel Peretie Partner and Chief Executive Officer ○ ― 3rd Floor, 15 Wrights 
Lane, London, W8 5SL, 
UNITED KINGDOM

+44-207-842-
7650

http://www.koukoku-
web.jp/c/s05788/

― € 18,552,104 ― ― ― ―

https://www.pantheon.com/legal-regulatory-notice/japan-disclaimer/
https://www.pantheon.com/legal-regulatory-notice/japan-disclaimer/
https://www.pantheon.com/legal-regulatory-notice/japan-disclaimer/
https://www.pantheon.com/legal-regulatory-notice/japan-disclaimer/
https://www.pantheon.com/legal-regulatory-notice/japan-disclaimer/
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Alpha JWC Ventures II GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chandra Tjan Managing Partner & Director ○ ○ Gama Tower Level 33, 
Jalan H.R. Rasuna Said 
Kav. C22, RT.2/RW.5, 
Karet Kuningan, Kota 
Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12940, 
Indonesia

+62-21-4000-
0309

www.alphajwc.com ― US$3 ― ― ― ―

PARTNERS GROUP 
MANAGEMENT XI LIMITED

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daniel Francis Stopher Director ― ○ PO Box 477, Tudor 
House, Le Bordage, St 
Peter Port, Guernsey, 
GY16BD

+44-14-8173-
7975

https://www.partners
group.com/en/invest
ors/investment-
options/investment-
solutions/

― USD13,000,000 ― ― R4.8.23 ―

NB Private Debt Fund III 
Cayman GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AnneーSophie Davreux Manager of NB Private Debt Fund III LuxーA 
Associates S.a r.l., the sole member and manager 
of NB Private Debt Fund III Cayman GP LLC

― ○ 6D, Route de Treves, 
L-2633
Senningerberg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-26-68-
621

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― ― ―

500 Durians Growth Fund I, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christine Tsai President of 500 Startups Fund Ops, L.L.C., 
which is the Managing Member of 500 Durians 
Growth Fund I, L.L.C.

○ ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― US$100 ― ― ― ―

Vertex Ventures Partners V 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ran Gartenberg Director & CFO ○ ○ Hagag North Tower, 28 
HaArba'a St, Tel Aviv-
Yafo, Israel.

+972-3-737-
8888

http://www.vertexven
tures.co.il

― USD 0 ― ― ― ―

M&G Real Estate UKEV (GP) 
LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Martin Alexander Towns Director of M&G Real Estate Limited, as 
Designated Member of M&G Real Estate UKEV 
(GP) LLP

― ○ 10 Fenchurch Avenue, 
London, EC3M 5AG, 
United Kingdom

+44 00 203 977 
0973

http://www.mandg.co.
uk/institutions/reales
tate/

― £2 ― ― R5.3.28 ―

Greater Pacific Capital (GP) 
Private Investing India Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joe Sealy Director ○ ○ PO Box 940 GT, 
Cayman Corporate 
Centre, 27 Hospital 
Road, George Town, 
Cayman Islands

+1-345-949-
0090

www.greaterpacificcap
ital.com

― US$1 ― ― ― ―

BTO GP L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Omar Rehman Manager ― ○ 345 Park Avenue, 27th 
Floor, New York, NY 
10154, U.S.A.

+1-212-583-
5000

https://www.blacksto
e.com/japan-
disclaimer

― US$0 ― ― ― ―

DCM International IX, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Officer & Director ○ ○ DCM,
2420 Sand Hill Road, 
Suite 200
Menlo Park, California 
94025
USA

+1-(650)-233-
1400

― ― USD $10 ― ― R4.11.2 ―

GoAhead Ventures II 
Management, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takeshi Mori Managing Member ○ ○ 535 Middlefield Road 
Ste 280, Menlo Park, 
CA, USA

+1-650-275-
2465

http://www.goaheadv
c.com

― US$1.00 ― ― ― ―

Cherubic Ventures Fund IV GP 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

PoーJen Cheng Director ○ ○ Wangjing SOHO 
Tower1, #1 Futong 
Dongdajie, Chaoyang 
Dist., Beijing, China

+86-186-
2686-822

www.cherubicvc.com/ ― US$50,000 ― ― ― ―

CF Focus Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

沼部　英樹 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

03-3431-5101 ― ― USD 1 ― ― R4.3.7 ―

GIM Commercial Mortgage Loan 
Fund GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garth Ebanks Director ○ ○ c/o 383 Madison 
Avenue, New York, NY 
10017, USA

+1-212-622-
0375

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― $1 ― ― R4.10.11 ―
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MetLife Core Property Fund 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Hirsch Managing Director ○ ○ One MetLife Way 
Whippany, New Jersey 
07981, U.S.A.

+1-973-355-
4412

http://www.koukoku-
web.jp/ｋ/s02001/

― US$100.00 ― ― ― ―

MetLife Commercial Mortgage 
Income Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Brusco Portfolio Manager and Managing Director ○ ○ c/o MetLife 
Investment 
Management, LLC, 
One MetLife Way
Whippany, New Jersey 
07981, U.S.A.

+1-973-355-
4412

http://www.koukoku-
web.jp/ｋ/s02002/

― US$100.00 ― ― R5.3.16 ―

Realty Associates Fund XII, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James P. Raisides Managing Partner and Member of the Board of 
TA Realty LLC, the sole member of Realty 
Associates Fund XII, LLC

― ○ One Federal Street, 
17th Floor, Boston, 
Massachusetts, 02110, 
U.S.A.

+1-617-476-
2700

www.tarealty.com ― US 
$11,654,000

― ― ― ―

Realty Associates Fund XII 
Feeder GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James P. Raisides Managing Partner and Member of the Board of 
TA Realty LLC, the sole member of Realty 
Associates Fund XII Feeder GP, LLC

― ○ One Federal Street, 
17th Floor, Boston, 
Massachusetts 02110 
U.S.A.

+1-617-476-
2700

www.tarealty.com ― US $10,000 ― ― ― ―

CCH GP Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

ChengーHung Chen Director / Managing Director of CCH GP lnc. ○ ○ 1 Fraser Street, #29-
11 DUO Residences, 
Singapore 189350

+65-9003-
7990

cchgp.com Business 
development, 
strategic 
advisory

$1.00 ― ― ― ―

Catalys Pacific, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brian Taylor Slingsby Manager and Representative in Japan ○ ○ AUSPICE 
OMOTESANDO 4F,
8-14, Minami-Aoyama 
3-chome, 
Minato-ku, Tokyo

050-1744-
2996

― ― US$1.00 ― ― R5.2.21 ―

Strategic Direct Lending 
Partners GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tomohisa Aramoto Director ○ ― 1-4-1, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8233 Japan 
Sumitomo Mitsui Trust 
Bank, Limited
Investment Products 
Development 
Department

03-3286-8330 http://www.koukoku-
web.jp/c/s05815/

― US$50,000 ― ― H31.3.15 ―

Sozo Ventures UGP II-S, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Koichiro Nakamura Director ○ ○ 10 California Street, 
Redwood City, CA 
94063, USA

+1-650-362-
3553

http://sozo.ventures/ ― USD1,000 ― ― R4.8.5 ―

StepStone Capital IV (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Holdings LLC, the general partner of StepStone 
Group LP, the sole member of StepStone Capital 
IV(GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― $10 ― ― ― ―

Novus CAF GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mamoun Kuzbari Director ○ ○ c/o Novus Aviation 
Capital (Asia) Limited
Unit 1303, 13/F,
Dina House,
Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street, 
Central,
Hong Kong

+852-2612-
2908

http://www.cedaravia
tionfinance.com

― USD 50,000 ― ― ― ―

C-Fund ESC Advisors, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurie E. .Schmidt Vice President ○ ○ 200 West Street, New 
York, NY 10282 United 
States of America

+1-212-902-
0472

http://www.goldmans
achs.com

― $0 ― ― ― ―

Ardian Private Debt IV ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JoanーSophie KienerーWegmann

Robert Brimeyer

Manager

Manager

― ○ 24, avenue Emile 
Reuter, L-2420, 
 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 27 44 48 
356

― ― € 12,000 ― ― R1.9.4 ―

PRISA Fund Manager LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joanna W. Mulford Vice President ○ ○ 7 Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 
07940, United States

+1-973-734-
1300

http://www3-
stage.prudential.com/
re/disclosure-
japan.shtml

― $0 ― ― ― ―

Capital Dynamics GP I S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kathryn O'Sullivan Manager ○ ○ 49, Avenue J.F. 
Kennedy, L - 1855, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-2711-
0047

https://capdyn.com/t
erms-of-use/

― EUR 12,500 ― ― R4.9.2 ―

https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
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Rimor Fund II GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

荻　　　学 Director ― ○ 東京都千代田区西神
田
三丁目2番1号
住友不動産千代田
ファーストビル南館11
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

03-6361-0420 https://www.mitsui-
ai.com/ja/rimor.html
(日本語版)

https://www.mitsui-
ai.com/en/rimor.html
(英語版)

― 50,000米ドル ― ― R4.10.6 ―

Cybernaut New Frontier 
General Partner, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shigeki Usuki Director ○ ○ c/o Cybernaut New 
Frontier Co., Ltd.
Unit 1002, AXA 
Center
151 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong

+852-3549-
6353

http://nfcm.com.hk ― $0.00 ― ― ― ―

FAM, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Josh Everett Naoki Porter Director ○ ○ 33 Pauletta CT, 
Danville, CA 94526-
4918, USA.

+1-415-610-
5699

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
8/07/spb.pdf

― USD 1 ― ― R5.1.20 ―

Alcentra S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann Manager ○ ○ 2-4, rue Eugene 
Ruppert L-2453 
Luxembourg Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-24-52-
4363

https://www.alcentra.
com/strategies/secur
ed-loans/

― EUR 12,500 ― ― R4.8.25 ―

MetLife Middle Market Private 
Debt Parallel GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Justin Ryvicker Managing Director of MetLife Investment 
Management, LLC, which is the Managing 
Member of MetLife Middle Market Private Debt 
Parallel GP, LLC

○ ○ c/o MetLife 
Investment 
Management, LLC
 One MetLife Way, 
Whippany, New Jersey 
07981-1449 U.S.A.

+1-973-355-
4000

― ― US$100.00 ― ― ― ―

Spoke Omnia 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 Omnia Capital 
Holdings, LLC, the Manager of
Spoke Omnia Apartments, LLC

○ ○ 277 W. Nationwide 
Blvd., Suite 250, 
Columbus, Ohio USA

+1-504-247-
7647

http://www.spokerec
ap.com/

― US$5,750,000 ― ― ― ―

Prologis, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Barton A. Carter II Senior Vice President of Prologis, Inc., which is 
the general partner of Prologis, L.P.

○ ○ Pier 1, Bay 1, San 
Francisco, California 
94111, United States 
of America

+1-415-394-
9000

https://www.prologis.
com/industrial-
development-
capabilities/strategic-
capital/uslf

― $35,569,006,00
0

― ― ― ―

InfleXion II Investment, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

http://www.advantage
partners.com/wp/wp-
content/uploads/201
8/07_2/spb.pdf

― USD 1000 ― ― ― ―

Access General Partner LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Galloway Manager ― ○ Landmark Square, 1st 
Floor, 64 Earth Close, 
PO Box 715, Grand 
Cayman KY1-1107, 
Cayman Islands

+1-345-769-
9350

www.goldmansachs.co
m

― $0 ― ― ― ―

CGP II, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy Anderson 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. 
20004-2505, USA

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$19,158,186 ― ― R5.3.30 ―

Israel Fund GP, LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

松岡　正治 Director ○ ○ 12 Abba Eban Avenue, 
Ackerstein Towers 
Building D, 3rd Floor, 
Herzliya 4672530 
Israel

972-54-554-
1594

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07447/

― 10,000米ドル ― ― R4.10.3 ―

Audax Holdings I, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daniel H. Weintraub Authorized Signatory of 101 Huntington Holdings, 
LLC, the managing member of Audax Holdings I, 
L.L.C.

○ ○ 101 Huntington 
Avenue, 25th Floor 
Boston, MA 02199

+1-617-859-
1500

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06022/

― $0 USD ― ― ― ―

DNX III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quaeed Motiwala Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
USA

+1-650-281-
9059

http://www.drapernex
us.com/

― $450,000 ― ― ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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Nabtesco Technology Ventures 
(Cayman) Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hiroshi Nerima Director ○ ○ c/o Nabtesco 
Technology Ventures 
AG,
Seefeldstrasse 215, 
8008 Zurich, 
Switzerland

+41-44-269-
6144

http://www.nabtesco.
com

― USD1.00 ― ― ― ―

Green Tree GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vinti Khanna Director ○ ○ 655 Broad Street, 
Floor 11S, Newark, 
New Jersey, 07102,
USA

+1-973-683-
1638

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06031/

― $1 ― ― ― ―

Pine Tree GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vinti Khanna Director ○ ○ 655 Broad Street, 
Floor 11S, Newark, 
New Jersey, 07102,
USA

+1-973-683-
1638

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06032/

― $1 ― ― ― ―

Japan Texas High-Speed 
Railway Cayman GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

渡部　陽介 Director ○ ○ 東京都千代田区丸の
内2丁目2番3号 丸の
内仲通りビル9階
株式会社海外交通・都
市開発事業支援機構
内

03-5293-6700 ― ― 1,060,001USD ― ― R4.7.15 ―

BlackSand Capital Management 
II-A, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bert A. Kobayashi, Jr. Chairman and Chief Executive Officer of 
BlackSand Capital, LLC, the Managing Member of 
BlackSand Capital II UGP, LLC, the General 
Partner of BlackSand Capital Management IIーA, 
L.P.

○ ○ 2270 Kalakaua 
Avenue, Suite 1788, 
Honolulu, HI 96815, 
USA

+1-808-738-
8400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06069/

― $60,834.90 ― ― ― ―

Infinity Ventures IV (GP), Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joseph Huang Director ○ ○ Second Floor, No.39 
Haidian West Avenue, 
Haidian District 
Beijing, China

86 010 
80447194

https://headline.com/ ― US$50,000.00 ― ― ― ―

Clarion Gables Multifamily Trust 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Penn Stabler Compliance Officer and Counsel of Clarion 
Partners, LLC, which is the managing member of 
the Clarion Gables
Multifamily
Trust GP, 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/s06068/

― US$0.00 ― ― ― ―

SAMSUNG VENTURE 
INVESTMENT CORPORATION.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

YONG BAE JEON (田溶 裵) Representative Director ― ○ (Seocho-dong)11, 
Seochodae-ro 74-gil, 
Seocho-gu, Seoul, 
Korea

+82-2-2255-
0299

http://www.samsungv
enture.co.kr/

― KRW30,000,000
,000

― ― ― ―

SOSV IV GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sean O'Sullivan Manager ○ ○ 174 Nassau Street, 
Ste. #3000, Princeton, 
NJ 08542 USA

+1-609-933-
2652

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06033/

― USD 0 ― ― ― ―

Barings Investment Fund (LUX) 
GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alan Behen Manager ― ○ 80, Route d'Esch, L-
1470 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-47-
40-66-6200

https://www.barings.c
om/content/japan-
disclosure

― EUR 12,000 ― ― ― ―

PAG Asia Capital GP III　Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen's Road 
East, Hong Kong

+852-2918-
0088

http://www.2019form
20.com/

― US$1 ― ― ― ―

Fortress TSX Broadway Co-
Investment 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.c
om

― US$100.00 ― ― ― ―

Dreamers I LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kosaku Yada Managing Partner ○ ○ 24151 Ventura Blvd, 
Ste 220, Calabasas,
CA 91302, USA

+1-626-616-
2017

https://www.dreamer
s.vc/

― USD 20,000 ― ― ― ―

ACA Growth III Management 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

藤田 智弘 取締役 ○ ○ シンガポール共和国
038988シンガポール、
テマセクブルーバード
8、サンテックタワー3　
♯34-02、
エーシーエー・インベス
トメント・プライベート・
リミテッド気付

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― ― ―

https://headline.com/
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EJF Trust Preferred II GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neal J. Wilson CoーChief Executive Officer, CoーChief 
Investment Officer of EJF Capital LLC, which is 
the sole member of EJF Trust Preferred II GP 
LLC

○ ○ 2107 Wilson 
Boulevard, Suite 410 
Arlington, VA 22201, 
United States

+1-703-875-
0591

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06071/

― $0 ― ― ― ―

FCO Fund V 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.c
om

― US$100.00 ― ― ― ―

FC Holdings Co-investment GP 
Ltd.

― 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/s06101/

― US$1 ― ― ― ―

Siguler Guff SBCOF II Mezz GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Donald P. Spencer Managing Director ○ ○ c/o Siguler Guff 
Capital, LP, 200 Park 
Avenue, 23rd Floor, 
New York, New York 
10166, USA

+1-212-332-
5100

http://www.sigulerguf
f.com/

― US$10.00 ― ― ― ―

GN Loan Fund Associates Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Warren Keens Director ― ○ 345 Park Avenue, 31st 
Floor, New York, NY 
10154, U.S.A.

+1-212-503-
2100

https://www.blacksto
ne.com/japan-
disclaimer

― US$0.01 ― ― ― ―

Brookfield Super-Core 
Infrastructure Partners GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Srulowitz Managing Partner of Brookfield SuperーCore 
Infrastructure Partners GP of GP LLC, which is 
the manager of Brookfield SuperーCore 
Infrastructure Partners GP LLC

○ ○ c/o Brookfield Asset 
Management Inc.
Brookfield Place
250 Vesey Street, 
15th Floor, New York, 
NY 10281-1023, USA

+1-212-417-
7000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07033/

― USD0 ― ― R4.9.14 ―

Overbay Capital Partners Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robert Irving McGrath Director & President ― ○ 200 Bay Street, Suite 
3200, Royal Bank 
Plaza, South Tower, 
Toronto, ON M5J 2J3, 
Canada

+1-888-216-
4410

https://www.ocpfm.c
om/

― US$101 ― ― R4.9.16 ―

IFM USIDF General Partner Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter Anthony Heaps Director ― ○ Cricket Square, 
Hutchins Drive PO 
Box 2681, Grand 
Cayman KY1-1111, 
Cayman Islands

+1-345-814-
7372

https://www.ifminvest
ors.com/

― USD1 ― ― ― ―

TI Platform Fund II GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alex Bangash Managing Director ○ ○ 303 2nd Street, Suite 
#200, San Francisco, 
CA 94107, USA

+1-732-685-
8060

www.thetrustedinsight
.com

― USD0 ― ― ― ―

CBRE GIP Global Real Estate 
(Cayman) GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas Amy Director ― ○ North Suite, First 
Floor, Regencey 
Court, Glategny 
Esplanade St. Peter 
Port, Guernsey, GY1 
1WW

+44-1481-
742-250

www.alterdomus.com ― USD1.00 ― ― R4.10.24 ―

Airbus Ventures GP III, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas d'Halluin Director ○ ○ 3000 Sand-Hill Road -
1-120, Menlo Park, 
California 94025 U.S.A.

+1-408-391-
3592

https://airbusventure
s.vc/contact

― $1,000 ― ― ― ―

FLF Fund I GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garth Ebanks Director ○ ○ c/o Fortress Lending 
Advisors, 1345 Avenue 
of the Americas, 46th 
Floor, New York, NY 
10105, U.S.A.

+1-212-798-
6100

http://www.fortress.c
om

― US$1 ― ― ― ―

Greystar Multifamily GP X, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joshua Carper Vice President ○ ○ 465 Meeting St Suite 
500 Charleston, SC 
29403, United States

+1-843-579-
9400

http://www.greystar.c
om/form20ggif

― $1,000,000 ― ― ― ―

Regalis Enterprises GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vaibhav Goel Managing　Director ○ ○ 3175 Hanover St., Palo 
Alto, California, 94036, 
USA

+1-650-843-
5000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06196/

― US$2,550,000 ― ― ― ―
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Antin Infrastructure Partners IV 
Luxembourg GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sophie Le Saout Manager ○ ○ 37A, Avenue JF 
Kennedy, L-1855 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-
278434

www.antin-ip.com ― 12,000 EUR ― ― ― ―

Yamaha Motor Exploratory Fund 
GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keiichi Onishi Chief Executive Officer and Managing Director of 
Yamaha Motor Ventures & Laboratory Silicon 
Valley, Inc., Managing Member of Yamaha Motor 
Exploratory Fund GP, L.L.C.

○ ○ 422 Portage Avenue 
Palo Alto, California 
94306 USA

+1-650-656-
9170

http://ymvsv.com Business 
development 
and consulting

USD$1,000,000 ― ― ― ―

TI JPNIN GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alex Bangash Managing Director ○ ○ 303 2nd Street, Suite 
#200, San Francisco, 
CA 94107, USA

+1-732-685-
8060

www.thetrustedinsight
.com

― USD 0 ― ― ― ―

Greystar Growth and Income 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joshua Carper Vice President ○ ○ 465 Meeting St Suite 
500 Charleston, SC 
29403, United States

+1-843-579-
9400

www.greystar.com/for
m20ggif

― $1,000,000 ― ― ― ―

Spoke Altamonte Aparments, 
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 Altamonte 
Capital Holdings, LLC, the Manager of Spoke 
Altamonte Apartments, LLC

○ ○ 277 W. Nationwide 
Blvd., Suite 250, 
Columbus, Ohio USA

+1-504-247-
7647

http://www.spokerec
ap.com/

― US$6,215,669.0
0

― ― ― ―

IDF IV GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Virginia Jennifer Strelen Manager ― ○ 16, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-422-
229-212

https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― EUR 12,000 ― ― ― ―

KandaMJ, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SEAN QIAO 
(神中康至)

Managing Member ○ ○ 東京都港区六本木四
丁目2番35号
アーバンスタイル六本
木三河台301
Sevenwoods 
Investmennt株式会社
内

080-5692-
1531

― ― USD 0 ― ― R1.6.3 ―

Fenox Venture Management 
XXIV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

+1-408-645-
5532

www.fenoxvc.com ― USD0.00 ― ― ― ―

EDIF GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric Biren

Alan Dundon

Class A Manager

Class B Manager

○ ○ 15, Boulevard F.W. 
Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+1-352-2717-
2807

https://www.europac
apital.com

― EUR 12,000 ― ― R4.12.15 ―

Sean Asset Management, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

SEAN QIAO 
神中康至

Member ○ ○ 東京都港区六本木四
丁目2番35号
アーバンスタイル六本
木三河台301
Sevenwoods 
Investmennt株式会社
内

080-5692-
1531

― ― USD 0 ― ― R1.6.3 ―

ACA Investments Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

大沼　中 取締役 ○ ○ シンガポール共和国
038988シンガポール、
テマセクブルーバード
8、サンテックタワー3　
♯34-02

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― SG$13,716,823 ― ― R5.3.1 ―

Isomer Capital I SCSp ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Skinder Nehdi Manager of Isomer Capital l GP S.a r.l., the 
General Partner of Isomer Capital l SCSp

○ ○ 2-8, Avenue Charles 
de Gaulle, L-1653 
Luxembourg

+1-352-2487-
0220

www.isomercapital 
com

― EUR500 ― ― ― ―

Barings Infiniti Fund 
Management LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Walsh Managing Director and Associate General 
Counsel of Barings LLC, which is the Member of 
Barings Infiniti Fund Management LLC

― ○ 300 South Tryon 
Street, Suite 2500, 
Charlotte, NC 28202 
U.S.A.

+1-704-805-
7200

https://www.barings.c
om/content/japan-
disclosure

― USD 1,000 ― ― R5.3.27 ―

Global Aviation Equipment 
Leasing Fund I GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Patrick Sakala Director ― ○ First floor, Ugland 
House, South Church 
Street, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
8066

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06313/

― USD250 ― ― ― ―

https://www.barings.com/content/japan-disclosure
https://www.barings.com/content/japan-disclosure
https://www.barings.com/content/japan-disclosure
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SNI Management S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher Austin
Raphael Raugel

Manager
Manager

○ ○ 15, Boulevard F.W. 
Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 48 18 28 
1

https://www.schroder
s.com/ja-jp/jp/asset-
management/instituti
onal-
investors/tokurei/

― EUR 12,000 ― ― R4.12.14 ―

GFR Fund II GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

筒井鉄平 Managing Member ○ ○ c/o Greenough 
Consulting Group
1350 Bayshore Hwy, 
Suite 920
Burlingame, California 
94010, United States 
of America

+1-415-302-
1431

www.gfrfund.com ― $157,373 ― ― R5.2.2 ―

TransLink Management JAL 
Innovation I, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani Managing Member ○ ○ 530 Lytton Ave., 
Suite 300,
Palo Alto, 
California 94301,
U.S.A.

+1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

― US$372,000 ― ― R5.3.6 ―

JB Nordic General Partner 
S.a.r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dalia Bleyer Manager ○ ○ 8, rue Lou Hemmer,
L-1748 Senningerberg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-246-
160-6000

https://nordicninja.vc
/

― €1,012,000.00 ― ― ― ―

Tata Opportunities II General 
Partners LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pritiraj Mahapatra Manager ○ ○ 72 Anson Road #12-
02 Anson House 
Singapore 079911

+65-6592-
2063

tataopportunitiesgene
ralpartnersllp.com

― USD10,000 ― ― ― ―

Medtech Convergence GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Paul LaViolette Managing Member ○ ○ c/o SV Health 
Investors LLC
One Boston Place
201 Washington 
Street, Suite 3900, 
Boston, 
Massachusetts 02108, 
U.S.A.

+1-617-367-
8100

www.svhealthinvestor
s.com

― US$390,650 ― ― R4.11.16 ―

MIC International Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

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 1 ― ― H31.1.21 ―

GoldenTree Distressed Fund III 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steven A. Tananbaum Managing Member
Executive Vice President

○ ○ c/o GoldenTree Asset 
Management LP, 300 
Park Avenue, 21st 
Floor, NY, NY 10022, 
U.S.A.

+1-212-847-
3500

www.goldentree.com ― $190,000.00 ― ― R5.3.22 ―

Neoteny 4 GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alexander Lourie Trustee or his successors in interest, of The 
Joichi Ito Revocable Trust dated October 31, 
2016, and any amendments thereto, which is 
Managing General Partner of Esperance 
Partners,
which is Managing Member of Neoteny 4 GP, 

○ ○ c/o Prague & 
Company, P.C., 15 
Walnut Street, Suite 
150, Wellesley, MA 
02481 USA

+1-781-237-
5555, ext. 202

www.neoteny.com ― USD 100 ― ― R4.11.17 ―

Navis Asia Fund VIII 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 Sentral V, 
Kuala Lumpur Sentral, 
50470 Kuala Lumpur, 
Malaysia

+60-3-2302-
3888

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06274/

― USD 50,000.00 ― ― ― ―

Phoenix General Partner III LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zachariah Jonasson Managing Member ○ ○ 1700 S. El Camino 
Real,
Suite 355, 
San Mateo, CA 94402 
USA

+1-650-349-
3467

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06282/

― USD 
$2,485,000 

― ― ― ―

PC Co-Investment GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cedric Sebastien Pierre Pedoni Manager ○ ○ 488, route de Longwy, 
L-1940 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-26-
86-811

www.permira.com ― EUR 12,000 ― ― ― ―

Siguler Guff SBOF IV GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Donald P. Spencer Managing Director ○ ○ c/o Siguler Guff 
Capital, LP, 200 Park 
Avenue, 23rd Floor, 
New York, New York 
10166, USA

+1-212-332-
5100

http://www.sigulerguf
f.com/

― US$10.00 ― ― ― ―

http://www.gfrfund.com/
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Ortus Aircraft Leasing Fund II 
GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Young Ho Ai Director ○ ○ c/o Novus Aviation 
Capital (Asia) Limited
Unit 1303, 13/F,
Dina House, Ruttonjee 
Centre, 11 Duddell 
Street, Central,
Hong Kong

+852-2612-
2908

http://www.ortusaviat
ion2.com/

― USD1 ― ― ― ―

L Catterton Real Estate Core 
One S.a.r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Baudouin de Feydeau Manager ○ ○ 40, avenue Monterey, 
L-2163 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-28-
86-80-40

― ― 2,000,000 JPY ― ― ― ―

Incubate Fund US GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

野津　一樹 Managing member ○ ○ 116 Alley Mountain 
View, California USA 
94040

+1-650-943-
3294

― ― USD 1 ― ― R3.6.3 ―

RLGH GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas Hulst Director ○ ― Wessex House, 45 
Reid Street, Hamilton,
HM 11, Bermuda

+1-441-294-
8000

https://resolutionlife.
com/

― US$1.00 ― ― ― ―

Counterpart Ventures II GP, 
L.L.C

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Patrick Eggen Managing Member ○ ○ 500 Third Street, 
Suite 240, San 
Francisco, California 
94107 United States 
of America

+1-650-798-
9187

https://www.counterp
art.vc/

― US$207,267.42 ― ― ― ―

RISA Vertex Venture Fund GP 
Pte. Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

（しゃううぇいちー）
SEOW WEI QI

Director ○ ○ 9 RAFFLES PLACE, 
#52-01 REPUBLIC 
PLAZA, SINGAPORE 
048619

+65-6532-
5425

https://www.risa-
asia.com/risavertexrf

― USD 100 ― ― ― ―

EduLab Capital I GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Liam Pisano

Norihisa Wada

Manager

Manager

○ ○ One Boston Place, 
Suite 3630
Boston, MA 02108, 
USA

+1-857-314-
1400

www.edulabcapital.co
m

― USD 0 ― ― ― ―

Green Visor Capital III GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Simon Yoo Managing Partner ○ ○ 88 Kearny Street, 
Suite 850
San Francisco, CA 
94108, USA

+1-650-489-
6697

http://www.greenviso
rcapital.com/investor
s

― $0USD ― ― ― ―

GAIA Investment Fund GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jarladth Travers

David Altshuler

Mark Mugglestone

Director

Director

Director

― ○ SIX, 2nd Floor, Cricket 
Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681, 
Grand Cayman KY1-
1111, Cayman Islands

+1-345-949-
1040

https://www.ifminvest
ors.com

― USD 1 ― ― R5.1.12 ―

Global Private Equity 
Investments 2019 TM GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspe 
House,
66-72 Esplanade, 
St. Helier, 
Jersey, 
JE1 1GH

+44-1534-
822-500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― USD 100 ― ― ― ―

Carlyle Japan IV, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Susan Bass Officer ― ○ 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― ¥1,085,419,920 ― ― R5.1.31 ―

Canyon Laurel Fund GP II Co. 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Canyon Partners Real Estate 
LLC
(Performer of Duties: Jonathan 
Kaplan, Luis Silva)

Member ― ○ 2728 North Harwood 
Street, 2nd Floor, 
Dallas, TX 75201, the 
United States of 
America

010-1-310-
272-1370

― ― USD 0 ― ― R4.1.28 ―

http://www.first-eastern.com/jcf/Form20-2.pdf
http://www.first-eastern.com/jcf/Form20-2.pdf
https://www.risa-asia.com/risavertexrf
https://www.risa-asia.com/risavertexrf
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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Latour Capital Management 
SAS

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cedric BANNEL CEO / President ○ ○ 104, avenue des 
Champs-Elysees 3eme 
etage
75008 Paris
France

+33-1-40-62-
30-00

http://www.latour-
capital.fr/mentions-
legales

http://www.latour-
capital.co.uk/legal-
information

―  € 1,000,000 ― ― ― ―

ICG Australian Senior Debt GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Letitia Solomon Director ○ ○ PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
8066

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06356/

― US$50,000 ― ― R5.1.27 ―

StepStone Secondaries IV (GP), 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Holdings LLC, the general partner of StepStone 
Group LP,
a member of StepStone Secondaries IV (GP), 
LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 0 ― ― ― ―

Capstone Fund Services, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Paul Britton Managing Member ○ ○ 7 World Trade Center, 
250 Greenwich Street, 
30th Floor, New York, 
NY 10007 U.S.A.

+1-212-232-
1420

― ― $206,000 USD ― ― ― ―

Capstone Fund Services II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Paul Britton Managing Member ○ ○ 7 World Trade Center, 
250 Greenwich Street, 
30th Floor, New York, 
NY 10007 U.S.A.

+1-212-232-
1420

― ― $100,000 USD ― ― R5.3.27 ―

Aphelion Capital T1, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Edwin F. Scheetz, III Manager ○ ○ 100 Tiburon Blvd, 
Suite 215, Mill Valley, 
CA 94941, USA

+1-415-944-
8123

http://www.aphelionc
apital.net/

― $9,100,000 ― ― ― ―

Go-Ventures GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aditya Kamath Director ○ ○ 8 Eu Tong Sen Street, 
#17-85, The Central, 
Singapore 059818

+65 6977 6958 http://www.koukoku-
web.jp/c/s06429/

― US$1 ― ― R4.11.25 ―

Pegasus Tech Ventures 
Management I, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

+1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

NB Specialty Finance 
Associates LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President of NB Specialty Finance GP LLC, 
General Partner of NB Specialty Finance 
Associates LP

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$ 
$291,919.19

― ― ― ―

Rialto Partners GP IV - Debt, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Liat Heller (Feldman) General Counsel of Rialto Capital Management, 
LLC, Managing Member of Rialto Partners GP IV 
ー Debt, LLC

○ ○ 200 S. Biscayne 
Boulevard, Suite 3550, 
Miami, Florida 33131, 
United States

+1-305-485-
2037

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06462/

― USD 100 ― ― ― ―

NB SHP Fund GP LP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President of NB SHP GP LLC, General 
Partner of NB SHP Fund GP LP

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$ 0 ― ― R4.8.4 ―

Evolution Ventures b8ta, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sharjeel Hasan Manager/Member of Evolution Ventures 
Management LLC,
Manager of Evolution Ventures b8ta, LLC

○ ○ 12182 Parker Ranch 
Road, Saratoga, CA 
95070, United States 
of America

+1-408-836-
0100

www.evolution-
vc.com

― $100 ― ― ― ―

DNX Annex II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quaeed Motiwala Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
USA

+1-650-281-
9059

https://www.dnx.vc/ ― $120,000 ― ― ― ―

PA Bach Fund GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

NG Yu Kwong Director ○ ○ 23rd Floor, Two 
International Finance 
Centre, 8 Finance 
Street, Central, Hong 
Kong

+852-3762-
9228

None ― USD50,000 ― ― ― ―

https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
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Balyasny Capital Management 
(Cayman), LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Siclari General Counsel of Balyasny Capital 
Management, LLC, as Managing Member of 
Balyasny Capital Management (Cayman), LLC

○ ○ c/o Balyasny Asset 
Management (Hong 
Kong) Limited,
Suite 4101-04&08,
Two Exchange Square,
8 Connaught Place, 
Central, Hong Kong

+852-3965-
2688

www.bamfunds.com ― $0 ― ― ― ―

LaSalle China Logistics Venture 
GP Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chan Yen Tjin Director ○ ○ 88 Market Street, 
#35-02 CapitaSpring 
Singapore 048948

+65-6494-
3500

http://asa-
epn.jp/di/0010/a5r4/

― US$50,000 ― ― ― ―

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

+1-352-26-
86-811

www.permira.com ― EUR 50,000 ― ― R4.12.27 ―

Daiwa ACA APAC Growth 
Management Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

藤田　智弘 取締役 ○ ○ シンガポール共和国
038988シンガポール、
テマセクブルーバード
8、サンテックタワー3 
#34-02、エーシー
エー・インベストメント・
プライベート・リミテッド
気付

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― ― ―

Permira VII 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

+1-352-26-
86- 811

www.permira.com ― EUR 12,000 ― ― ― ―

CJP III Japan ILP GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kristie Weaver 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― JPY1,086,700 ― ― R4.8.25 ―

CCP 5 GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ian Paul Laming Designated Member ○ ○ Berkeley Square 
House, 8th Floor, 
Berkeley Square, 
London, W1J 6DB, 
United Kingdom

+44-020-
3463- 8900

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06523/

― GBP 30 ― ― ― ―

Remiges BioPharma Fund GP II, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Walter Olesiak Chief Operating Officer ○ ○
1201 3rd Avenue, 
#2200, Seattle, WA 

98101, USA

+1-858-531-
6826

www.remigesventures.
com

― US$0.12 ― ― R4.11.29 ―

CP Ventures Management, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K.
 (Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

+1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

SPF FIV3-5 GP (Lux) S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Darren Gorman Director ○ ○ 20, Rue de la Poste, 
L-2346 Luxembourg

+352-47-23-
23-501

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― USD 19,975 ― ― R4.10.14 ―

Asteria Vision Fund Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

吉田　晋司 President ○ ○ Legacy North 
7300 Lone Star Drive 
Suite C200 Plano, TX 
75024, USA

+1（408）758-
6510

― ソフトウェア開
発・販売

USD 1,200,000 ― ― R1.7.1 ―

ETF GP　3 LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter John Horsburgh Director of ETF Partner GP 3 Limited and ETF 
Initial Partner 3 Limited, both of which are 
Corporate Members of ETF GP 3 LLP

○ ○ 50 Lothian Road, 
Festival Square, 
Edinburgh, EH3 9WJ, 
United Kingdom

+44-0-131-
473-6000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06550/

― £100 ― ― ― ―

Barings Global Real Assets 
Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Richard Spencer Managing Director of Barings LLC, which is the 
Managing Member of Barings Global Real Assets 
Fund GP, LLC

○ ○ 300 South Tryon 
Street, Suite 2500, 
Charlotte, NC 28202 
U.S.A.

 1-704-805-
7200

https://www.barings.c
om/content/japan-
disclosure

― USD $68,200 ― ― ― ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.barings.com/content/japan-disclosure
https://www.barings.com/content/japan-disclosure
https://www.barings.com/content/japan-disclosure
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Hosen Investment Fund III GP, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alex Tianli Zhang Director ― ○ Suite 2606, Twin 
Towers (West) 
Jianguomenwai 
Avenue, Beijing 
100022, China

+86-10-
51208178

http://en.hosencapita
l.com/

― US$50,000 ― ― ― ―

Lothbury Global Feeder GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Simon Radford Director ○ ○ Gaspe House 66-72 
Esplanade, St Helier, 
Jersey JE2 3QT

+44-1534-
283-000

www.lothburyim.com ― £2 ― ― R4.8.26 ―

SIP Global Tech Fund Ⅰ,Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Saitoh Shigeki Director ○ ○ 445 Park Avenue, 21st 
floor, New York, NY 
10022, USA

+1-347-274-
8136

― ― US$2 ― ― R2.12.23 ―

Nanogiv Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Itzik Goldwasser Chairman ○ ○ Hi-Tech Park, Edmond 
J. Safra
Campus, Givat-Ram, 
Jerusalem, 91390 
Israel

+972-0-2-
6586688

None ― 10,000NIS ― ― R4.10.6 ―

ASF VIII C S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Costas Constantinides

Ganash Lokanathen

Manager

Manager

― ○ 24, avenue Emile 
Reuter, L-2420, 
Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-44-
48-1

― ― US$17,000 ― ― R4.2.21 ―

KPS Investors V, Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Psaros Director ○ ○ 485 Lexington
Avenue, 31st Floor,
New York, NY 10017,
United States of
America

+1-212-338-
5100

https://www.kpsfund.
com

― USD $0.06 ― ― ― ―

BEENEXT3 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.c
om/

― US$0.01 ― ― R4.11.10 ―

ACA Growth IV Management 
Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tomohiro Fujita Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― ― ―

HEALTHXCAPITAL GP, LTD ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

AMIT ANAND Managing Director ○ ○ One George Street 
#07-02 Singapore 
049145

+65-6260-
0557

https://www.healthxc
apital.com/

― US$100,000 ― ― ― ―

SVF II GP (Jersey) Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adam Nicholas Gulley
Neil Hadley
Robert Milner
Michael Johnson

Director
Director
Director
Director

○ ○ 47 Esplanade, St 
Helier, Jersey, JE1 
0BD

+44-1534-
833000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06615/

― USD 70,000 ― ― ― ―

Hayfin DLF III GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lina Kavoliune
John Molloy

Manager
Manager

― ○ 21, Rue Glesener, L-
1631 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-27-
86-40-38

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06411/

― €12,000 ― ― ― ―

LaSalle Japan Property Fund 
GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

森岡　亮太 ディレクター ○ ○ 88 Market Street #35-
02 CapitaSpring 
Singapore 048948

+65-6494-
3500

http://asa-
epn.jp/di/0012/pf78/

― US$9,488.49 ― ― ― ―

Venturra Capital General 
Partner Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Plern Suraphongchai Director ○ ○ Koru Partners Pte Ltd
1 North Bridge Road, 
#06-04 High Street 
Centre, 
Singapore 179094

+65 6910 0177 www.korupartners.co
m

― $1.00 ― ― ― ―

Endeavour I Holdings L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maureen Offer Chief Financial Officer ○ ○ 2180 Sand Hill Road, 
Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

+1-415-617-
1800

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06533/

― $0 ― ― ― ―
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Clover Global Asset 
Management Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ye Tian Director ○ ○ 3rd Floor Zephyr 
House, 122 Mary 
Street
PO Box 10085, 
George Town
Grand Cayman
KY1-1001
Cayman Islands

+86181171351
75

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06618/

― $50,000 ― ― ― ―

Greystar Student Housing 
Growth and Income GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joshua Carper Vice President ○ ○ 465 Meeting St Suite 
500 Charleston, SC 
29403, United States

+1 843-579-
9400

www.greystar.com/for
m20ggif

― USD 2,668,665 ― ― ― ―

F2 Capital 2 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Saacks Managing Partner ○ ○ HaArbaa Street 28, 
North Tower, Floor 25, 
Tel Aviv, 6473925, 
Israel

+972-50-242-
4388

www.junctionjapan.co
m

― $0 ― ― ― ―

HSJPN Cayman SLP Manager 
Corp.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Chen Director ○ ○ 19th Foor, Chater 
House, 8 Connaught 
Road, Central Hong 
Kong

+852-2800-
1278

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― USD 1,000 ― ― R4.10.14 ―

Theorem Partners LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hugh Edmundson Chairman ○ ○ 400 Concar Drive, San 
Mateo, Calfornia 
94402, U.S.A.

+1-415-489-
0457

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06750/

― USD 0 ― ― ― ―

Park Square Capital Credit 
Investments GP S.a r.l

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lara Riachy Manager ○ ○ 80, route d’Esch L-
1470 Luxembourg 
Grand-Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
23-222

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06774/

― €16,500 ― ― ― ―

Sequoia U.S. Infrastructure 
Income GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randall Scott Sandstrom

Bakary  Sylla

Class A manager

Class B manager

○ ○ 5, Heienhaff, L-1736 
Niederanven, Grand 
Duchy of Luxembourg

 +352 206074 
6407

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06769/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Sequoia U.S. Infrastructure 
Income (Sidecar) GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randall Scott Sandstrom

Bakary  Sylla

Class A manager

Class B manager

○ ○ 5, Heienhaff, L-1736 
Niederanven, Grand 
Duchy of Luxembourg

 +352 206074 
6407

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06770/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Lyra 30 GP, Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Reina Nakamura Director ○ ○ 1 George Street, #10-
01  Singapore 049145

+65-92327944 http://www.koukoku-
web.jp/c/s06797/

― 1 USD ― ― ― ―

PCPD Capital One Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

東福寺 なおみ 日本における代表者 ○ ○ 東京都千代田区丸の
内一丁目11番1号　
パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内３１
階

03-5222-7800 ― 投資事業 1.00香港ドル ― ― R1.10.17 ―

WiL SP I GP-GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JooーLee Lim
Shingo
Sasahara

Managing Director
Managing Director

○ ○ 102 University Ave., 
STE 1A, First floor, 
Palo Alto, CA, 94301, 
U.S.A.

+1-650-329-
0300

www.wilsp.com ― $0 ― ― ― ―

Paramount GREF X LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Albert P. Behler President ○ ○ 1633 Broadway, Suite 
1801, New York, NY 
10019, United States 
of America

+1-212-237-
3100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06807/

― USD2.00 ― ― R4.7.21 ―

ACA Growth V Management Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tomohiro Fujita Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― ― ―

ACA Japan Innovation 
Management Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hiroyuki Ono Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― ― ―
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PineBridge Private Credit 
General Partner, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Fisher Managing Director ○ ○ c/o PineBridge 
Investments LLC
228 Saugatuck Ave.
Westport, Connecticut 
06880 U.S.A.

+1-646-857-
8000

https://www.pinebridg
e.co.jp/institutional/t
okurei_disclosure.html

― USD 100 ― ― R5.3.7 ―

Koru Ventures II General 
Partner Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Plern Suraphongchai Director ○ ○ Koru Partners Pte Ltd
1 North Bridge Road, 
#06-04 High Street 
Centre, 
Singapore 179094

+65 6910 0177 www.korupartners.co
m

― US$1.00 ― ― ― ―

Europa VI GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric Biren Manager of Europa Capital Luxembourg S.a r.l., 
itself Manager delegates to the daily 
management of Europa VI GP S.a r.l.

○ ○ 5, rue des Primeurs, 
L-2361 Strassen, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+35227365564
30

http://www.europaca
pital.com/europa/en/
home

― EUR 12,000 ― ― R4.12.15 ―

SunBridge Partners JJV II 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

https://sunbridgepart
ners.com/japan-
investor-information/

― $0.00 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures SPV I, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of Pegasus Tech 
Ventures SPV I, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1 (408) 645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

ACP (J) 2019 GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jason Zibarras Manager ○ ○ 650 Fifth Avenue, 17th 
Floor
New York, NY 10019 
USA

+1 212 521 
5154

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06610/

― US$1 ― ― ― ―

Insight Associates XI, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Prodromos  Vice President, Authorized Officer ○ ○ 1114 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, 
New York, NY 10036, 
USA

+1-212-230-
9200

https://www.insightpa
rtners.com/

― $1.00 ― ― ― ―

AA Growth Support Fund 
(Japan) GP, Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/wp/wp
-
content/uploads/201
9/11/spb.pdf

― USD 1 ― ― ― ―

Inspire Venture GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jorg Philipp Henzler Manager ○ ○ 5, Heienhaff, L-1736 
Senningerberg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-26-
3456-1

N/A ― Euro 12,000 ― ― ― ―

StepStone Real Estate Partners 
IV (GP) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adam Lesnick Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Estate Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Estate LP, the sole 
member of StepStone Real Estate Partners IV 
(GP) S.a r.l.

○ ○ 5, Heienhaff, L-1736 
Senningerberg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 2717 
7361

https://www.stepston
egroup.com/

― USD20000 ― ― R5.1.19 ―

Corner Ventures Israel Fund 
Management, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marvin Tien Managing Director ○ ○ 251 Lytton Ave., Suite 
200
Palo Alto, CA 94301
USA

+1-650-543-
8180

http://www.cornerven
tures.com/

― USD 0 ― ― ― ―

BGV IV Partners, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric Benhamou Managing Member ○ ○ 1600 El Camino Real, 
Suite 280, Menlo Park, 
California 94025, 
United States of 
America

1-650-324-
3680

https://benhamouglob
alventures.com/

― USD6,600 ― ― ― ―

IXGS, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/wp/wp
-
content/uploads/201
9/12/spb.pdf

― USD 1,000 ― ― ― ―

AIGF II GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yasutaka Ichihara Director ○ ○ 50 Raffles Place #31-
04
Singapore Land Tower 
Singapore 048623

+65-3157-
2100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06911/

― JPY1,000,000 ― ― ― ―

https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
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Vintage Fund 12 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alan Harold Feld Director ○ ○ 12 Abba Eban Ave, 
Ackerstein Towers, 
Building D, 10th floor, 
Herzliya, Israel, 
4672530

+972-9-
8548464

https://www.vintage-
ip.com/

― NIS100 ― ― ― ―

MRE Colorado BlockerCo LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Katsuo Yamanaka Manager and President of MRE Senior Joint 
Venture #4 LLC, which is the manager of MRE 
Colorado BlockerCo LLC

― ○ 4 Park Plaza, Suite 
1700, Irvine, CA 
92614, United States 
of America

+1-949-789-
8300

https://www.mbk.com
/terms.php

― US 
$10,126,550

― ― ― ―

重田　光時 ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

― ― ○ ○ Unit I, 18/F, Hong 
Kong Mansion, 1 Yee 
Wo Street, Causeway 
Bay, Hong Kong

+852-9721-
0113

https://my1-
iba.com/home.html

― ― ― ― ― ―

VB Target GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kim Bishop Director ○ ○ c/o Maples Corporate 
Services Limited, PO 
Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
8066

http://www.vbtarget.c
om/

― JPY500,000 ― ― ― ―

TriVentures Capital (2019) Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michal Geva Managing Director ○ ○ 11 Hasadnaot St., Sea 
View Building #B, 5th 
Fl., Herzliya, Israel 
4673300

+972-9-
7793800

http://triventures.net
/

― $0 ― ― ― ―

CIM Imabari SMA Investments 
GP, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jordan Dembo Director ― ○ 4700 Wilshire 
Boulevard, Los 
Angeles, California 
90010, USA

1-323-860-
4900

https://www.cimgrou
p.com/terms-of-use

― USD50,000 ― ― ― ―

Geodesic Capital GP II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John V. Roos Director ○ ○ 950 Tower Lane, Suite 
1100 Foster City, 
California 94404 
United States of 
America

1-650-781-
0400

http://geodesiccap.co
m/en/#contact-us

― US$17,979.80 ― ― R5.3.29 ―

MCPF GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Talgo President ○ ○ c/o NYL Investors 
LLC, 51 Madison 
Avenue, Suite 908, 
New York, NY 10010, 
USA

+1-415-402-
4153

https://www.newyorkl
ife.com/realestateinv
estors

― US$0 ― ― ― ―

Pitango GP Health Holdings Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zeev Binman Director ○ ○ 11 Hamenofim Street, 
Building B, Herzliya, 
46725, Israel

+97299718100 http://www.koukoku-
web.jp/c/s06903/

― $0 ― ― ― ―

New Mountain Investments VI, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steven B. Klinsky Managing Member ○ ○ c/o New Mountain 
Capital, 787 Seventh 
Avenue, 49th Floor,
New York, New York 
10019, U.S.A.

+1-212-720-
0300

http://newmountainc
apital.com/

― US$0 ― ― ― ―

Marquee Brands II GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President ― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

+1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― ― ―

EIG ETF GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher Santopolo

Bilel Rezaiki

Class A Manager

Class B Manager

○ ○ 600 New Hampshire 
Ave., NW, Suite 1200, 
Washington DC 20037, 
United States of 
America

+1-202-600-
3300

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06940/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

CrossHarbor SDF GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Wiliam H. Kremer Managing Partner of CrossHabor Capital 
Partners LLC, as the managing member of 
CrossHabor SDF GP LLC

○ ○ One Boston Place, 
Suite 2300, Boston, 
MA 02108, USA

617-624-8300
https://www.greensle
dge.com/greensledge
-asia/tokurei/

― US$0 ― ― R5.1.10 ―

Exeter Property Group V GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Timothy J. Weber Manager ○ ○ 101 West Elm Street, 
Suite 600
Conshohocken, 
Pennsylvania 19428 
United States of 
America

+1- 610-828-
3200

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06989/

― US $1,000 ― ― ― ―
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Evolution Venture Partners GP 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sharjeer Hasan Manager/Member ○ ○ 12182 Parker Ranch 
Road, Saratoga, CA 
95070, United States 
of America

1-408-836-
0100

www.evolution-
vc.com

― $100 ― ― R4.10.21 ―

Montana Capital Partners 
Jersey OSP V (GP) Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Antoinette Kyriacou Director ○ ○ c/o Apex Fund and 
Corporate Services 
(Jersey) Limited, 12 
Castle Street, St 
Helier, Jersey, JE2 
3RT

+44 (0) 204 
549 0700

https://www.montana
-capital-
partners.eu/terms-
of-use-disclaimer/

― GBP 25,000 ― ― R5.2.27 ―

Oaktree European Capital 
Solutions Fund Ⅱ GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P.
(Richard Ting, Managing Director 
and Associate General Counsel 
/ Martin Boskovich, Managing 
Director)

Director ○ ○ c/o Oaktree Capital 
Management, L.P.
333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US＄0.01 ― ― R3.7.9 ―

Oaktree Mezzanine Fund V 
(Cayman) GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P.
(Richard Ting, Managing Director 
and Associate General Counsel 
/ Martin Boskovich, Managing 
Director)

Director ○ ○ c/o Oaktree Capital 
Management, L.P.
333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US$0.01 ― ― R4.4.8 ―

Pitango Capital Holdings 2019 
Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zeev Binman Director ○ ○ 11 Hamenofim Street, 
Building B, Herzliya 
46725, Israel

972-9971-
8100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s06972/

― $0 ― ― ― ―

CCM VI, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02002.pdf

― USD 1 ― ― ― ―

Chartered General Partner Pte. 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eyal Agmoni Director ○ ○ 20 Collyer Quay,#11-
01 
Singapore 049319

+65-6557-
2289

― ― $1.00 ― ― ― ―

StepStone Opportunities Fund 
GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stephen Penney

Michael Parton

Director 

Director

○ ○ Landmark Square, 
West Bay Road, PO 
Box 775, Grand  
Cayman KY1-9006, 
Cayman Islands

+1-345-949-
0022

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 50,000 ― ― R5.3.16 ―

SSG ME Infrastructure (GP), 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt
Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Assets Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Assets LP, a member of 
SSG ME Infrastructure (GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 1 ― ― ― ―

SSG ME Real Estate (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt
Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Estate Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Estate  LP, a member of 
SSG ME Real Estate (GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 1 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures 
Management III, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

CCP 5 LL GP S.a r.l ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yves Barthels A Manager ○ ○ 1 Allee Scheffer, L-
2520, Luxembourg

+1-352-2785-
9500

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07109/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

CRED GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Gay Manager ○ ○ c/o Nuveen Real 
Estate (FKA TH Real 
Estate), 730 Third 
Avenue, New York, NY 
10017, U.S.A.

+1-212-916-
5180

https://www.nuveen.c
om/ja-jp

― $0 ― ― ― ―

TORANOMON FUND AIV GP 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Colin Nestor Director ― ○ c/o MaplesFS Limited,
PO Box 1093, 
Boundary Hall, 
Cricket Square, 
Grand Cayman, KY1-
1102, 
Cayman Islands

+13458145857 https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$1,000 ― ― ― ―

https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.nb.com/ja/jp/about-qualified-institutional-investor
https://www.nb.com/ja/jp/about-qualified-institutional-investor
https://www.nb.com/ja/jp/about-qualified-institutional-investor
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Fountain Healthcare Partners III 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Manus Rogan Managing Partner ○ ○ Two Docklands 
Central Fourth floor, 
Guild St, IFSC Dublin1 
D01 K2C5, Ireland

+353-1-5225-
100

http://www.fh-
partners.com/

― €45,000 ― ― R4.11.2 ―

LVP Seed Fund III GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Charlotte Cruickshank Director ○ ○ 26 New Street, St 
Helier, Jersey JE2 
3RA, Channel Islands

+44-0-1534-
507000

http://www.londonvp.
com/regulatory

― USD 1.00 ― ― ― ―

PAL IV GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 
1 Queen's Road East, 
Hong Kong

+852-2918-
0088

www.form20PAJ1.co
m

― US$1 ― ― ― ―

Fund IX 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://www.koukoku-
web.jp/c/s07039/

― USD 1,000 ― ― ― ―

4BIO VENTURES II GP LIMITED ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrey Kozlov Director ○ ○ 78 Pall Mall, London 
SW1Y 5ES, United 
Kingdom

+44 203 427 
5500

https://www.4biocapit
al.com/

― GBP1 ― ― ― ―

4BIO VENTURES II GP2 LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrey Kozlov Partner of 4BIO PARTNERS LLP which is the 
Partner and Manager of 4BIO VENTURES II GP2 
LLP and  Director of 4BIO VENTURES II GP 
LIMITED which is the Partners of 4BIO 
VENTURES II GP2 LLP

○ ○ 78 Pall Mall, London 
SW1Y 5ES, United 
Kingdom

+44 203 427 
5500

https://www.4biocapit
al.com/

― GBP1 ― ― ― ―

CC (2019B) GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chan Kai Kong Director ○ ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town,
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

+1-852-3710-
6889

www.citiccapital-
ccjp.com

― $1.00 ― ― ― ―

Ares Capital Europe V GP S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hilary Fitzgibbon

Michael Thomas

Manager

Manager

○ ○ 14-16, avenue 
Pasteur, 
L-2310 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-295-
572-200

www.aresmgmt.com ― EUR 12,000 ― ― ― ―

Ares Capital Europe V GP 
(Delaware), LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joshua Bloomstein Authorized Person of ACE V GP LLC, the 
General Partner of Ares Capital Europe V GP 
(Delaware), L.P.

○ ○ c/o Ares Management 
LLC, 2000 Avenue of 
the Stars, 12th Floor, 
Los Angeles, California 
90067, U.S.A.

+1-310-201-
4100

www.aresmgmt.com ― $100 ― ― ― ―

ADvantage GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Medved CEO and Director of OurCrowd General Partner 
Limited, in its capacity as general partner of 
OurCrowd International General Partner LP, in 
its capacity as general partner of OurCrowd 
General Partner, LP, in its capacity as member 
of ADvantage GP, LLC

○ ○ Hebron Road 28,
Jerusalem, Israel

+972 50 
2613084

https://www.advantag
esportsfund.com/

― $2.00 ― ― ― ―

Oaktree Real Estate Debt Fund 
Ⅲ GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P.

(Richard Ting, Managing Director 
and Associate General Counsel 
/ Martin Boskovich, Managing 
Director)

Director ○ ○ c/o Oaktree Capital 
Management, L.P.
333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US$0.01 ― ― R3.7.9 ―

CJIP (AP) VI, 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

+-1-345-917-
7590

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02005.pdf

― USD 1 ― ― ― ―

MSREI X GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Margaret Sii Manager ― ○ 1585 Broadway, New 
York NY 10036, U.S.A.

+1-212-761-
4000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07121/

― US$0 ― ― ― ―
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FLF Fund II GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garth Ebanks Director ○ ○ c/o Maples Fiduciary 
Services (Cayman) 
Limited, PO Box 1093, 
Boundary Hall, Cricket 
Square, Grand 
Cayman, KY1-1102, 
Cayman Islands

+1-345-945-
7099

http://www.fortress.c
o
m

― US$1.00 ― ― ― ―

PBRS GP II Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen's Road 
East, Hong Kong

+852-2918-
0088

www.form20PAJ2.co
m

― US$1 ― ― ― ―

Red Dot II Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Barak Salomon Managing Director ○ ○ 1 H'ashikma St. 
Savyon 5691502, 
Israel.

+972-3-303-
5888

http://www.red-
dot.capital

― $50,000 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures 
Management II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

500 Durians, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christine Tsai Managing Member ― ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888- 680-
2293

https://500.co/ ― US$252,707.07 ― ― ― ―

UCGP V, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Lennon Director ― ○ Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

+1-345-949-
0100

https://www.unisonca
p.com/index.html

― USD0.01 ― ― R5.3.27 ―

Sculptor Credit Opportunities 
Overseas Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Wayne Cohen
Authorized Signatory (President and Chief 
Operating Officer of Sculptor Capital LP, whose 
general partner is Sculptor Capital Holding 
Corporation, which is also the general partner of 
Sculptor Capital Advisors II LP, which is the 
member of Sculptor Credit Opportunities 
Overseas Fund GP, LLC)

○ ○ 9 West 57th Street, 
39th Floor, New York, 
New York 10019, 
U.S.A.

+1-212-790-
0000

― ― $0 ― ― ― ―

ACA Japan Innovation 
Management II Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Akihiro Azuma Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― ― ―

PATRIZIA Living Cities 
Residential GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Linda Bradaia

Horst Franz Baumann

Manager 

Manager

○ ○ 41 avenue de la 
Liberte, L-1931 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-26-
6384-22

https://pim.patrizia.ag
/en/compliance-
disclosures/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

GIM US CML Fund GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garth Ebanks Director ○ ○ 383 Madison Avenue
New York, NY 10179, 
USA

+-1-212-622-
0375

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$1.00 ― ― R4.10.11 ―

World Fintech GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Charles Gilley Director ○ ○ 2nd Floor, Gaspé 
House, 
66-72 Esplanade, 
St Helier, Jersey, 
JE1 1GH,
Channel Islands

+44-0-1534-
822500

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― USD 1,000 ― ― ― ―

Bach GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

VSG Cayman Limited
(Caroline Baker, Director)

Director ○ ○ 9 Raffles Place, #26-
01, Republic Plaza, 
Singapore 048619

+65 6438 1330 http://www.koukoku-
web.jp/c/s07177/

― US$0.01 ― ― ― ―

http://www.form20paj2.com/
http://www.form20paj2.com/
http://www.red-dot.capital/
http://www.red-dot.capital/
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Mekong Capital Partners IV ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daniel Keller Director ○ ○ Chemin sur Beaumont 
6, CH-2533 Evilard, 
Switzerland

+41-79-927-
42-26

www.mekongcapital.co
m

Advising 
development 
agencies on 
trade and 
private sector 
development in 
emerging 
countries

$1.00 ― ― ― ―

Inspiration GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lau Teck Sien (Liu Dexian) Director ○ ○ Rooms 2001-02, 20/F 
York House, The 
Landmark, 15 Queen's 
Road Central, Hong 
Kong SAR

+852-3752-
2870

― ― $1 ― ― ― ―

JE Capital Partners II Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yoshinori Nomura Director ○ ○ 29th Floor, One 
Exchange Square, 8 
Connaught Place, 
Central, Hong Kong

+852-2524-
7106

www.photontaiwan.co
m

― $50,000 ― ― ― ―

Ares (IDF V GP) S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Virginia Jennifer Strelen Manager ○ ○ 16, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+1-352-422-
229-212

https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― EUR 12,000 ― ― ― ―

FusionX Ventures GP II, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kenneth Hood Manager of FusionX Ventures GP II, LLC ― ○ 15890 Bernardo 
Center Drive, San 
Diego, CA, 92127 USA

+1-858-798-
9548

http://www.fusionxve
ntures.com

Venture Capital 
investment

$6,000 USD ― ― ― ―

Isomer Capital II GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Skinder Nehdi Manager ○ ○ 3, Rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 
Munsbach, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 24 870 
230

www.isomercapital.co
m

― €12,000 ― ― ― ―

Fund VII Corporation ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Niall O'Dowd
Director ○ ○ Maples Corporate 

Services Limited,
PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman 
Islands

+345-949-
2777

http://www.fundvii.co
m/

― US$1,000 ― ― ― ―

Aristagora VC Israel GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

篠田　丈 Director ○ ○ One Azrieli Center, 
Round Building 38th 
floor, Tel Aviv, Israel

+972-50-966-
7725

http://www.aristagora
vc.com/

― ＄１ ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures SPV II, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Pegasus Tech Holdings, K.K., Manager (Md Anis 
Uzzaman, Representative Director)

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

+1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

Sunrise Management (JPY) 
Limited Ⅳ

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Po Ki Lee 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 ― ― R4.3.24 ―

Sunrise Management (Non-US) 
Limited Ⅳ

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Po Ki Lee 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 ― ― R3.5.18 ―

Innovation Partners Alpha IV 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Darren Riley
Laura Medley

Director ○ ○ c/o Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue,  George 
Town, Grand Cayman 
KY1-9008, Cayman 
Islands

+1 345 814 
7600

https://innovationpart
ners.info/

― US$1.00 ― ― ― ―

General Atlantic Fortune 
Coinvest GenPar, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kelly Pettit Managing Director of GAP (Bermuda), L.P., 
general partner of General Atlantic GenPar 
(Bermuda), L.P., the sole member of General 
Atlantic Fortune Coinvest GenPar, LLC

○ ○ 55 East 52nd Street, 
33rd Floor
 New York, NY 10055, 
U.S.A.

+1-212-715-
4000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07252/

― US$1 ― ― ― ―

http://www.mekongcapital.com/
http://www.mekongcapital.com/
https://www.aresmgmt.com/legal-disclosures
https://www.aresmgmt.com/legal-disclosures
https://www.aresmgmt.com/legal-disclosures
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West Street Strategic Solutions 
ESC Advisors, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurie E. Schmidt Vice President & Treasurer ○ ○ 200 West Street, New 
York, New York 10282 
United States of 
America

+1-212-902-
0472

https://www.goldman
sachs.com/

― $0 ― ― ― ―

JIF Japan Partners GP, Pte. Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tan Mark Hai Nern Director ○ ○ 8 Marina View, #07-
04, Asia Square Tower 
1, Singapore

+65-6643-
6388

https://glpcp.co.jp ― JPY 100 ― ― R5.2.24 ―

DNX PARTNERS S3, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michitaka Kitamura Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
U.S.A.

1-650-281-
9059

http://www.drapernex
us.com

― $33,636 ― ― ― ―

Overland Capital Partners (GP), 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garrick Venteicher / Tracy Jack 
Herrold

Representative / Representative ○ ○ c/o Tyr Energy, Inc.
7500 College 
Boulevard
Suite 400
Overland Park, Kansas 
66210
U.S.A.

+1-913-754-
5800

http://Overlandcapital
partners.com

― USD0 ― ― R4.12.22 ―

OurCrowd General Partner 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Medved CEO and Executive Director of OurCrowd 
General Partner Limited

○ ○ Hebron Road 28,
Jerusalem, Israel

+972 2 636 
9300

https://www.ourcrow
d.com/companies/oc
50-series-iii

― $100.00 ― ― R5.2.24 ―

Antin Infrastructure Partners III 
Luxembourg GP, S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sophie Le Saout Manager ○ ○ 37A, Avenue JF 
Kennedy, L-1855 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 278434 www.antin-ip.com ― € 12,500 ― ― ― ―

Bach Capital Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hirowaka Murakami Director ○ ○ 4F Hama Roppongi 
Building 6-2-35 
Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, Japan

+81 80 7120 
8428

― ― US$1 ― ― R4.10.12 ―

BEE ACCELERATE FUND1 GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Teruhide Sato Director ― ○ 1 George Street, #10-
01, Singapore 049145

+65-8808-
1138

https://www.beenext.
com/

― US$0.01 ― ― R4.11.10 ―

Oaktree Opportunities Fund Ⅺ 
GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P.
(Richard Ting, Managing Director 
and Associate General Counsel 
/ Martin Boskovich, Managing 
Director)

Director ○ ○ c/o Oaktree Capital 
Management, L.P.
333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US$0.01 ― ― R3.7.9 ―

Occasio GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Seungki Kim Member and Manager ○ ― c/o KDB Asia Limited, 
Suites 2005-2010, 
Two International 
Finance Centre, 8 
Finance Street, 
Central, Hong Kong

+852-2524-
7011

www.kdb.co.kr ― US$1.00 ― ― ― ―

Sozo Ventures GP III, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Koichiro Nakamura Managing Member ○ ○ 10 California Street, 
Redwood City, CA 
94063, USA

1 650 362 3553 https://sozo.ventures
/

― US$0 ― ― R4.8.5 ―

Pemberton Senior Loans GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Simon Hauxwell

Jeremy Hood

Charles Douglass Welch

Manager

Manager

Manager

― ○ 2-4 Rue Eugene 
Rupert, L-2453, 
Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-
26648360

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07303/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Corner Ventures Management, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mr. Marvin Tien Managing Director ○ ○ 251 Lytton Ave., Suite 
200　Palo Alto, CA 
94301, USA

+1-650-543-
8180

https://cornerventur
es.com

― USD 0 ― ― ― ―

LIT GP1 PTE. LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

宋　素妍
（Song Soyeon）
Shin Dongbeom

Director

Director

○ ― 東京都品川区西品川
1-1-1 住友不動産大
崎ガーデンタワー22階
LINE株式会社内

03-4316-2038
（LINE株式会
社）

― ― 50,000ドル ― ― R5.3.10 ―

http://www.drapernexus.com/
http://www.drapernexus.com/
https://www.beenext.com/
https://www.beenext.com/
http://www.kdb.co.kr/
https://sozo.ventures/
https://sozo.ventures/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07303/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07303/
https://cornerventures.com/
https://cornerventures.com/
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Vertex Ventures Partners Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yoram Oron

Ran Gartenberg

Director

Director & CFO

○ ○ Hagag North Tower, 28 
HaArba'a St, Tel Aviv-
Yafo, Israel.

+972-3-737-
8888

http://www.vertexven
tures.co.il

― USD 0 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures 
Management IV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1 (408) 645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

Nuveen Global Farmland Fund 
Lux GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter Bryde Manager ○ ○ c/o Nuveen
730 Third Avenue
New York, New York 
10017, U.S.A.

1 704-988-
5507

https://www.nuveen.c
om/ja-jp

― EUR 12,000 ― ― ― ―

First Sentier Investors 
(Luxembourg) EDIF III GP SARL

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Li How Cheong Manager ○ ○ First Sentier 
Investors, Finsbury 
Circus House, 15 
Finsbury Circus, 
London EC2M 7EB, 
United Kingdom

+44-20-7332-
6500

https://www.firststat
einvestments.com/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Pemberton Debt Fund GP III S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Simon Hauxwell

Jeremy Hood

Charles Douglass Welch

Manager

Manager

Manager

― ○ 2-4 Rue Eugene 
Rupert, L-2453, 
Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

35226648360 http://www.koukoku-
web.jp/c/s07301/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

White Star Capital Ultimate 
General Partner III Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric MartineauーFortin Managing Partner ○ ○ 1st Floor Albert 
House, South 
Esplanade, St Peter 
Port, Guernsey, GY1 
1AJ

+44-1481-
742-250

https://whitestarcapit
al.com

― USD 25,000 ― ― ― ―

Alinda F4 GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Metcalfe Vice President ○ ○ 33 Benedict Place 
Greenwich, CT 06830 
United States

+1-203-930-
3800

www.alinda.com/inves
tors

― US$5,000 ― ― ― ―

WSCP VIII ESC Advisors, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurie E. Schmidt Vice President & Treasurer ○ ○ 200 West Street, New 
York, New York 10282 
United States of 
America

 1-212-902-
0472

https://www.goldman
sachs.com/

― $0 ― ― R4.10.3 ―

CCP Japan Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chan Kai Kong Director ○ ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town,
Grand Cayman KY1-
9008,
Cayman Islands

+852-3710-
6889

www.citiccapital-
ccjp.com

― USD 1,000 ― ― ― ―

CAP Growth II, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs 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. 
20004, United States 
of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$1,187,262.0
0

― ― R5.3.31 ―

CJP IV Japan ILP GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kristie Weaver 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

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― JPY1,093,000 ― ― R4.8.25 ―

PH IV ESC Advisors LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GSAM GenーPar, L.L.C
(Andres Gonzalez, Vice 
President)

Member ○ ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

1-212-357-
0641

www.goldmansachs.co
m

― $0 ― ― ― ―

VF VIII ESC Advisors LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

GSAM GenーPar, L.L.C
(Andres Gonzalez,  Vice 
President)

Member ○ ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

1-212-357-
0641

www.goldmansachs.co
m

― $0 ― ― ― ―

http://www.vertexventures.co.il/
http://www.vertexventures.co.il/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.pegasustechventures.com/
https://www.nuveen.com/ja-jp
https://www.nuveen.com/ja-jp
https://www.firststateinvestments.com/
https://www.firststateinvestments.com/
https://whitestarcapital.com/
https://whitestarcapital.com/
http://www.alinda.com/investors
http://www.alinda.com/investors
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
http://www.goldmansachs.com/
http://www.goldmansachs.com/
http://www.goldmansachs.com/
http://www.goldmansachs.com/
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Crescent Capital Group High 
Income B LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

George P. Hawley General Counsel of Crescent Capital Group LP, 
the sole Member of Crescent Capital Group High 
Income B LLC

○ ○ 11100 Santa Monica 
Boulevard, Suite 2000
Los Angeles, California 
90025, U.S.A.

+1-(310)-235-
5900

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07395/

― US$1,000.00 ― ― ― ―

Apposite Healthcare III GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Samuel Gray Designated Member ○ ○ c/o Apposite Capital 
LLP, Second
Floor, 21 Whitefriars 
Street,
London EC4Y 8JJ, 
United Kingdom

+44 (0)20 3475 
1710

http://www.appositec
apital.com/

― GBP1.00 ― ― R4.10.4 ―

Pretium Single-Family Rental 
Fund III GP, LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey Meriggi Chief Legal Officer of Pretium REO GP, LLC 
which is the general partner of Pretium Singleー
Family Rental Fund III GP, LP

○ ― 810 7th Avenue, 24th 
Floor, New York, New 
York 10019, U.S.A.

+1-917-877-
9854

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07025/

― $8,400,000 ― ― ― ―

Kicker Venture Partners Ⅰ, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

清峰　正志 Manager ○ ○ 1058 Laurel St, San 
Carlos, CA 94070 USA

+1-917-608-
5853

www.kickerventures.c
om

― $1.00 ― ― ― ―

DCI Vietnam Fund III 
Management Co., Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

下本　謙一
本村　聡士

Director
Director

― ○ C/o Daiwa Corporate 
Investment Co., Ltd., 
Taipei Representative 
Office, 8 Fl, No.261, 
Songjiang Rd., 
Zhongshan Dist., 
Taipei City, Taiwan 
(R.O.C.)

+886-2-2508-
1101

https://www.daiwa-
inv.co.jp/feature/fund
/08/

― USD1.00 ― ― R4.12.9 ―

Corundum Ventures Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Heller

Shlomo Kalish

Gilad Peleg

Director

Director

Director

○ ○ 11 HaMenofim Street
Herzeliya, Israel 46100

+972-72-250-
0610

https://www.corundu
moi.com/

― USD29,400
(NIS100,000)

― ― R5.3.31 ―

Senior Loan Fund II General 
Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nathan Brown 

HilleーPaul Schut

Frederique Bouchet Lundgren

Manager

Manager

Manager

― ○ 11-13, Boulevard de la 
Foire,
L-1528, Grand Duchy 
of Luxembourg

+1-352-20-
80-2020

https://www.bluebay.j
p/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Direct Lending Fund III General 
Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nathan Brown 

Luc Regent

HilleーPaul Schut

Manager

Manager

Manager

― ○ 11-13, Boulevard de la 
Foire,
L-1528, Grand Duchy 
of Luxembourg

+1-352-20-
80-2020

https://www.bluebay.j
p/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

GDIF JPY Feeder GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Darren Riley Director ○ ― Suite #4-210, 
Governors Square, 23 
Lime Tree Bay 
Avenue, Grand 
Cayman, KY1-1209, 
Cayman Islands

+1-345-925-
5483

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07409/

― US$1 ― ― ― ―

Gold GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jacqueline D. Jenkins Director ○ ○ 655 Broad Street, 
Floor 11S, Newark, 
New Jersey, 07102,
USA

+1-972-367-
1071

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07367/

― $1,000 ― ― ― ―

CVC Credit Partners EU DL 
2020 (Yen) GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JeanーBaptiste Duez Manager ― ○ 20, rue de la Poste, 
L-2346 Luxembourg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-260236-
400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07415/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Platinum GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jacqueline D. Jenkins Director ○ ○ 655 Broad Street, 
Floor 11S, Newark, 
New Jersey, 07102,
USA

+1-972-367-
1071

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07368/

― $1,000 ― ― ― ―

MetaProp Ventures GP III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aaron N. Block Manager ○ ○ 214 West 39th Street, 
Suite 705, New York, 
NY 10018 USA

+1 (646) 504-
4482

www.metaprop.vc ― $0 ― ― ― ―

http://www.koukoku-web.jp/c/s07395/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07395/
http://www.appositecapital.com/
http://www.appositecapital.com/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07025/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07025/
https://www.corundumoi.com/
https://www.corundumoi.com/
https://www.bluebay.jp/
https://www.bluebay.jp/
https://www.bluebay.jp/
https://www.bluebay.jp/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07367/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07367/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07415/
http://www.koukoku-web.jp/c/s07415/
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Crossover Fund VIII 
Management, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maureen Offer Chief Financial Officer ○ ○ 2180 Sand Hill Road, 
Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

+1-415-617-
1800

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07431/

― $0 ― ― ― ―

Controlled Environment Foods 
Fund II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

William C. Campbell The Corporate Secretary of Equilibrium
Capital Management, Inc., which is the Managing 
Member of Equilibrium Capital Group, LLC, which 
is the Managing Member of EqCEF II, LLC, which 
is the Managing Member of Controlled 
Environment Foods Fund II, LLC

○ ○ 411 NW Park Avenue, 
Portland, Oregon 
97209, USA

(503) 708-1355 eq-cap.com ― $307,000,000 ― ― ― ―

Antin Infrastructure Partners 
Mid Cap I Luxembourg GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sophie Le Saout Manager ○ ○ 37A, Avenue JF 
Kennedy, L-1855 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 278434 www.antin-ip.com ― EUR 12,000 ― ― ― ―

NIC Fund II Cayman GP, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Noriko Ogisu Director ○ ○ Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman, KY1-
9008, Cayman Islands

+1-345-814-
7600

https://iqeq.com/arti
cle-63-exemptions

― US$1.00 ― ― ― ―

Woven Capital GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

George Kellerman Managing Director ○ ○ Nihonbashi Muromachi 
Mitsui Tower 16-20F
3-2-1 
Nihonbashimuromachi
Chuo-ku, Tokyo, 103-
0022
Japan

+1.650.387.378
2

https://www.woven-
planet.global/woven-
capital-contact

― US$0.00 ― ― R3.6.15 ―

ジーテン・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

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

島添　浩 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

262,044.26米ド
ル

― ― R5.3.7 ―

NXT Capital Senior Loan Fund 
VI GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robin G. McInerney 

James D. Anderson

Edward A. Denniston

Joseph N. Lazewski

Chief Financial Officer and Treasurer

Secretary

Senior Vice President

Senior Vice President

○ ○ c/o NXT Capital, LLC, 
191 North Wacker 
Drive, 30th Floor, 
Chicago, Illinois 60606, 
U.S.A.

+1-312-450-
8000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07446/

― US$1,850.45 ― ― R5.1.26 ―

https://iqeq.com/article-63-exemptions
https://iqeq.com/article-63-exemptions
https://www.woven-planet.global/woven-capital-contact
https://www.woven-planet.global/woven-capital-contact
https://www.woven-planet.global/woven-capital-contact
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Resolute Fund Partners V, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

A. Richard Caputo, Jr.
 
Peter Carbonara

Ugo Ude

Chief Executive Partner

Chief Financial Officer

General Counsel and Chief Compliance Officer

○ ○ c/o The Jordan 
Company, L.P., 399 
Park Avenue, 30th 
Floor, New York, New 
York 10022, USA

+1 (212) 572-
0800

http://www.thejordan
company.com/

― $0 ― ― ― ―

Vintage Fund 13 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alan Harold Feld Director ○ ○ 12 Abba Eban Ave, 
Ackerstein Towers, 
Building D, 10th floor, 
Herzliya, Israel 
4672530

+972-9-972-
0448

https://www.vintage-
ip.com/

― NIS 100 ― ― ― ―

CBRE Global Investors Open-
Ended GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Johannes Jurgen Felke Member of the Board of Managers ○ ○ 4 rue du Fort Wallis, 
L-2714 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

(+352) 26 38 
69 25

https://www.cbreglob
alinvestors.com/direc
t-private-real-
estate/

― EUR 12,500 ― ― ― ―

AMR Action Fund GP, S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Henry Skinner

Andrea G. Manoli

Class A Manager

Class B Manager

○ ○ 16, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 422 229 1 https://www.amractio
nfund.com/japan-
disclaimer/

― USD20,000 ― ― R5.3.7 ―

Agya Ventures Fund (GP) LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nobuhito Iguchi Member and Partner ○ ○ 430 Park Avenue, 
Floor 19, New York, 
NY 10022, United 
States of America

+1 (646) 696-
0318

www.agyaventures.co
m

― US$100 ― ― ― ―

Toranomon Private Equity 2 GP, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Julie Hughes Manager ― ○ c/o Intertrust 
Corporate Services 
(Cayman) Limited, One 
Nexus Way, Camana 
Bay, Grand Cayman, 
KY1-9005, Cayman 
Islands

+1-345-815-
1426

https://www.hamiltonl
ane.com/ToranomonP
E2

― US$1 ― ― ― ―

Toranomon Private Equity 2 AIV 
GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Julie Hughes Manager ― ○ c/o Intertrust 
Corporate Services 
(Cayman) Limited, One 
Nexus Way, Camana 
Bay, Grand Cayman, 
KY1-9005, Cayman 
Islands

+1-345-815-
1426

https://www.hamiltonl
ane.com/ToranomonP
E2AIV

― US$1 ― ― ― ―

Viola Ventures 6 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daniel Cohen

Yitzhak Avidor

Director

Director

○ ○ 12 Abba Eban Avenue, 
Herzliya 4672530, 
Israel.

+972-
99720400

https://www.viola-
group.com/fund/viola
ventures/

― US$0.01 ― ― ― ―

PATRIZIA PanEuropean GP S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Linda Bradaia

Vincent Sebastien 
Paul Amoroso

Manager

Manager

○ ○ 41, Avenue de la 
Liberte, L-1931 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-26-
6384-22

https://pim.patrizia.ag
/en/compliance-
disclosures/

― EUR 12,000 ― ― ― ―

Octave Ventures GP I LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Sung Kim Chief Executive Officer and Secretary ○ ○ 602 Terry Avenue N 
#1473, Seattle, 
Washington 98109, 
United States of 
America

+1-206-697-
1664

https://octaveventur
es.sharepoint.com/:f:/
s/Share/EkZtwtkKQt
pCqzh6ChF-
0WgB9vbEgwaTe9jI7O
iNFLwXfg?e=qgZL2D

― USD $ 0 ― ― ― ―

KK FUND SG VCC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

(Koichi Saito)
斉藤晃一

Director ○ ○ 9 Raffles Place 
Republic Plaza #27-00 
Singapore 048619

+65-9710-
4035

http://kkfund.co/ ― $1.0 ― ― ― ―

Saisei Capital Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Richard Yeh Director ○ ○ 89 Nexus Way, 
Camana 
Bay, Grand Cayman, 
KY1-9009, Cayman 
Islands

+1-345-936-
6789

www.saiseiventures.c
om

― USD 1.00 ― ― R5.1.30 ―

MetLife Senior Direct Lending 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Justin Ryvicker Managing Director ○ ○ One MetLife Way, 
Whippany, NJ 07981-
1449, U.S.A.

+1-973-355-
4271

http://www.koukoku-
web.jp/k/s02003/  

― US$0 ― ― ― ―

Toranomon Real Estate 1, GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas Amy Director ― ○ North Suite, First 
Floor, Regencey 
Court, Glategny 
Esplanade St. Peter 
Port, Guernsey, GY1 
1WW

+44-1481-742 
250

www.alteredomus.com ― USD 50,000 ― ― R4.10.24 ―

https://www.cbreglobalinvestors.com/direct-private-real-estate/
https://www.cbreglobalinvestors.com/direct-private-real-estate/
https://www.cbreglobalinvestors.com/direct-private-real-estate/
https://www.cbreglobalinvestors.com/direct-private-real-estate/
https://www.hamiltonlane.com/ToranomonPE2AIV
https://www.hamiltonlane.com/ToranomonPE2AIV
https://www.hamiltonlane.com/ToranomonPE2AIV
https://www.hamiltonlane.com/ToranomonPE2AIV
https://www.hamiltonlane.com/ToranomonPE2AIV
https://www.hamiltonlane.com/ToranomonPE2AIV


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

Crestline Opportunity IV GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Amber Ramsey Director ○ ○ 201 Main Street 
Suite 1900
Fort Worth, Texas 
76102 USA

+1-817-339-
7600

http://www.jpnclslreg
dis.com/

― US$0.01 ― ― ― ―

ClearVue Partners II Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

William Apollo Chen Director ― ○ Room 902, Wheelock 
Square, No. 1717, 
West Nanjing Road, 
Jing’an District, 
Shanghai, China

+86-21-
50318996

https://www.cvpcap.c
om/

― US$100 ― ― ― ―

ClearVue Partners III Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

William Apollo Chen Director ― ○ Room 902, Wheelock 
Square, No. 1717, 
West Nanjing Road, 
Jing’an District, 
Shanghai, China

+86-21-
50318996

https://www.cvpcap.c
om/

― US$2 ― ― ― ―

Crestline Specialty Lending III 
(GP), LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Amber Ramsey Director ○ ○ 201 Main Street 
Suite 1900
Fort Worth, Texas 
76102 USA

+1-817-339-
7600

http://www.jpnclslreg
dis.com/

― US$0.01 ― ― ― ―

WiL Management III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gen Isayama Managing Member ○ ○ 102 University Ave., 
Suite 1A, Palo Alto, 
CA 94301, U.S.A

(US) 1-650-
329-0300

https://wilab.com/ ― USD 0 ― ― R5.3.22 ―

AAGS INVESTMENT, INC. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02101.pdf

― USD1,000 ― ― R4.12.1 ―

AlpInvest Global Private Equity 
Program III, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Thorne Authorized Person of AlpInvest US Holdings, 
LLC, which is the Member Manager of AlpInvest 
Global Private Equity Program III, LLC

○ ○ One Vanderbilt 
Avenue Suite 3400 
New York NY 10017, 
USA

+1(646)735-
4293

https://www.alpinvest
.com/transparency

― US$0 ― ― ― ―

SKYE Cirrus GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marcus Angell Lane Everard Manager ○ ○ Unit 901, 9/F Lee 
Gardens Six, 111 
Leighton Road, 
Causeway Bay, Hong 
Kong SAR

+852 25090121 https://acadialife.bm/ ― USD 0 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures 
Management VII, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1 (408) 645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

Bain Capital JMM General 
Partner, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chris Green Authorized Signatory of Boylston Partners, LLC, 
as General Partner of Bain Capital JMM 
Partners, L.P., Member of Bain Capital JMM 
General Partner, LLC

○ ○ John Hancock Tower 
200 Clarendon Street
Boston, MA 02116
United States of 
America

+1-617-516-
2000

http://www.baincapita
l.co.jp/

― JPY1,000,000 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures 
Management VI, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1 (408) 645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― ― ―

Pegasus Tech Ventures 
Management V, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1 (408) 645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R5.3.1 ―

CP Growth GP, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy W. Anderson Authorized Person of CP Growth GP, L.L.C., 
which is the General Partner of CP Growth GP, 
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. 
20004-2505, United 
States of America

+1(202)729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― ############ ― ― R5.3.30 ―

http://www.jpnclslregdis.com/
http://www.jpnclslregdis.com/
https://wilab.com/
https://www.advantagepartners.com/spb/202101.pdf
https://www.advantagepartners.com/spb/202101.pdf
https://www.advantagepartners.com/spb/202101.pdf
https://www.alpinvest.com/transparency
https://www.alpinvest.com/transparency
https://acadialife.bm/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.baincapital.co.jp/
http://www.baincapital.co.jp/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.pegasustechventures.com/
http://www.carlyle.com/content/transparency-reporting
http://www.carlyle.com/content/transparency-reporting
http://www.carlyle.com/content/transparency-reporting
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TC Group VIII, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy W. Anderson Authorized Person of TC Group VIII, L.L.C., 
which is the General Partner of TC Group VIII, 
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. 
20004-2505, United 
States of America

+1(202)729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― ############ ― ― R5.3.30 ―

NB Private Debt Fund IV 
Cayman GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stephane Lachance Manager of NB Private Debt Fund IV Lux 
Associates S.a r.l., the sole member and manager 
of NB Private Debt Fund IVCayman GP LLC

― ○ 12E, rue Guillaume 
Kroll, L-1882, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

352 26 68 62 1 https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$1.00 ― ― ― ―

MITA CAPITAL PTE. LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yui Haraguchi Managing Director ― ○ 105 Cecil St, #24-02 
THE OCTAGON 
Singapore 069534

+65-6817-
3277

https://mitasec.com/
MSGC/en/

― S$ 1,000,000 ― ― ― ―

BMA Asia NQ L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher Striano Chief Operating Officer of Global Finance ― ○ 345 Park Avenue, 43rd 
Floor, New York, New 
York 10154, U.S.A.

+1-212-583-
5000

https://www.blacksto
ne.com/japan-
disclaimer

― US$ 0.00 ― ― ― ―

Big Idea Ventures GP I LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew D. Ive Managing Member ○ ― 88 Pine Street, #1402
New York, NY 10005, 
USA

332-213-0676 www.bigideaventures.
com

― US$500,000 ― ― ― ―

NB Credit Opportunities II GP 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President ― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1 (214) 647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R4.8.3 ―

Warburg Pincus Asia Real 
Estate GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robert B. Knauss Authorized Signatory of Warburg Pincus 
(Bermuda) Private Equity GP Ltd., which is the 
general partner of Warburg Pincus Partners II 
(Cayman), L.P., which is the Managing Member of 
Warburg Pincus Asia Real Estate GP, LLC

○ ○ c/o Warburg Pincus 
LLC,
450 Lexington Avenue, 
New York New York 
10017, U.S.A.

+1 212-878-
0600

www.warburgpincus.c
om

― US$0 ― ― ― ―

PEG Global Private Equity 
Offshore Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randal Daije

Gwendolyn McLaughlin

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd.,
Director of PEG Global Private Equity Offshore 
Ltd.

Representative of Trident Secretaries (Cayman) 
Ltd.,
Director of PEG Global Private Equity Offshore 
Ltd.

○ ○ c/o Trident Trust 
Company (Cayman) 
Limited
One Capital Place, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-1103, 
Cayman Islands

+1(345) 949-
0880

https://am.jpmorgan.c
om/jp/ja/asset-
management/per/cor
porate-
governance/group-
company-disclosure/

― US$1.00 ― ― R5.3.9 ―

JAFCO Asia S-8 Holdings 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shinji Koga Director ― ○ c/o JAFCO 
Investment（Asia 
Pacific）Ltd
10 Marina Boulevard 
#33-05
Marina Bay Financial 
Centre Tower 2
Singapore 018983

+65-6224-
6383

www.jafcoasia.com ― US$100.00 ― ― R4.8.16 ―

Churchill Lux GP IV, S.a.r.l ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shaul Vichness Manager of Churchill Asset Management, LLC, 
which is the Director of Churchill Lux GP IV, S.á 
r.l.

○ ○ 430 Park Avenue, 14th 
Floor 
New York, NY 10022, 
U.S.A.

212-478-9238 https://www.nuveen.c
om/ja-jp

― $20,000 ― ― ― ―

Pleiad-Minerva Japan Growth 
Opportunities GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Masaki Taniguchi Director ○ ○ 26/F, 8 Wyndham 
Street, Central, Hong 
Kong

+852-3589-
6470

http://www.pleiadadvi
sors.com/

― USD 10 ― ― ― ―

BEENEXT ASIA FUND GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dirk Van Quaquebeke Director ― ○ 1 George Street, #10-
01, Singapore 049145

+65-8808-
1138

https://www.beenext.
com/

― ############ ― ― R5.3.16 ―

http://www.carlyle.com/content/transparency-reporting
http://www.carlyle.com/content/transparency-reporting
http://www.carlyle.com/content/transparency-reporting
https://www.blackstone.com/japan-disclaimer
https://www.blackstone.com/japan-disclaimer
https://www.blackstone.com/japan-disclaimer
http://www.bigideaventures.com/
http://www.bigideaventures.com/
https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/corporate/Group_company_disclosure.pdf
https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/corporate/Group_company_disclosure.pdf
https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/corporate/Group_company_disclosure.pdf
https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/corporate/Group_company_disclosure.pdf
https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/corporate/Group_company_disclosure.pdf
https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/corporate/Group_company_disclosure.pdf
http://www.jafcoasia.com/
https://www.nuveen.com/ja-jp
https://www.nuveen.com/ja-jp
http://www.pleiadadvisors.com/
http://www.pleiadadvisors.com/
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RidgeLake Partners GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gregory Ciaverelli Authorized Signatory ○ ○ 901 East Byrd Street, 
Suite 1400, Richmond, 
Virginia, 23219, USA

804-289-6000 https://www.pacapital
.com

― US$100 ― ― ― ―

DNX Seed, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michitaka Kitamura Manager ― ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
United States

1-650-281-
9059

http://www.drapernex
us.com

― $36,000 ― ― R5.1.31 ―

Qumra Capital Israel I Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Boaz Shalom Dinte Director ○ ○ 4 Haneviim st., Tel 
Aviv, Israel

+972 36055205 https://qumracapital.
com/

― $ 0 ― ― ― ―

Keppel Asia Infra Fund (GP) 
Pte. Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Devarshi Das Director ○ ○ 1 Harbourfront 
Avenue, #02-01 
Keppel Bay Tower, 
Singapore 098632

(65) 6803 1818 https://www.keppelas
iainfrafund.com/

― US$ 1 ― ― ― ―

Monex Climate Impact GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thebault Vincent Maurice 
Pascal

Director ○ ○ 190 Elgin Avenue, 
George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, 
Cayman Islands

+1 345 949 
0100

https://m-
climateimpact.com/%E
6%97%A5%E6%9C%AC%
E3%81%AE%E5%B1%85
%E4%BD%8F%E8%80%8
5%E5%90%84%E4%BD%
8D

― USD1.00 ― ― ― ―

AB Value Capital Partners VII 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shunsa Hayashi Director ○ ○ c/o AB Value Asset 
Management Co., Ltd.
7F-1, No. 28, 
Qingcheng Street, 
Taipei, Taiwan R.O.C.

+886-2-2719-
6538

http://www.abvalueca
pital.com/

― USD50,000 ― ― R3.4.8 ―

StepStone Tactical Growth III 
(GP), LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Holdings LLC, the general partner of StepStone 
Group LP, the sole member of StepStone 
Tactical Growth III (GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037 USA

+1.858.558.970
0

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 0 ― ― ― ―

CERF II Managing GP Holdings, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs Officer ○ ― 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, United 
States of America

+1(202)729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― EUR2,235,672.8
4

― ― R5.3.31 ―

Warburg Pincus Financial 
Sector II GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harsha Marti Vice President and Assistant Secretary of WP 
Global LLC, which is the general partner of 
Warburg Pincus Financial Sector II GP, L.P.

○ ○ c/o Warburg Pincus 
LLC,
450 Lexington Avenue, 
New York New York 
10017, U.S.A.

+1 212-878-
0600

www.warburgpincus.c
om

― US$10.00 ― ― ― ―

FIP Fund II GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Constantine M. Dakolias Managing Partner ○ ○ c/o Fortress Credit 
Advisors LLC, 1345 
Avenue of the 
Americas, 46th Floor, 
New York, NY 10105, 
USA

+1-212-798-
6100

http://www.fortress.c
om

― US$100 ― ― ― ―

Mizuho Leaguer Investment GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rayal R. Bodden Director ○ ○ 3rd Floor Zephyr 
House 122 Mary 
Street George Town 
PO Box MP10085 
KY1-1001 Grand 
Cayman, Cayman 
Islands

+1 345 747 
2739

― ― 160,000（米ド
ル）

― ― R4.8.2 ―

MPower Partners GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kathy Mitsuko Koll Director ○ ○ 15th Floor, Toranomon 
Hills Business Tower, 
1-17-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo 
105-6415

03-6807-3891 https://mpower-
partners.com/

― US$3.00 ― ― R4.4.18 ―

http://www.drapernexus.com/
http://www.drapernexus.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://www.stepstonegroup.com/
https://mpower-partners.com/
https://mpower-partners.com/


 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

Permira Growth Opportunities II 
GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cedric Pedoni Manager ○ ○ 488, route de Longwy, 
L-1940 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 26 86 811 www.permira.com ― USD 20,000 ― ― R4.12.27 ―

South East Asia Finance Capital 
III Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

山口　好生 Director ○ ○ 東京都千代田区九段
北3丁目2番4号 メヂカ
ルフレンドビル2F(ジャ
イク事務サービス㈱
内)

03-3221-8533 ― ― 3,000,000 ― ― R4.4.26 ―

500 Southeast Asia III, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christine Tsai President of 500 Startups Fund Ops, L.L.C., 
which is the Managing Member of 500 Southeast 
Asia III, L.L.C.

○ ○ 3478 Buskirk Avenue, 
Suite 1000
Pleasant Hill, 
California, 94523
United States of 
America

+1-888-680-
2293

https://500.co/ ― US$233,216.49 ― ― R5.1.31 ―

CIM Distressed Opportunities 
Fund X GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Thompson Vice President and Chief Financial Officer ― ○ 4700 Wilshire 
Boulevard, Los 
Angeles, CA 90010, 
United States

+1-323-860-
4900

https://www.cimgrou
p.com/terms-of-use

― USD0 ― ― ― ―

CIM Infrastructure Fund III GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Thompson Vice President and Chief Financial Officer ― ○ 4700 Wilshire 
Boulevard, Los 
Angeles, CA 90010, 
United States

+1-323-860-
4900

https://www.cimgrou
p.com/terms-of-use

― USD0 ― ― ― ―

Insight Associates XII, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Prodromos Alternative Director, Vice President, Authorized 
Officer

○ ○ 1114 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, 
New York, NY 10036, 
USA

1-212-230-
9200

https://www.insightpa
rtners.com/

― $100.00 ― ― ― ―

C-Bridge Capital GP V, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Wei Fu Director ○ ○ 22-05 Millenia Tower
1 Temasek Avenue, 
Singapore 039192

+65 6971 1620 http://www.cbridgeca
p.com

― US$50,000 ― ― ― ―

Incubate Fund Growth I (GP), 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kwong Xiang Yao Director of Incubate Fund Management Pte. Ltd., 
as Director of Incubate Fund Growth I (GP), 
Limited

○ ○ 5 Temasek Boulevard, 
#17-01 Suntec Tower 
5, Singapore 038985

+65-90284650 https://incubatefund.
com/

― US$1.00 ― ― ― ―

Landmark Real Estate Fund IX-
GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tina St. Pierre Vice President of Landmark Realty Advisors 
LLC, which is the General Partner of Landmark 
Real Estate Fund IXーGP, L.P.

○ ○ 65 Memorial Road, 
West Hartford, 
Connecticut 06107, 
United States of 
America

+1 (860) 651-
9760

https://www.landmark
partners.com/index.p
hp

― US$100 ― ― R5.3.28 ―

HQ Capital IV GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ralph Broedel

Britta Lindhorst

Manager

Manager

○ ○ 5 rue Heienhaff, L-
1736 Senningerberg,
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 26 34 56-
1

www.hqcapital.com ― EUR 12,000 ― ― ― ―

Cube GP 3 ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Renaud de Matharel

Jérôme Alméras

Manager

Manager

○ ○ 41, avenue de la Libert
é L-1931 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+35224873468
66

https://www.cubeinfr
astructure.com/

― EUR 12, 000 ― ― ― ―

ARDIAN Private Credit V ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JoanーSophie KienerーWegmann

Robert Brimeyer

Manager

Manager

― ○ 24, avenue Emile 
Reuter, L-2420 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352 27 44 48 
356

― ― € 12,000 ― ― R5.2.15 ―

ACIF GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael B. Landau Director ○ ○ c/o Horseshoe Fund 
Services Limited, 
Wessex House. 3rd 
Floor, 45 Reid Street, 
P.O.Box HM 3352, 
Hamilton,  HM12, 
Bermuda

1-441-295-
8282

N/A ― USD 0 ― ― ― ―

CLSA Real Estate Capital 
Partners IV Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yeu Liong Chong Director ○ ○ c/o CLSA Real Estate 
(Singapore) Pte. Ltd.
#04-03, OUE Bayfront, 
50 Collyer Quay, 
Singapore 049321

+ 65 6228 3340 http://www.clsacapita
l.com/

N/A US$100 ― ― R5.1.12 ―
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Kelso GP XI, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

William Sung Kyun Woo Vice President, Secretary and General Counsel ○ ○ c/o Kelso & Company, 
L.P.
320 Park Avenue, 24th 
Floor
New York, NY 10022, 
USA

1-212-751-
3939

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07700/

― USD $10 ― ― ― ―

Oaktree European Capital 
Solutions Fund III GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Oaktree Capital Management, 
L.P. (Richard Ting, Managing 
Director and Associate General 
Counsel / Martin Boskovich, 
Managing Director)

Director ○ ○ c/o Oaktree Capital 
Management, L.P.
333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

N/A ― US$0.01 ― ― R5.2.22 ―

HPS Strategic Investment 
Partners V Offshore GP of GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Faith Rosenfeld Manager and Chief Administrative Officer ○ ○ c/o HPS Investment 
Partners, LLC, 40 
West 57th Street, 33rd 
Floor, New York, New 
York 10019, U.S.A.

+1 212 287 
6767

https://www.hpspartn
ers.com/en/home/

― US$0 ― ― ― ―

MREF V GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Charles Ferguson Davie Director ○ ○ 10 Grosvenor Street, 
Mayfair, London,W1K 
4QB, UK

+44 20 7399 
1915

www.moorfield.com ― GBP1 ― ― ― ―

New York City Property Fund 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nadir Settles Manager ○ ○ c/o Nuveen Real 
Estate (FKA) TH Real 
Estate, 730 Third 
Avenue, New York, 
New York 10017, 
U.S.A.

+1 (212) 916-
5180

https://www.nuveen.c
om/ja-jp

― $0 ― ― ― ―

Hines USPP UGP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Richard Heaton Secretary and Chief Legal Counsel
of HGREH GP LLC,
which is the general partner of Hines Global Real 
Estate Holdings Limited Partnership,
which is the sole member of Proj I – Business 
GP LLC,
which is the general partner of Hines Real Estate 
Holdings Limited Partnership,
which is the sole member of HIMH GP LLC,
which is the general partner of Hines Investment 
Management Holdings Limited Partnership,
which is the sole member of Hines USPP UGP 
LLC

○ ― 2800 Post Oak 
Boulevard, Suite 4800, 
Houston, Texas 
77056-6118, U.S.A.

(713) 621-8000 https://www.hines.co
m/

― $1,000.00 ― ― ― ―

A&D Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

東　賢太郎

土井　保人

Director ○ ○ 東京都千代田区紀尾
井町4-1
ニューオータニガーデ
ンコート19階　ソナー・
アドバイザーズ株式会
社内

03-6380-8199 ― ― USD1 ― ― R3.6.29 ―

Climate Finance Partnership GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Delloula Aouinti Manager ― ○ 35a, avenue J.F. 
Kennedy
L-1855, Luxembourg
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-34-
20104249

― ― € 12,000 ― ― R3.10.18 ―

KKR Europe VI S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jason Carss Manager ― ○ c/o Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. L.P.
30 Hudson Yards, 
Suite 7500, New York, 
NY 10001, U.S.A.

+1 (212) 750-
8300

http://www.kkr.com/j
a/laws-regulations

― EUR 12,000 ― ― R3.11.4 ―

UC Bridge, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hitoshi Yamaguchi Director ○ ○ c/o Unison Capital, 
Inc., The New Otani 
Garden Court 9F
4-1, Kioi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo 
102-0094 Japan

03-3511-3901 https://www.unisonca
p.com/index.html

― US$0.01 ― ― R3.10.21 ―

BlackSand Capital Management 
Co-Invest, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bert A. Kobayashi, Jr. Chairman and Chief Executive Officer of 
BlackSand Capital, LLC, the Managing Member of 
BlackSand Capital CoーInvest UGP, LLC, the 
General Partner of BlackSand Capital 
Management CoーInvest, L.P.

○ ○  2270 Kalakaua 
Avenue, 
Suite 1788,
Honolulu, HI 96815, 
USA

1-808-738-
8400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07828/

― US$100 ― ― R3.7.1 ―

https://www.unisoncap.com/index.html
https://www.unisoncap.com/index.html
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Pegasus Tech Ventures 
Management VIII, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R4.5.9 ―

CJIP (AP) VI Co, 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

+ 1 345 917 
7590

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02106.pdf

― USD 1 ― ― R3.7.2 ―

Ono Venture　Investment, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

山本　浩史 President/CEO ○ ○ 601 Gateway Blvd 
Suite 1010, South San 
Francisco CA94080, 
USA

+1(650) 597-
7145

https://www.onovent
ure.com/

― 100米ドル ― ― R3.5.21 ―

Asia Growth Investment Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

中野　豊 Director ○ ○ 東京都千代田区麹町
六丁目1番地１上智大
学四谷キャンパス6号
館ソフィアタワー11階

03-6752-1158 https://www.asiagrow
thinvestment.com/tok
urei.pdf

― 2,000,000 ― ― R4.10.26 ―

Permira Credit Solutions V GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Julie Schleich Manager ○ ○ 488, route de Longwy, 
L-1940 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 26 86 811 www.permira.com ― EUR 50,000 ― ― R4.2.17 ―

NB-Athyrium Opportunities 
Fund IV GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Neira

Samuel Porat

Kimberly Marlar

Managing Director

Managing Director

Vice President

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$ 0 ― ― R4.6.10 ―

Insight Associates XII Buyout 
Annex, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Prodromos Alternative Director, Vice President, Authorized 
Officer

○ ○ 1114 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, 
New York, NY 10036, 
USA

1-212-230-
9200

https://www.insightpa
rtners.com/

― $100.00 ― ― R3.10.28 ―

Scrum Ventures GP IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

宮田拓弥 マネージング・メンバー ○ ○ 米国、カリフォルニア
州 94105、サンフラン
シスコ、535 ミッション・
ストリート 14FL

+1-415-840-
0559

https://scrum.vc/ ― 0 ― ― R5.3.16 ―

Octopus Renewables 
Infrastructure Partnership GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alexander David Kelson Brierley Manager ○ ○ 60, Avenue J.F. 
Kennedy, 
L-1855 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+44 (0)20 4511 
7018

https://octopusrenew
ables.com/

― GBP 12,000 ― ― R3.7.20 ―

Bridge 6 Bee Secondary GP 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rayal Robert Bodden Director ○ ○ c/o Harneys Fiduciary 
(Cayman) Limited, 4th 
Floor, Harbour Place, 
103 South Church 
Street, P.O. Box 
10240, Grand Cayman 
KY1-1002, Cayman 
Islands

+1-345-949-
8599

https://www.bee-
alt.com/

― USD50,000.00 ― ― R3.10.29 ―

KKR Global Impact II S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jason Carss Manager ○ ○ c/o Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. L.P.
30 Hudson Yards, 
Suite 7500, New York, 
NY 10001, U.S.A.

+1 (212) 750-
8300

http://www.kkr.com/j
a/laws-regulations

― USD 20,000 ― ― R3.11.4 ―

BCPE Wish GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Krista Snow Authorized Signatory of Bain Capital Investors, 
LLC, as Manager of Bain Capital Investors Asia 
IV, LLC, General Partner of Bain Capital Asia 
Fund IV, L.P., Member of BCPE Wish GP, LLC

○ ○ 200 Clarendon Street, 
Boston, MA 02116, 
U.S.A.

+1-617-516-
2000

http://www.baincapita
l.co.jp/

― USD0 ― ― R3.7.21 ―

Navis Asia Green Loop Fund 
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 Sentral V, 
Kuala Lumpur Sentral, 
50470 Kuala Lumpur, 
Malaysia

+603 2302 
3888

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07880/

― USD50,000 ― ― R3.8.23 ―

https://www.onoventure.com/
https://www.onoventure.com/
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Lexington Partners GP Holdings 
X, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas Giannetti Chief Financial Officer and Treasurer of 
Lexington Partners Advisors Holdings GP L.L.C., 
which is the general partner of Lexington 
Partners Advisors Holdings L.P., which is the 
sole member of Lexington Partners Advisors GP 
L.L.C., which is the general partner of Lexington 
Partners L.P., which is the managing member of 
Lexington Partners GP Holdings X, L.L.C.

○ ― 399 Park Avenue, 20th 
Floor, New York, NY 
10022, U.S.A.

212-754-0411 https://www.lexington
partners.com/

― USD 0 ― ― R4.2.7 ―

HOUSE INVESTMENT 
MANAGEMENT

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ryohei Sano Director ○ ○ 1-1 1755 Honmeinanlu 
Minhang Shanghai 
China

+8621-6467-
8888

www.shanghai-
house.com

― US$1 ― ― R4.3.25 ―

Translink Management V, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani Managing Member of Translink Management V, 
L.L.C. which is a General Partner of Translink 
Management V, L.P.

○ ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300, Palo Alto, 
California, 94301, 
U.S.A.

1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

― $481,202 ― ― R5.3.6 ―

NB Specialty Finance 
Associates II LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President of NB Specialty Finance II GP 
LLC, General Partner of NB Specialty Finance 
Associates II LP

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$ 
100,178.57

― ― R4.6.10 ―

MetLife Middle Market Private 
Debt Parallel GP II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Campbell Congdon Manager ○ ○  Maples Corporate 
Services Limited,PO 
Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-949-
8066

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07953/

― US$1,000 ― ― R4.9.28 ―

Carbide Ventures Fund I 
Ultimate GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hironobu Yoshikawa Manager ○ ○ 526 Bryant Street, 
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A.

1-508-287-
9877

carbideventures.com ― USD0 ― ― R3.8.13 ―

Progression Fund II GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Yen Shen Lee Manager ○ ○ 2021 Fillmore Street, 
Ste #1157, San 
Francisco, CA 94115-
2708, USA

+1-347-609-
2006

https://www.progress
ion.fund/

― USD 0 ― ― R3.8.29 ―

PA GPS GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brian Murphy Managing Member ○ ○ 9 Old Kings Highway 
South, Darien, 
Connecticut 06820 
USA

+1-203-662-
3031

http://www.portfolioa
dvisorsllc.com/

― US$1 ― ― R3.9.8 ―

PAPEF XI GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brian Murphy Managing Member ○ ○ 9 Old Kings Highway 
South, Darien, 
Connecticut 06820 
USA

+1-203-662-
3031

http://www.portfolioa
dvisorsllc.com/

― US$1 ― ― R3.9.8 ―

Verod-Kepple Africa Partners ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Karine Pereira Director ○ ○ 68-70 Boulevard de la 
Pétrusse, L-2320 
Luxembourg, Grand 
Dutchy of Luxembourg

+352-440929-
3056

(Kepple Africa 
Ventures Inc.)
https://kepple-
africa-ventures.com/

―  EUR 12,000 ― ― R3.8.25 ―

StepStone TI1 (GP), Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joey Wong Castillo Deputy General Counsel of StepStone Group 
Real Assets Holdings LLC, the general partner of 
StepStone Group Real Assets LP, the sole 
director of StepStone TI1 (GP), Ltd

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600; La 
Jolla, CA 92037 USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― USD 1 ― ― R3.8.25 ―

Capza 5 Private Debt German 
GP GmbH & Co. KG

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Benoit Choppin

Bertram Schutz

Managing directors of Atalante Deutschland 
GmbH, sole general partner of Capza 5 Private 
Debt German GP GmbH & Co. KG

Managing directors of Atalante Deutschland 
GmbH, sole general partner of Capza 5 Private 
Debt German GP GmbH & Co. KG

○ ○ Amiraplatz 3, 80333 
Munich, Germany

+49-892-
3022-560

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07878/

― EUR 100 ― ― R4.1.31 ―

Capza GP SARL ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chafai Baihat

Guillaume de Jongh

Manager (Class B)

Manager (Class A)

○ ○ 1A, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-94-
67-1

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07877/

― EUR 12,000 ― ― R4.1.31 ―

FNEX Ventures, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ryden, Todd Rolf Manager ○ ○ One Indiana Square, 
Suite 2252, 
Indianapolis, Indiana 
46204, United States 
of America

1-317-580-
2588

https://fnexventures.
com/

― $7,000 ― ― R4.6.14 ―
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FusionX Ventures Opportunity 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kenneth Hood Manager ― ○ 15890 Bernardo 
Center Drive, San 
Diego, CA, 92127 USA

+1-858-798-
9548

http://www.fusionxve
ntures.com

― $6,000 USD ― ― R3.8.31 ―

Bain Capital Investors, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John P. Connaughton Managing Director ○ ○ 200 Clarendon Street, 
Boston, MA 02116, 
U.S.A.

+1-617-516-
2000

http://www.baincapita
l.co.jp/

― USD0 ― ― R3.9.8 ―

PAGAC Wonderland Holding GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Timothy Yuen Cheng Zee Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen’s 
Road East, Hong Kong

852-2918-
0088

https://www.wonderla
ndform20.com/

― US$1.00 ― ― R3.9.10 ―

Carlyle Direct Lending Fund GP, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Lobe Officer ○ ○ 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, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R4.7.15 ―

Astorg VIII (GP) ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pascal Leclerc

Jacob BangーOlsen

Member of the Board of Managers ○ ○ 2 rue Albert 
Borschette, L-1246 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-26-09-
21-1

https://www.astorg.c
om/terms-and-
conditions/

― EUR 15,000 ― ― R3.9.15 ―

HashKey FinTech Investment ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zongmin Yu Director ○ ○ Units 614-615, Level 
6, Core D, Cyberport 
3, 100 Cyberport 
Road, Hong Kong

+852-3755-
2369

https://www.hashkey.
com/

― US$0.01 ― ― R3.9.15 ―

NB SI-Apollo Sengai Fund GP 
LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President of NB SIーApollo Sengai GP LLC, 
General Partner of NB SIーApollo Sengai Fund 
GP LP

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R3.9.16 ―

Genesis Capital Ultimate GP 
Pty Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Vincent Caristo Director ― ○ Level 9, 309 Kent 
Street, Sydney, NSW 
2000, Australia

+61-2-8061-
7100

www.genesiscapital.co
m.au

― 100 Australian 
Dollars

― ― R4.7.19 ―

VGI General Partner Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

小山　潔人 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 ― ― US$0.02 ― ― R3.9.17 ―

FinTLV 2 GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gil Arazi Director ○ ○ Shoken Street 13, Tel 
Aviv-Yafo, Israel

+972-0-
36930900

http://fintlv.com/ ― NIS ₪ 20,000 ― ― R3.9.22 ―

RCFM GP L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lyle Bruce Member ○ ○ C/o RCF Management 
 L.L.C..
1400 Wewatta Street, 
Suite 850, Denver, 
Colorado 80202, 
United States

+1-720-946-
1444

https://resourcecapit
alfunds.com/

― $227,979 ― ― R4.6.22 ―

Siguler Guff SBOF V GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Donald P. Spencer Managing Director ○ ○ Siguler Guff Capital, 
LP 200 Park Avenue, 
23rd Floor New York, 
NY USA 10166

12123325100 www.sigulerguff.com ― $10 USD ― ― R3.9.27 ―

Quadriga Capital VI GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Wignall Director ○ ○ Quadriga Capital 
House, Britannia 
Place, Bath Street, St 
Helier, Jersey JE2 
4YS, Channel Islands

44-0-1534-
713660

https://www.quadriga
-capital.de/

― EUR 50,000 ― ― R4.2.15 ―

Pegasus Tech Ventures SPV 
IV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pegasus Tech Holdings, K.K., 
(Md Anis Uzzaman, 
Representative Director)

Manager ○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R4.5.9 ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
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Silver Lake Technology 
Associates VII, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew J.  Schader Managing Director of Silver Lake Group, L.L.C., 
which is the Managing Member of SLTA VII (GP), 
L.L.C., which is the General Partner of Silver 
Lake Technology Associates VII, L.P.

○ ○ c/o SLTA VII (GP), 
L.L.C.
2775 Sand Hill Road, 
Suite 100, Menlo Park, 
California 94025, 
United States of 
America

+1-650-233-
8120

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08019/

― US$0 ― ― R4.10.26 ―

LaSalle Global Employee Co-
Investment GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Richard Stone Director ○ ○ C/O LaSalle 
Investment 
Management Inc., 333 
West Wacker Drive, 
23rd floor, Chicago, 
Illinois 60606 USA

312-897-4000 http://asa-
epn.jp/di/0013/k3h4/

― US$1,000 ― ― R4.3.22 ―

gumi Cryptos Capital II GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rui Zhang Member  and  Manager ○ ○ 44 Tehama St., San 
Francisco, CA 94105, 
U.S.A.

415-412-0289 https://www.gumi-
cryptos.com/

― US$ 3.00 ― ― R3.9.29 ―

gumi Cryptos Capital II GP 
(Parallel), LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hiroyuki Kawamoto CEO of gumi America Inc.,
Member  and  Manager of gumi Cryptos Capital II 
GP (Parallel), LLC

○ ○ 44 Tehama St., San 
Francisco, CA 94105, 
U.S.A.

415-412-0289 https://www.gumi-
cryptos.com/

― US$ 3.00 ― ― R3.9.29 ―

MEIF 7 Luxembourg GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rosa Villalobos Manager ― ○ 20, Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+35262196682
3

www.mirafunds.com ― EUR 12,000 ― ― R3.9.30 ―

Octave Tech Investment C23 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Sung Kim Chief Executive Officer and Secretary ○ ○ 11500 S Eastern Ave 
#150, Henderson, 
Nevada 89052 USA

1-206-697-
1664

https://octaveventur
es.sharepoint.com/:f:/
s/Share/ElmrLE2ECc
NIui4rXtwk_SQBnnIST
uD-E2-
6SxAeLWtYEA?e=Hpr
ZwI

― US$13,392,750 ― ― R4.12.12 ―

Cabot Industrial Core Fund III 
Manager Limited Partnership

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kara J. Brown Chief Compliance Officer, General Counsel and 
Secretary of Cabot Properties, Inc., which is the 
general partner of Cabot Properties L.P., which 
is the manager of Cabot Industrial Core Fund III 
Manager GP, LLC, which is the general partner

○ ○ One Beacon Street, 
Suite 2800, Boston, 
Massachusetts 02108 
USA

1-617-723-
7400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08017/

― US$0 ― ― R3.10.1 ―

Westly Capital Associates IV, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steve Westly Managing Member ○ ○ 2200 Sand Hill Road, 
Suite 250, Menlo Park, 
CA 94025

650-275-7420 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08010/

― $0.00 ― ― R3.10.1 ―

TMFIF I GP-GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gen Isayama Managing Member ○ ○ 102 University Ave., 
Suite 1A, Palo Alto, 
CA 94301, U.S.A

(US) 1-650-
329-0300

https://wilab.com/ ― USD 0 ― ― R3.10.1 ―

GLP Sakai GP Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tan Mark Hai Nern Director ○ ○ 8 Marina View, #07-
04, Asia Square Tower 
1, Singapore

+65-6643-
6388

https://glpcp.co.jp ― JPY 100 ― ― R5.2.24 ―

Keppel KDCF II GP Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Goo Li Ling Director ○ ○ 1 Harbourfront 
Avenue, #02-01 
Keppel Bay Tower, 
Singapore 098632

65-6803-1818 https://www.keppelca
pital.com

― US$ 1 ― ― R3.10.7 ―

FLF Fund III GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garth Ebanks Director ○ ○ c/o Maples Fiduciary 
Services (Cayman) 
Limited, PO Box 1093, 
Boundary Hall, Cricket 
Square, Grand 
Cayman, KY1-1102, 
Cayman Islands

+1-345-945-
7099

http://www
.fortress.co
m

― US$1 ― ― R3.10.8 ―

NIREMIA Collective GP, LLC. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

奥本　直子 Managing Member ○ ○ 2651 Ross Rd, Palo 
Alto, CA 94303, USA

1-650-255-
2651

― ― $91,919.19 ― ― R5.2.2 ―

NSV Wolf Capital GP IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hiroshi Menjo Managing Director ○ ○ 2108 Sand Hill Road
Menlo Park, California 
94025, USA

1-650-234-
9630

http://nsv.com/japan
/

― $0 ― ― R4.5.13 ―
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GoldenTree Distressed Fund IV 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steven Tananbaum Managing Member ○ ○ 300 Park Avenue, 21st 
Floor, New York, New 
York 10022, U.S.A.

+212-847-
3500

www.goldentree.com ― USD 60.6 
million

― ― R5.3.17 ―

OHA Strategic Credit III 
GenPar, LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gregory S. Rubin Vice President and Secretary of OHA Global PE 
MGP, LLC, 
as Managing Member of OHA Global PE GenPar, 
LLC, 
as Managing Partner of OHA Strategic Credit III 
GenPar, LLP

○ ○ 201 Main Street, Suite 
1250, Fort Worth, 
Texas, 76102, U.S.A.

1-817-215-
2800

www.oakhilladvisors.c
om/japanese-
disclosures

― US$1.00 ― ― R5.3.6 ―

OHA Credit Solutions II GenPar, 
LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gregory S. Rubin Vice President and Secretary of OHA Global PE 
MGP, LLC,
as Managing Member of OHA Global PE GenPar, 
LLC,
as Managing Partner of OHA Credit Solutions II 
GenPar, LLP

○ ○ 201 Main Street, Suite 
1250, Fort Worth, 
Texas, 76102, U.S.A.

1-817-215-
2800

www.oakhilladvisors.c
om/japanese-
disclosures

― US$1.00 ― ― R3.10.25 ―

AAGS Co., Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02110.pdf

― USD 1,000 ― ― R3.12.10 ―

Bridgepoint Europe VII GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rachel Clare Thompson Director of Bridgepoint Europe (SGP)  Ltd, which 
is a member of Bridgepoint Europe VII GP LLP

○ ○ 5 Marble Arch, 
London, W1H 7EJ, 
United Kingdom

+44-0-20-
7034-3500

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08058/

― GBP 100 ― ― R4.10.12 ―

Permira VIII GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cedric Pedoni Manager ○ ○ 488, route de Longwy, 
L-1940 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-86-
811

www.permira.com ― EUR 12,000 ― ― R4.2.16 ―

Warburg Pincus Global Growth 
14 GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harsha Marti Vice President and Assistant Secretary of WP 
Global LLC, which is the general partner of 
Warburg Pincus Global Growth 14 GP, L.P.

○ ○ c/o Warburg Pincus 
LLC,
450 Lexington Avenue, 
New York New York 
10017, U.S.A.

+1-212-878-
0600

www.warburgpincus.c
om

― US$10.00 ― ― R5.3.7 ―

UCGP V(H), Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Lennon Director ― ○ Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

+1-345-949-
0100

https://www.unisonca
p.com/index.html

― USD0.01 ― ― R4.5.10 ―

PSP Animal Genetics Co-
Investment Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Schwartz Director of Paine Schwartz Food Chain Fund V 
GP, Ltd., the Managing Member of PSP Animal 
Genetics CoーInvestment Fund GP, LLC

― ○ 475 Fifth Avenue, 17th 
Floor, New York, New 
York 10017, United 
States of America

+1-212-379-
7200

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08095/

― US$1.00 ― ― R4.4.25 ―

TowerBrook Investors, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ramez Farid Sousou Director ○ ○ Park Avenue Tower
65 East 55th Street
New York, NY 10022
USA

212-669-2200 https://www.towerbro
ok.com/us/

― USD $1.00 ― ― R4.7.14 ―

Toranomon Real Estate 2, GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nilani Perera

Karen Ellerbe

Director

Director

― ○ c/o Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

1-345-814-
7618

https://urldefense.co
m/v3/__http://asa-
epn.jp/di/0015/7uk6/
__;!!Dahw-
A9d0CA!i6o50GG5R9
WbHpKPFTgz9SJiq_A
NFF-
sRzqkI89XqKwHupoKl
dGAj2DtV1buTTE88A
$

― US$0.01 ― ― R4.8.31 ―

Headlands Capital Secondary 
Management III, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David E. Park, III Managing Partner ○ ○ 1 Embarcadero 
Center, Suite 1600, 
San Francisco, 
California 94111, USA

+1-415-263-
7310

www.headlandscap.co
m

― US$1.5 million ― ― R3.11.22 ―
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CETP V Holdings, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Anat Holtzman 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. 
20004-2505, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0.00 ― ― R4.5.30 ―

MCP NFT I Management 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fujii Shun Director ― ○ c/o Zedra Cayman 
Management Services 
Limited, P.O. Box 
10176, 23 Lime Tree 
Bay Avenue, Grand 
Cayman, KY1-1002, 
Cayman Islands

+1-345-949-
7128

https://www.mcp-
am.jp/wp-
content/uploads/202
1/11/MCP-NFT-I-
Management-
Limited-Notice-to-
Japan-Investors.pdf

― US$100.00 ― ― R4.4.6 ―

EQT Future (General Partner) 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Talida Manolache

Christiaan Snyders

Manager

Manager

○ ○ 51A, Boulevard Royal, 
L - 2449 Luxembourg 
Luxembourg

00-352-26-
73-26-38

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07975/

― EUR 12,000 ― ― R4.1.19 ―

Daiwa ACA APAC Growth 
Management II Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Akihiro Azuma Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$50,000 ― ― R4.6.22 ―

Translink Management N I, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Toshiya Otani Managing Member ○ ○ 530 Lytton Ave., Suite 
300, Palo Alto, 
California, 94301, 
U.S.A.

1-650-330-
7353

www.translinkcapital.c
om

― $226,731 ― ― R5.3.9 ―

ASF VIII Infrastructure EU GP 
SARL

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

JoanーSophie KienerーWegmann

Ganash Lokanathen

Manager

Manager

― ○ 24, avenue Emile 
Reuter, L-2420 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-27-44-
48-1

― ― USD 17,000 ― ― R4.2.21 ―

Glendower Capital SOF V 
(GPCo.) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cirumference FS (Luxembourg) 
SA
(Zamyra Cammans, managing 
director)

Sole Manager ○ ○ 22-24 Boulevard 
Royal, L-2449, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

352-2602-491 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08052/

― EUR 12,000.00 ― ― R3.11.29 ―

Glendower Capital GPCo. 
(Luxembourg) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cirumference FS (Luxembourg) 
SA
(Zamyra Cammans, managing 
director)

Sole Manager ○ ○ 22-24 Boulevard 
Royal, L-2449, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

352-2602-491 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08051/

― EUR 12,000.00 ― ― R3.11.29 ―

PAG Asia Capital GP IV Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen’s 
Road East, Hong Kong

852-2918-
0088

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08099/

― US$1.00 ― ― R3.12.2 ―

BSC RLR GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bert A. Kobayashi, Jr. Chairman and Chief Executive Officer of 
BlackSand Capital, LLC, the Managing Member of 
BSC RLR GP, LLC

○ ○ 2270 Kalakaua 
Avenue, 
Suite 1788,
Honolulu, HI 96815, 
USA

1-808-738-
8400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08119/

― US$100 ― ― R3.12.6 ―

Toranomon 2 Special LP GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Allan Marques Vice President & Assistant Secretary of Jones 
Lang LaSalle CoーInvestment, Inc., which is the 
Managing Member of Toranomon 2 Special LP 
GP, LLC

○ ○ 333 West Wacker 
Drive, 23rd Floor, 
Chicago, Illinois 60606, 
the United States of 
America

1-312-782-
5800

https://urldefense.co
m/v3/__http://asa-
epn.jp/di/0016/h4f5/
__;!!Dahw-
A9d0CA!i6o50GG5R9
WbHpKPFTgz9SJiq_A
NFF-
sRzqkI89XqKwHupoKl
dGAj2DtV1bf40HPaA
$

― US$1,000 ― ― R4.1.5 ―

Hayfin DLF IV GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Molloy 

Lina Kavoliune

Manager

Manager

― ○ 21, rue Glesener, L-
1631 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-86-
40-38

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08071/

― € 12,000 ― ― R4.3.28 ―

Private Opportunities Access 
Advisors, S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Federico Venturini

Alexis de Montpellier d'Annevoie

Manager

Manager

○ ○ 2, rue du Fossé, L-
1536 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-264-792 https://www.goldman
sachs.com/

― USD15,000 ― ― R4.2.15 ―

https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
https://www.carlyle.com/notices-and-disclaimers
http://www.translinkcapital.com/
http://www.translinkcapital.com/
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Apax Global Impact GP L.P. Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Guille Director of Apax Global Impact GP Co. Limited, 
which is the General Partner of Apax Global 
Impact GP L.P. Inc.

○ ○ Third Floor, Royal 
Bank Place, 1 
Glategny Esplanade, St 
Peter Port, Guernsey 
GY1 2HJ

+44-0-148-
181-0018

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08113/

― USD 1.00 ― ― R4.9.21 ―

Pantheon L Global 
Infrastructure GP, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kara Zanger Director ― ○ 555 California Street, 
Suite 3450 San 
Francisco, California 
94104, U.S.A.

1-415-249-
6200

https://www.pantheo
n.com/legal-
regulatory-
notice/japan-
disclaimer/

― USD 50,000 ― ― R4.4.1 ―

Signia Ventures GP IV,LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Linus Liang General Partner ○ ○ 2055 Woodside Rd 
Suite 270, Redwood 
City, CA 94061 USA

+1-650-614-
5800

https://signiaventure
partners.com/

― $5,200,000 ― ― R3.12.14 ―

Vista Equity Partners Fund VIII 
GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robert F. Smith Managing Member of VEPF VIII GP, LLC, which 
is the general partner of Vista Equity Partners 
Fund VIII GP, L.P.

○ ○ c/o Vista Equity 
Partners
4 Embarcadero 
Center, 20th Floor
San Francisco, CA 
94111, United States 
of America

+1-415-765-
6500

https://www.vistaequi
typartners.com/

― US$100.00 ― ― R5.3.27 ―

CD GP (Secondaries) S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kathryn O'Sullivan

Sanjeev Jewootah

Manager

Manager

○ ○ 49, avenue John F. 
Kennedy, 
L-1855, Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+41-41-748-
8420

http://www.capdyn.co
m/

― EUR12,000 ― ― R3.12.17 ―

TIPS One GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yves Barthels A Manager ○ ― 1, Allée Scheffer, L-
2520, Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
95-00

http://www.koukoku-
web.jp/c/s07693/

― EUR 12,000 ― ― R3.12.17 ―

EPISO 6 (GP) S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yves Barthels A Manager ○ ― 1, Allée Scheffer, L-
2520, Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
95-00

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08050/

― EUR 12,000 ― ― R3.12.17 ―

PineBridge Private Credit II 
General Partner, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Fisher Managing Director ○ ○ c/o PineBridge 
Investments LLC
228 Saugatuck Ave.
Westport, Connecticut 
06880 U.S.A.

1-646-857-
8000

https://www.pinebridg
e.co.jp/institutional/t
okurei_disclosure.html

― USD 100 ― ― R5.3.7 ―

Toranomon Infrastructure 2 GP, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jason Sneah Director ― ○ 555 California Street, 
Suite 3450 San 
Francisco, California 
94104, U.S.A.

1-415-249-
6200

https://www.pantheo
n.com/legal-
regulatory-
notice/japan-
disclaimer/

― USD 50,000 ― ― R4.4.1 ―

RJIF GP2 Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eduardo D'Angelo P Silva

David van Duynhoven

Director

Director

○ ○ ZEDRA CAYMAN 
MANAGEMENT 
SERVICES LIMITED, 
P.O. Box 10176
23 Lime Tree Bay 
Avenue
Grand Cayman KY1-
1002
Cayman Islands

1-345-914-
5407

http://rjif.org/jp/ ― US$100.00 ― ― R3.12.21 ―

EQT Active Core Infrastructure 
(General Partner) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michail Tziaras

Vilune Mackeviciute

Manager

Manager

○ ○ 51A, Boulevard Royal, 
L - 2449 Luxembourg 
Luxembourg

+352-267-326 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08079/

― EUR 1,262,000 ― ― R4.12.8 ―

Behind Genius Fund GP, LLC. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joshua Schlisserman Managing Member ○ ○ 1456 Manhattan 
Beach Blvd Unit F,  
Manhattan Beach CA 
90266 USA

1-908-917-
8838

https://www.behindge
niusventures.com/

― $300 ― ― R3.12.22 ―

Conscience Investment 
Partners, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ariana Thacker Managing Member ○ ○ 7928 East Drive #604, 
North Bay Village, FL 
33141 USA

818-277-1984 https://conscience.v
c/

― $0 ― ― R3.12.22 ―
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Stage One 4 Holdings Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

 Yuval Cohen Director ○ ○ 12 Aba Even Avenue, 
Eckerstein Towers, 
Bldg. D, 3rd Floor, 
Herzliya Pituach Israel, 
4672530

972-9-
7792250

 
https://stageonevc.c
om/

― $0 ― ― R3.12.23 ―

NB Private Package GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President ― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$ 0 ― ― R3.12.28 ―

 Pretium Structured Credit 
Opportunities Fund II GP, LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey Meriggi Chief Legal Officer of Pretium REO GP, LLC, 
General Partner of  Pretium Structured Credit 
Opportunities Fund II GP, LP

○ ○ 810 Seventh Avenue, 
24th Floor, New York, 
New York 10019, 
U.S.A.

917-877-9854 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08177/

― US$0 ― ― R4.1.12 ―

Carlyle Diversified 
Infrastructure GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Elizabeth Muscarella 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. 
20004-2505 United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0.00 ― ― R4.6.2 ―

Veritas Capital Partners VIII, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ramzi Musallam Managing Partner ○ ○ c/o Veritas Capital
9 West 57th Street, 
32nd Floor
New York, New York 
10019, United States 
of America

+1-212-415-
6700

https://www.veritasc
apital.com/

― US$0.00 ― ― R4.1.13 ―

InfraRed Infrastructure VI 
General Partner LLP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher Gill Director of InfraRed Capital Partners (HoldCo) 
Limited, which is the Managing Member

○ ○ Level 7 One 
Bartholomew Close, 
Barts Square, London, 
United Kingdom, EC1A 
7BL

+44-20-7484-
1800

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08111/

― £0 ― ― R5.1.11 ―

Pegasus Tech Ventures 
Management IX, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of Pegasus Tech 
Ventures Management IX, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R4.1.15 ―

Pegasus Tech Ventures 
Management X, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of Pegasus Tech 
Ventures Management X, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R5.3.24 ―

Symphony GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Grace Senior Managing Director ○ ○ 555 California St, 
Suite 3100, San 
Francisco CA 94104-
1534, U.S.A.

 +1-415-676-
4016

https://www.nuveen.c
om/ja-jp

― USD 0 ― ― R5.2.8 ―

ACA Vietnam Real Estate 
Management III Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Akihiro Azuma Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― US$1.00 ― ― R4.2.24 ―

Pretium Ultra Fund GP, LP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey Merigg Chief Legal Officer of Pretium REO GP, LLC, 
General Partner of Pretium Ultra Fund GP, LP

○ ○ 810 Seventh Avenue, 
24th Floor, New York, 
New York 10019, 
U.S.A.

917-877-9854 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08186/

― US$0 ― ― R4.1.18 ―

HSRE Social Infrastructure 
Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher N. Merrill Manager ○ ○ 444 West Lake Street, 
Suite 2100, Chicago, 
Illinois 60606, U.S.A.

312-920-0500 www.harrisonst.com ― US$0 ― ― R4.1.19 ―

PJC Investment GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David N. Brooks Secretary ○ ○ 1345 Avenue of the 
Americas, 46 Floor, 
New York, NY 10105, 
USA

+1-212-798-
6100

http://www.fortress.c
om

― US$100 ― ― R4.1.21 ―

Greystar Multifamily GP XI, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joshua Carper Vice President ○ ○ 465 Meeting St Suite 
500 Charleston, SC 
29403, United States

843-579-9400 www.greystar.com/for
m20ggif

― $0 ― ― R4.1.24 ―
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GFR Fund Ⅲ GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

筒井鉄平 Manager ○ ○ c/o Greenough 
Consulting Group
1350 Bayshore Hwy, 
Suite 920
Burlingame, California 
94010,USA

+1-415-302-
1431

www.gfrfund.com ― $0 ― ― R5.2.2 ―

Pegasus Tech Ventures 
Management XI, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of Pegasus Tech 
Ventures Management XI, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R4.1.24 ―

WiL SP II GP-GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joo Lee Lim Manager ○ ○ 102 University Ave., 
STE 1A, First floor, 
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A

1-650-329-
0300

www.wilsp.com ― $0 ― ― R5.3.24 ―

Genesis Partners GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

BenーJudah Benjamin Director ○ ○ 211 Henderson Road 
#10-03/04, 211 
Henderson,  159552 
Singapore

+ 65-6553-
8588

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08225/

― US$1.00 ― ― R5.2.17 ―

TA Realty Value-Add Fund XIII 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Raisides Managing Partner and Member of the Board of 
TA Realty LLC, the sole member of TA Realty 
ValueーAdd Fund XIII GP, LLC

― ○ One Federal Street, 
17th Floor, Boston
Massachusetts 02110, 
U.S.A.

1-617-476-
2700

www.tarealty.com ― US $0 ― ― R5.1.11 ―

Exacta Capital Partners III ― 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

― US$1.00 ― ― R4.12.15 ―

TPG Healthcare Partners 
GenPar II Advisors, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael LaGatta Director ○ ○ 301 Commerce Street, 
Suite 3300, Fort 
Worth, Texas 76102, 
USA

1-817-871-
4000

https://www.tpg.com ― US$1.00 ― ― R4.1.29 ―

TPG GenPar IX Advisors, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael LaGatta Director ○ ○ 301 Commerce Street, 
Suite 3300, Fort 
Worth, Texas 76102, 
USA

1-817-871-
4000

https://www.tpg.com ― US$1.00 ― ― R4.1.29 ―

BEE ACCELERATE FUND2 GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Heeralal Choudhary Director ○ ○ 1 George Street, #10-
01, Singapore 049145

65-8808-1138 https://www.beenext.
com/

― US$1.00 ― ― R4.11.10 ―

Cibus Investments II Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Timothy James Wilson Director ○ ○ c/o IQ-EQ Fund 
Services (Guernsey) 
Limited
Ground Floor, 
Cambridge House, Le 
Truchot, St Peter 
Port, Guernsey GY1 
1WD

447911713863 www.cibusfund.com ― £30,000 ― ― R4.2.8 ―

NB Almanac Realty Investors IX 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Manuela Amado Cattaneo General CounselーAlmanac ― ○ c/o Almanac Realty 
Investors,
1290 Avenue of the 
Americas, New York, 
NY 10104, U.S.A.

1-212-403-
3516

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R4.6.17 ―

PAGAC IV GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen’s 
Road East, Hong Kong

852-2918-
0088

http://www.2022form
20.com/.

― US$1.00 ― ― R4.2.9 ―

Oaktree Direct Lending Fund 
GP, S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maria Attaar Manager ○ ○ 26A, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-63-
25-47-00

― ― EUR 12,000 ― ― R4.2.10 ―

APC Management, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Jill Authorized Signatory of APC Management GP 
LLC, the General Partner of APC Management, 
L.P.

○ ― c/o Ares Management 
LLC
245 Park Avenue,
44th Floor,
New York,
New York 10167, 
U.S.A.

1-310-201-
4100

https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― US$1,000 ― ― R4.2.10 ―
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CAP VI, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs Vice President ○ ○ 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, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R4.6.2 ―

EQT X (General Partner) S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aiste Ramanauskaite
Sara Huda

Manager
Manager

○ ○ 51A, Boulevard Royal, 
L - 2449 Luxembourg 
Luxembourg

352-267-326 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08176/

― EUR 1,276,391 ― ― R5.3.10 ―

CRSEF II GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Elizabeth Muscarella 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. 
20004-2505, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R4.6.2 ―

Brookfield Real Estate 
Secondaries GP of GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Srulowitz Managing Partner ○ ○ c/o Brookfield 
Property Group, 250 
Vesey Street, 15th 
Floor, New York, NY, 
10281-1023 USA

+1-212-417-
7000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08070/

― US$0 ― ― R4.2.18 ―

DNX JAPAN IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michitaka Kitamura Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
United States

1-650-281-
9059

http://www.drapernex
us.com

― $20,000 ― ― R5.1.13 ―

Undeterred Capital GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joseph Wilson Manager ○ ○ 3876 Sunbeam Drive, 
Los Angeles, CA 
90065 USA

615-218-2489 https://www.undeterr
edcapital.com/

― $490,000 ― ― R4.2.21 ―

MGIF Luxembourg GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rosa Villalobos Manager ― ○ 20, Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+35262196682
3

http://www.mirafunds
.com/

― USD20,000 ― ― R4.2.24 ―

Ares SSG Capital Partners VI 
GP, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ching Him Wong Director ○ ― Ares SSG Capital 
Management (Hong 
Kong) Limited, 40/F, 
Gloucester Tower, The 
Landmark, 15 Queen's 
Road Central, Hong 
Kong

852-3909-
8888

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08254/

― $1 ― ― R4.2.24 ―

DNX ANNEX JAPAN III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michitaka Kitamura Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
United States

1-650-281-
9059

http://www.drapernex
us.com

― $10,000 ― ― R5.1.13 ―

Clean H2 Infra GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Laurent Fayollas President of HY24, the sole President of Clean 
H2 Infra GP

― ○ 69 rue de Richelieu, 
75002 Paris, France

+33-0-7-89-
08-31-42

― ― EUR 10,000 ― ― R4.8.4 ―

Claret European Growth Capital 
Fund III GP, S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Bateman Class A Manager ○ ○ 412F, route d'Esch, L 
- 2086 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-466-
1112140

https://www.claret-
capital.com/public-
disclosures/

― EUR 12,000- ― ― R4.4.1 ―

Pretium Single-Family Rental 
Fund VI GP, LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cheryl Zabala Director and Chief Compliance Officer of 
Pretium REO GP, LLC which is the general 
partner of Pretium SingleーFamily Rental Fund 
VI GP, LP

○ ― 810 7th Avenue, 19th 
Floor, New York, New 
York 10019, U.S.A.

917-348-2903 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08265/

― $0 ― ― R4.3.1 ―

https://www.claret-capital.com/public-disclosures/
https://www.claret-capital.com/public-disclosures/
https://www.claret-capital.com/public-disclosures/
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ICG Senior Debt Partners GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann

Simon Andrew McConnell 
Barnes

Manager

Manager

○ ○ 2-4 rue Eugène 
Ruppert, L-2453, 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-
24525338

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08251/

― EUR 12,000 ― ― R5.2.13 ―

Vintage Fund 15 Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alan Harold Feld Director ○ ○ 12 Abba Eban Ave, 
Ackerstein Towers, 
Building D, 10th floor, 
Herzliya, Israel 
4672530

+972-9-954-
8464

https://www.vintage-
ip.com/

― NIS 100 ― ― R4.3.7 ―

Brookfield European Real Estate 
Partnership GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lydie BINI

Ana Carolina Parisi

Manager

Manager

○ ○ 15 boulevard F.W. 
Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-26-44-
91

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08187/

― Euro 12,000 ― ― R4.11.25 ―

Costella Kirsch VII, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Richard Ginn Managing Member ○ ○ 3500 Alameda de las 
Pulgas, Suite 150, 
Menlo Park, California 
94025, USA

650-462-5792 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08255/

― USD100,000 ― ― R4.3.10 ―

Brookfield Capital Partners VI 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Srulowitz Managing Partner of Brookfield Capital Partners 
VI Officer GP LLC, which is the Sole Member of 
Brookfield Capital Partners VI GP LLC

○ ○ c/o Brookfield Asset 
Management Inc. 
Brookfield Place 250 
Vesey Street, 15th 
Floor, New York, NY 
10281-1023, USA

+1-212-417-
7000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08239/

― US$0 ― ― R4.6.27 ―

L Catterton Managing Partner 
X, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott A. Dahnke Managing Member of LC10 Management, LLC, 
which is the general partner of L Catterton 
Managing Partner X, L.P.

○ ○ 599 West Putnam 
Avenue, Greenwich, 
Connecticut 06830 
United States of 
America

203-629-4901 http://www.lcatterton
.com/

― US$0 ― ― R4.3.11 ―

The Rise Fund GenPar III 
Advisors, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ken Murphy Director ○ ○ 301 Commerce Street, 
Suite 3300, Fort 
Worth, Texas 76102, 
USA

1-817-871-
4000

https://www.tpg.com ― US$1.00 ― ― R4.11.29 ―

Apax XI EUR GP L.P. Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy Latham Director of Apax XI GP Co. Limited, which is the 
General Partner of Apax XI EUR GP L.P. Inc.

○ ○ Third Floor, Royal 
Bank Place, 1 
Glategny Esplanade, St 
Peter Port, Guernsey 
GY1 2HJ

+44-0-148-
181-0000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08286/

― EUR 1.00 ― ― R5.2.22 ―

Apax XI USD GP L.P. Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy Latham Director of Apax XI GP Co. Limited, which is the 
General Partner of Apax XI USD GP L.P. Inc.

○ ○ Third Floor, Royal 
Bank Place, 1 
Glategny Esplanade, St 
Peter Port, Guernsey 
GY1 2HJ

+44-0-148-
181-0000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08287/

― USD 1.00 ― ― R5.2.22 ―

GLP JDP4 FEEDER GP PTE. 
LTD.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tan Mark Hai Nern Director ○ ○ 8 Marina View, #07-
04, Asia Square Tower 
1, Singapore

+65-6643-
6388

https://glpcp.co.jp ― 100 ― ― R5.2.24 ―

StepStone Secondaries V (GP), 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Holdings LLC, the general partner of StepStone 
Group LP, the sole member of StepStone 
Secondaries V (GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037, USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― $10 ― ― R4.3.15 ―

StepStone Capital V (GP), LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Bratt Deputy General Counsel of StepStone Group 
Holdings LLC, the general partner of StepStone 
Group LP, the sole member of StepStone Capital 
V (GP), LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037, USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― $10 ― ― R4.3.15 ―

Chelsea GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ivana Faltysova Director ○ ○ Walkers Corporate 
Limited,190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

+1-345-749-
2515

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08261/

― $100 ― ― R4.3.17 ―

PCDF GP I Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen's Road 
East, Hong Kong

852-2918-
0088

www.form20PAJ3.co
m

― US$1 ― ― R4.3.18 ―

TPG Asia GenPar VIII Advisors, 
Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ken Murphy Director ○ ○ 301 Commerce Street, 
Suite 3300, Fort 
Worth, Texas 76102, 
USA

1-817-871-
4000

https://www.tpg.com ― US$50,000 ― ― R4.3.22 ―
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Summit Partners SD VI, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adam H. Hennessey Authorized Person of Summit Partners SD VI, 
LLC, which is the General Partner of Summit 
Partners SD VI, L.P.

○ ○ c/o Summit Partners 
SD VI, LLC
222 Berkeley Street, 
18th Floor
Boston, 
Massachusetts 02116, 
United States of 
America

1-617-824-
1000

https://www.summitp
artners.com/

― US$100.00 ― ― R4.3.29 ―

AG Direct Lending Fund IV 
Annex GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gregory Shalette Director ○ ○ 245 Park Avenue, 26th 
Floor, New York, New 
York 10167, U.S.A

1-212-692-
2000

https://www.angelogo
rdon.com/

― USD 40,000 ― ― R4.9.27 ―

J-STAR No.5-Commitment GP, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maria Solas Director ○ ○ 71 Fort Street, PO 
Box 500, George 
Town, Grand Cayman 
KY1-1106, Cayman 
Islands

1-345-769-
4916

https://www.applebyg
lobal.com/

― USD10 ― ― R4.5.10 ―

CIM URBAN INCOME 
INVESTMENTS GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Thompson Vice President and Chief Financial Officer ― ○ 4700 Wilshire 
Boulevard, Los 
Angeles, CA 90010, 
United States

+1-323-860-
4900

https://www.cimgrou
p.com/terms-of-use

― USD0 ― ― R4.5.10 ―

Platinum Equity Partners VI, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Holland Secretary ○ ○ c/o Platinum Equity 
Advisors, LLC, 360 
North Crescent Drive, 
South Building, 
Beverly Hills, California 
90210, United States 
of America

+1-310-712-
1850

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08229/

― US$100 ― ― R4.3.31 ―

Canyon Capital Solutions 
General Partner Company, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Kaplan Authorized Signatory of Canyon Capital Advisors 
LLC, which is the Representative of Canyon 
Capital Solutions General Partner Company, LLC

○ ○ 2728 North Harwood 
Street, 2nd Floor, 
Dallas, TX 75201, the 
United States of 
America

010-1-310-
272-1370

― ― USD 0 ― ― R4.3.31 ―

CRED III GP Co.  LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Kaplan Authorized Signatory of Canyon Partners Real 
Estate LLC, which is the Representative of 
CRED III GP Co.  LLC

○ ○ 2728 North Harwood 
Street, 2nd Floor, 
Dallas, TX 75201, the 
United States of 
America

010-1-310-
272-1370

― ― USD 0 ― ― R4.3.31 ―

Antin Infrastructure Partners V 
Luxembourg GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sophie Le Saout Manager ○ ○ 17, boulevard F.W. 
Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-278434 www.antin-ip.com ― EUR 12,000 ― ― R4.3.31 ―

DCM International X, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Director ○ ○ DCM,
2420 Sand Hill Road, 
Suite 200
Menlo Park, California 
94025
USA

+1-650-233-
1400

https://www.dcm.com
/

― USD $10.00 ― ― R4.4.4 ―

DCM Opportunity Fund 
International IV, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew C. Bonner Director ○ ○ DCM,
2420 Sand Hill Road, 
Suite 200
Menlo Park, California 
94025
USA

+1-650-233-
1400

https://www.dcm.com
/

― USD $10.00 ― ― R4.4.4 ―

LCA 3 GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Bowen Qian Director ○ ○ 8 Marina View, Asia 
Square Tower 1, #41-
03, Singapore 018960

659-822-7734 https://www.lcatterto
n.com/index.html

― US$2.00 ― ― R4.4.6 ―

Direct Lending Fund IV General 
Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nathan Brown 

Luc Regent

Frederique Bouchet Lundgren

Manager

Manager

Manager

― ○ 11-13, Boulevard de la 
Foire,
L-1528, Grand Duchy 
of Luxembourg

352-20-80-
2020

https://www.bluebay.j
p/

― EUR 12,000 ― ― R4.4.7 ―

CD&R Investment Associates 
XII, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jillian C. Griffiths Chief Financial Officer and Vice President ○ ○ c/o Clayton, Dubilier & 
Rice, LLC
375 Park Avenue
New York, New York 
10152
United States of 
America

1-212-407-
5200

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08285/

― $1 ― ― R4.4.7 ―
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BID III GP, LTD ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Martin Laufer Director ○ ○ Maples Corporate 
Services Limited, PO 
Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman 
Islands

+1-345-914-
5977

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08304/

― US$1.00 ― ― R4.4.12 ―

Fund X 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://www.koukoku-
web.jp/c/s08308/

― US$1,000 ― ― R4.4.14 ―

TA Realty Value-Add Fund XIII 
Feeder GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Raisides Managing Partner and Member of the Board of 
TA Realty LLC, the managing member of TA 
Realty ValueーAdd Fund XIII GP, LLC, the 
managing member of TA Realty ValueーAdd Fund 
XIII Feeder GP, LLC

― ○ One Federal Street, 
17th Floor, Boston
Massachusetts 02110, 
U.S.A.

1-617-476-
2700

www.tarealty.com ― US $0 ― ― R4.11.24 ―

VF IX ESC Advisors LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andres Gonzalez Vice president of GSAM GenーPar, L.L.C, 
Member of VF IX ESC Advisors LLC

○ ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

1-212-357-
0641

https://www.goldman
sachs.com/

― $0 ― ― R4.4.18 ―

PECP III ESC Advisors LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andres Gonzalez Vice president of GSAM GenーPar, L.L.C, 
Member of PECP III ESC Advisors LLC

○ ○ 200 West Street New 
York, New York 10282 
United States of 
America

1-212-357-
0641

https://www.goldman
sachs.com/

― $0 ― ― R4.4.18 ―

Cabot Industrial Value Fund VII 
Manager, Limited Partnership

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kathleen Reardon Director of Investor Relations of Cabot 
Properties, Inc., which is the general partner of 
Cabot Properties L.P., which is the Manager of 
Cabot Industrial Value Fund VII Manager GP, 
LLC, which is the general partner of Cabot 
Industrial Value Fund VII Manager, Limited 
Partnership

○ ○ One Beacon Street, 
Suite 2800, Boston, 
Massachusetts 02108 
USA

+1-617-723-
7400

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08303/

― USD 0 ― ― R4.4.18 ―

gmjp GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joichi Ito Director ○ ○ International 
Corporation Services 
Ltd.
Harbour Place, 2nd 
Floor
103 South Church 
Street
P.O. Box 472, George 
Town
Grand Cayman KY1-
1106, Cayman Islands

+1-345-949-
0699

― ― $50,000 ― ― R4.6.9 ―

AlpInvest Strategic Portfolio 
Finance II GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Thorne Chief Legal Officer of AlpInvest US Holdings, 
LLC, which is the Managing Member of AlpInvest 
Strategic Portfolio Finance Ultimate GP I, LLC, 
which is the general partner of AlpInvest 
Strategic Portfolio Finance II GP, L.P.

○ ○ c/o AlpInvest US 
Holdings, LLC
One Vanderbilt 
Avenue, Suite 3400, 
New York, New York 
10017, United States 
of America

+1-646-735-
4293

https://www.alpinvest
.com/transparency

― US$0 ― ― R4.11.3 ―

Japan Tech Growth 
Management Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Akihiro Azuma Director ○ ○ c/o ACA Investments 
Pte Ltd, 8 Temasek 
Blvd, #34-02 Suntec 
Tower Three, 
Singapore 038988

+65-6890-
0730

http://www.acaisg.co
m/public-
disclosure/japan/

― USD1.00 ― ― R4.5.12 ―

PAAF VII 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.portfolioa
dvisorsllc.com/

― US$1 ― ― R4.4.20 ―

Ria GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Coughlan Director ○ ○ Level 1, IFC 1, 
Esplanade, St Helier, 
Jersey, JE2 3BX, 
Channel Islands

0044-1534-
609-788

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08348/

― GBP 25,000 ― ― R4.4.25 ―

LCP4 Commitment GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Zoltan 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/s08309/

― $1 ― ― R4.11.17 ―
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Longreach Management 
Corporation Cayman 4 - JPY

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Zoltan 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/s08310/

― $1 ― ― R4.8.23 ―

Equitix MA GP 4 Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Maiden Director ― ○ PO Box 119 Martello 
Court Admiral Park St. 
Peter Port 
GUERNSEY GY1 3HB

0044-1481-
211000

https://equitix.com/ ― GBP1 ― ― R4.4.27 ―

Churchill (JPY) Series 2022 GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shaul Vichness Senior Managing Director, Chief Financial Officer 
of Churchill Asset Management LLC, acting in its 
capacity as the Managing Member  of Churchill 
(JPY) Series 2022 GP, LLC

○ ○ 430 Park Avenue, 14th 
Floor 
New York, NY 10022, 
U.S.A.

212-478-9200 https://www.nuveen.c
om/ja-jp

― USD 0 ― ― R4.5.6 ―

CDL Offshore GP, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Lobe Officer ○ ○ 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, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$2 ― ― R4.8.1 ―

Technology Crossover 
Management XII, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Frederic D. Fenton Director ○ ○ 250 Middlefield Road, 
Menlo Park, California 
94025, United States 
of America

+1-650-614-
8200

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08366/

― US$1.00 ― ― R4.5.6 ―

CDL Treaty General Partner, 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vincentius van den Brink

Joost A. Mees

Manager

Manager

○ ○ 17, Boulevard F.W. 
Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-27-17-
2807

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$20,000 ― ― R4.8.3 ―

TRTL GP PTE. LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

瀬尾　康浩 Director ○ ○ The Working Capitol, 
Room #20, 1 Keong 
Saik Road, Singapore 
018982

	+65-67339196 https://trtl.vc/ ― US$ 100 ― ― R4.5.13 ―

PGIM Real Estate U.S. Debt 
Fund GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Stephen Paul Bailey President ○ ○ c/o PGIM Real Estate, 
1540 Broadway, 36th 
Floor, New York, New 
York 10036  USA

212-515-8101 https://www.pgim.co
m/real-estate/

― $0 ― ― R4.5.13 ―

Stonepeak Core Fund 
Associates LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adrienne Saunders Senior Managing Director & General Counsel / 
Chief Compliance Officer of Stonepeak GP Core 
Fund Investors Manager LLC, which is the 
general partner of Stonepeak Core Fund 
Associates LP

○ ○ 55 Hudson Yards, 550 
West 34th Street, 
Floor 48, New York, 
NY 10001, U.S.A.

+1-212-907-
5100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08370/

― USD 0.00 ― ― R4.5.16 ―

Brookfield Infrastructure Fund 
V GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Srulowitz Managing Partner of Brookfield Infrastructure 
Fund V Officer GP LLC, which is the sole 
member of Brookfield Infrastructure Fund V GP 
LLC

○ ○ c/o Brookfield Asset 
Management Inc.
Brookfield Place, 250 
Vesey Street, New 
York, New York 10281 
USA

+1-212-417-
7000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08337/

― US$0 ― ― R5.1.25 ―

Stonepeak Asia Fund 
Associates LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adrienne Saunders Authorised Signatory of Stonepeak GP Asia 
Fund Investors LLC which is the Sole Member of 
Stonepeak Asia Fund Associates LLC

○ ○ 55 Hudson Yards, 550 
West 34th Street, 
Floor 48, New York, 
NY 10001, U.S.A.

+1-212-907-
5100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08371/

― USD65,529,474 ― ― R4.5.19 ―

CrossHarbor Institutional 
Partners 2021 GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jay C. Hart Managing Partner of CrossHabor Capital 
Partners LLC, as the general partner of 
CrossHarbor Institutional Partners 2021 GP, L.P.

○ ○ One Boston Place, 
Suite 2300, Boston, 
MA 02108, USA

617-624-8300 https://www.greensle
dge.com/greensledge
-asia/tokurei/

― USD 0 ― ― R4.7.25 ―

BGIF IV (GenPar), S.a. r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Pablo Defelippe Manager ― ○ 20, rue de la Poste
L-2346, Luxembourg
Grand Duchy of 
Luxembourg

+35247232350
0

― ― USD15,000 ― ― R4.10.28 ―

PAL V GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jon Robert Lewis Director ○ ○ 33/F, Three Pacific 
Place, 1 Queen's Road 
East, Hong Kong

852-2918-
0088

https://www.form20p
aj4.com/

― US$1 ― ― R4.5.26 ―

https://equitix.com/
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EIG Fund XVIII GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Randall S. Wade President of EIG Asset Management, LLC,
Managing Member of EIG Fund XVIII GP, LLC

○ ○ 600 New Hampshire 
Ave NW, Suite 1200
Washington DC 20037
United States of 
America

1-202-600-
3300

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08293/

― USD$0 ― ― R4.5.27 ―

Incubate Fund US GP Ⅱ, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

野津　一樹 Managing member ○ ○ 116 Alley Mountain 
View, California 94040, 
USA

+1-650-943-
3294

https://www.incubate
fundus.com/

― $1 ― ― R4.5.30 ―

Fujiyama Bridge Lab GP-GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joo Lee Lim Manager ○ ○ 102 University Ave., 
STE 1A, First floor, 
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A

1-650-329-
0300

www.wilsp.com ― $0 ― ― R4.6.1 ―

ICG Real Estate Debt VI GP S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann

Simon Andrew McConnell 
Barnes

Manager

Manager

○ ○ 6 rue Eugène Ruppert, 
L-2453, Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-44-
95-24

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08381/

― GBP 12,000 ― ― R5.2.15 ―

NURF Investments, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Edwin Machingambi
Jennifer Fischetti

Authorized Signatory of Commerce Corporate 
Services Limited, 
which is the Director of NURF Investments, Inc., 
respectively.

○ ○ CIBC FirstCaribbean 
House, 25 Main Street, 
Grand Cayman, KY1-
1107, Cayman Islands

1-345-914-
9403

https://ncgr.nurfinves
tmentsinc.com/

― $50,000 ― ― R4.6.8 ―

Yamaha Motor Sustainability 
Fund GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keiichi Onishi Chief Executive Officer of  Yamaha Motor 
Ventures, Inc., Managing Member of Yamaha 
Motor  Sustainability Fund GP, L.L.C. 

○ ○ 422 Portage Avenue 
Palo Alto, California 
94306 USA

1-650-656-
9170

https://www.yamaha
motor.vc/

― USD1,000,000 ― ― R4.6.6 ―

TCP V GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hans Omer ALLEGAERT Director ○ ○ Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

852-3710-
6888

www.citiccapital-
ccjp.com

― US$1.00 ― ― R4.6.8 ―

Tikehau PDS I GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Timothy Grell Chief Executive Officer of Tikehau Capital North 
America LLC, acting in its capacity as the 
Managing Member of Tikehau PDS I GP LLC

○ ○ 412 West 15th Street 
New York, NY 10001 
U.S.A.

+1-212-922-
3734

www.tikehaucapital.co
m

― USD 8,900 ― ― R4.6.9 ―

AVGP IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas d’Halluin Manager ○ ○ 3000 Sand-Hill Road -
1-120, Menlo Park, 
California 94025 U.S.A.

1-408-391-
3592

https://www.airbusve
ntures.vc

― US$ 1,000 ― ― R4.6.10 ―

 MEP US Holdings GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott Davis

Stephen Pierangeli

Directors of SL Investment USーRE Holdings 
2009ー1, Inc., Member of MEP US Holdings GP 
LLC

○ ○ 96 Worcester Street, 
Wellesley Hills, MA 
02481, USA

519-888-2181 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08367/

― US$1 ― ― R4.6.10 ―

TGVP I GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yuhei Yano CEO and President of Toppan Global Venture 
Partners, Inc., which is the Managing Member of 
TGVP I GP, LLC

○ ○ 44 Montgomery 
Street, San Francisco, 
California 94104, 
United States of 
America

+1-628-230-
7665

https://www.toppan.c
o.jp/venture/

― US$80,000 ― ― R4.7.19 ―

Pegasus Tech Ventures SPV V, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of Pegasus Tech 
Ventures SPV V, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R4.6.14 ―

Berkshire Bridge Loan 
Investors-MF1 III GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David J. Olney Chief Executive Officer ○ ○ c/o Berkshire, One 
Beacon Street, 24th 
Floor, Boston, 
Massachusetts, 02108, 
United States of 
America

+1-617-646-
2300

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08413/

― $0 ― ― R4.6.16 ―

Glennmont Partners IV S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joost Hessel Louis Bergsma

Peter Klinkner

Manager

Manager

― ○ 412F, Route d'Esch L-
1471 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-46-61-
11-1

https://www.nuveen.c
om/ja-jp/corporate-
governance

― EUR 12,000 ― ― R4.6.21 ―

Capza GP SAS ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Guillaume de Jongh Director ○ ○ 103 rue de Grenelle, 
75007 Paris, France

+33-142-603-
805

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08395/

― EUR 5,000 ― ― R4.6.22 ―
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Blue Ocean GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Lux Senior Managing Director & General Counsel ○ ○ 375 Park Avenue, 24th 
Floor, New York, New 
York 10152, the 
United States

+1-212-224-
5583

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08382/

― USD0 ― ― R4.6.27 ―

ACP Investment Fund 
Management, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jesse Rogers Senior Managing Member ○ ○ c/o Altamont Capital 
Management, LLC 
400 Hamilton Avenue, 
Suite 230 Palo Alto, 
CA 94301 USA

650-264-7746 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08417/

― US$0 ― ― R4.6.28 ―

Arbor Venture Fund GP III, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Melissa Guzy Director ○ ○ 12-01, 30 Raffles 
Place, Singapore 
048622

6596667863 arborventures.com ― US$1 ― ― R4.6.28 ―

Castlelake VI GP, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daniel McNally Vice President of Castlelake Opportunities 
Partners, LLC, which is the General Partner of 
Castlelake VI GP, L.P.

○ ○ c/o Castlelake 
Opportunities 
Partners, LLC
4600 Wells Fargo 
Center, 90 South 
Seventh Street, 
Minneapolis, Minnesota 
55402, United States 
of America

+1-612-851-
3000

https://www.castlelak
e.com/

― US$100.00 ― ― R4.6.29 ―

Crestline Direct Lending UL 
(GP), LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Amber Ramsey Director ○ ○ 201 Main Street 
Suite 1900
Fort Worth, Texas 
76102 USA

817-339-7600 http://www.jpnclslreg
dis.com/

― US$0.01 ― ― R5.2.13 ―

Ares Real Estate Secured 
Income Advisors, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Gerber Vice President ○ ― c/o Ares Investments 
Holdings LLC, 2000 
Avenue of the Stars, 
12th Floor, Los 
Angeles, California 
90067, USA

310-201-4100 https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― $100 ― ― R4.6.30 ―

Suzuki Global Ventures GP-GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joo Lee Lim Manager ○ ○ 102 University Ave., 
STE 1A, First floor, 
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A

1-650-329-
0300

www.wilsp.com ― $0 ― ― R4.7.1 ―

Park Square Capital European 
Loan Partners II General 
Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lara Riachy Manager ○ ○ 5, rue du Cure. L-
1368 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
23-228

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08434/

― EUR 12,000 ― ― R4.7.4 ―

Cinven Capital Management 
(VIII) General Partner Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Babett Sylvia Carrier Director ― ○ 21 St. James's Square, 
London, SW1Y 4JZ, 
United Kingdom

+44-20-7661-
3333

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08390/

― € 200 ― ― R5.2.10 ―

CINVEN UK F8 GENERAL 
PARTNER

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Caspar Antonius Berendsen Director ○ ○ 21 St. James's Square, 
London, SW1Y 4JZ, 
United Kingdom

+44-20-7661-
3333

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08289/

― £1 ― ― R5.2.10 ―

Apprecia Capital ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hidemi Naganuma Class A Manager ○ ○ 42, Rue de la Vallee, 
L-2661 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

 +352-26-97-
97-1

https://www.apprecia
partners.com/

― EUR 12,000.00 ― ― R5.3.23 ―

DigitalBridge SAF GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jefferey Ginsberg Vice President of DigitalBridge SAF Investor, 
LLC, which is the Managing Member of 
DigitalBridge SAF GP, LLC

○ ○ 750 Park of 
Commerce Drive, 
Suite 210, Boca Raton, 
Florida 33487, United 
States of America

+1-561-570-
4644

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08385/

― US$100 ― ― R4.7.12 ―

DIF Infra 7 Lux GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ronald van Beek and Lars 
Vanmulken

Managers (gerant) of DIF Management 
Luxembourg S.a r.l., which is the Corporate 
Manager (gerant) of DIF Infra 7 Lux GP S.a r.l.

○ ○ 1, rue Louvigny, L-
1946 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-27-
21-22

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08391/

― EUR 12,000 ― ― R4.7.13 ―

DIF Infrastructure VII 
Cooperatief U.A.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robert Jean Doekes Director of DIF Management B.V., which is  the 
director of DIF Infrastructure VII Cooperatief 
U.A.

○ ○ Schiphol Boulevard 
269, D-tower 10th 
floor, 1118 BH 
Schiphol, the 
Netherlands

+31-20-717-
3151

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08392/

― EUR 0 ― ― R4.7.13 ―

https://www.castlelake.com/
https://www.castlelake.com/
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DIF CIF III GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ronald van Beek and Lars 
Vanmulken

Managers (gerant) of DIF Management 
Luxembourg S.a r.l., which is the Corporate 
Manager (gerant) of DIF CIF III GP S.a r.l.

○ ○ 1, rue Louvigny, L-
1946 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-27-
21-22

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08393/

― EUR 12,000 ― ― R4.7.13 ―

DIF Core-plus Infrastructure 
Fund III Cooperatief U.A.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Robert Jean Doekes Director of DIF Management B.V., which is  the 
director of DIF Core-plus Infrastructure Fund III 
Cooperatief U.A.

○ ○ Schiphol Boulevard 
269, D-tower 10th 
floor, 1118 BH 
Schiphol, the 
Netherlands

+31-20-717-
3151

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08394/

― EUR 0 ― ― R4.7.13 ―

MED Platform II GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Denis Ribon Representative of ArchiMed SAS, which is the 
Director of MED Platform II GP

○ ○ Silex 2, 9 rue des 
Cuirassiers, 69003 
Lyon, France

+33-4-81-11-
35-33

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08435/

― EUR 12,500 ― ― R4.7.15 ―

Taiwania Capital Biotechnology 
VII Corporation

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chih-Lung Shen Representative ○ ○ R. 1806, No. 333,  Sec. 
1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City 110, 
Taiwan

886-2-2720-
9898

https://en.taiwaniaca
pital.com/

― NT$ 500,000 ― ― R4.10.27 ―

TCJP IV GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hans Omer ALLEGAERT Director ○ ○ Walkers Corporate 
Limited,
190 Elgin Avenue, 
George Town,
Grand Cayman KY1-
9008,
Cayman Islands

852-3710-
6888

www.citiccapital-
ccjp.com

― JPY1,000 ― ― R4.7.20 ―

TCJP IV SLP GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hans Omer ALLEGAERT Director ○ ○ Walkers Corporate 
Limited,
190 Elgin Avenue, 
George Town,
Grand Cayman KY1-
9008,
Cayman Islands

852-3710-
6888

www.citiccapital-
ccjp.com

― JPY1,000 ― ― R4.7.20 ―

INCUBATE FUND 
INVESTMENTS VCC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kwong Xiang Yao Director ○ ○ 5 Temasek Boulevard, 
#17-01, Suntec Tower 
Five, Singapore 
(038985)

65-9028-4650 https://incubatefund.
com/

― US$0 ― ― R4.7.26 ―

EQT Ventures Employee GP S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Francesco Salemme Manager ○ ○ 51A, Boulevard Royal,
 L-2449 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-73-
26

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08452/

― EUR 12,000 ― ― R4.7.27 ―

H.I.G. WhiteHorse Middle Market 
Levered Loan Advisors, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Anthony A. Tamer Director of H.I.G.-GPII, Inc.,  the manager of 
H.I.G. WhiteHorse Middle Market Levered Loan 
Advisors GP, LLC, which is the general partner 
of H.I.G. WhiteHorse Middle Market Levered Loan 
Advisors, L.P.

○ ○ c/o H.I.G. Capital, 
L.L.C.
1450 Brickell Avenue
31st Floor 
Miami, FL 33131 USA

305-379-2322 https://www.higcapita
l.com

― $0 ― ― R4.7.27 ―

Headline Asia V (GP), Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joseph Huang Director ○ ○ No. 101 FuXing North 
Road, Floor 10 Taipei, 
Taiwan 105

86-010-
80447194

https://headline.com/ ― US$1.00 ― ― R5.3.28 ―

H&F Corporate Investors XI, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Philip Ulfsson Hammarskjold Director ○ ○ 415 Mission Street, 
Suite 5700, San 
Francisco, California 
94105, United States 
of America

+1 (415) 788-
5111

http://hf.com/ ― $2,800 ― ― R4.12.21 ―

IYP II GP PTE. LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Shirsha Ganguly Director ○ ○ 3 Church Street, #21-
05 Samsung Hub, 
Singapore 049483

+65-6692-
6120

https://www.edelweis
salternatives.com/

― US$100 ― ― R4.8.3 ―

Genesis Partners GP II Pte. 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ben-Judah Benjamin Director ○ ○ 211 Henderson Road,  
#10-03/04,  211 
Henderson, 159552 
Singapore

+65-6553-
8588

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08518/

― 300 SGD ― ― R4.8.4 ―

FRO Fund IV GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marc K. Furstein Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the 
Americas, 46th Floor, 
New York, NY 10105, 
U.S.A.

+1-212-798-
6100

http://www.fortress.c
om

― US$100.00 ― ― R4.8.5 ―

http://www.koukoku-web.jp/c/s08394/
http://www.koukoku-web.jp/c/s08394/
http://hf.com/
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Fortress Japan Opportunity V 
GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marc K. Furstein Authorized Signatory ○ ○ 1345 Avenue of the 
Americas, 46th Floor, 
New York, NY 10105, 
U.S.A.

+1-212-798-
6100

http://www.fortress.c
om

― US$100.00 ― ― R4.8.5 ―

XPV Circle I GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takeshi Nakanishi Manager ○ ○ 3635 Inglewood Blvd, 
Los Angeles, CA 
90066, USA

626-616-2017 http://xpv.fi/ ― $80,000 ― ― R4.8.8 ―

CVC Capital Partners Asia VI 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Carl John Hansen Director ○ ― IFC 5, St Helier, 
Jersey JE2 3BY, 
Channel Islands

+44-1534-
828-750

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08453/

― € 100,000 ― ― R5.1.11 ―

ALL STAR SAAS FUND THREE 
GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

前田　紘典 Director ○ ○ 1 George Street, #10-
01, Singapore 049145

65-8808-1138 https://allstarsaas.co
m/

― US$1.00 ― ― R5.1.20 ―

CCCDSF General Partner, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs Authorized Person of CCCDSF, L.L.C., which is 
the General Partner of CCCDSF 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. 
20004-2505, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R4.8.12 ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XII, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of PEGASUS TECH 
VENTURES MANAGEMENT XII, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R4.8.15 ―

Insight Associates XIII, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Prodromos Alternate Director, Authorised Officer, Vice 
President

○ ○ 1114 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, 
New York, NY 10036, 
USA

1-212-230-
9200

https://www.insightpa
rtners.com/

― $1.00 ― ― R4.12.16 ―

Insight Associates XIII Growth 
Buyout, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrew Prodromos Alternate Director, Authorised Officer, Vice 
President

○ ○ 1114 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, 
New York, NY 10036, 
USA

1-212-230-
9200

https://www.insightpa
rtners.com/

― $1.00 ― ― R4.8.15 ―

Headlands Capital Secondary 
Management IV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David E. Park, III Managing Partner ○ ○ 1 Embarcadero 
Center, Suite 1600, 
San Francisco, 
California 94111, USA

+1-415-263-
7310

www.headlandscap.co
m

― US$0 ― ― R4.8.16 ―

NB Secondary Opportunities 
Associates V GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President ― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R4.8.17 ―

G.F.W. Energy XIII, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chris Carter Authorized Person of GFW XIII, L.L.C., which is 
the General Partner of G.F.W. Energy XIII, L.P.

○ ○ c/o GFW XIII, L.L.C., 
2850 N. Harwood 
Street, 19th Floor, 
Dallas, Texas 75201, 
United States of 
America

+1-972-432-
1440

http://ngpenergycapit
al.com/

― US$0 ― ― R4.8.17 ―

GB Digital I GP LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yasuhiko Yurimoto Director ○ ○ c/o Global Brain 
Corporation, 10-11, 
Sakuragaoka-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 
105-0031, Japan

81-3-6362-
5700

― ― US$100.00 ― ― R4.8.23 ―

GREE LP Fund US GP I, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Youngrok Kim Manager ○ ○ 1350 Bayshore Hwy, 
Suite 920
Burlingame, California 
94010, USA

+1-415-302-
1431

https://www.greelpfu
nd.vc/

― $0 ― ― R4.8.23 ―

Crescent European Specialty 
Lending III S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

William Albert Blackwell 

Olivier Meyer

Manager

Manager

○ ○ 2 Rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg, 
Grand-Duche du 
Luxembourg

+35-227-868-
077

https://www.crescent
cap.com/company/lo
cations/europe

― €12, 000 ― ― R4.8.25 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

Siguler Guff SBCOF III GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Donald P. Spencer Managing Director ○ ○ 200 Park Avenue 23rd 
Floor New York, NY 
10166, USA

1-212-332-
5100

www.sigulerguff.com ― $0.00 ― ― R4.8.26 ―

Siguler Guff TCOF III GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Donald P. Spencer Managing Director ○ ○ 200 Park Avenue 23rd 
Floor New York, NY 
10166, USA

1-212-332-
5100

www.sigulerguff.com ― $0.00 USD ― ― R4.8.26 ―

Pantheon JP Infrastructure 
Access Feeder GP, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kara Zanger Director ― ○ 555 California Street, 
Suite 3450, San 
Francisco, California 
94111, U.S.A.

1-415-249-
6200

https://www.pantheo
n.com/legal-
regulatory-
notice/japan-
disclaimer/

― USD 0.01 ― ― R4.8.29 ―

Fortress Japan Focused 
Opportunities GP LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David N. Brooks Secretary ○ ○ 1345 Avenue of the 
Americas, 46th Floor, 
New York, NY 10105, 
U.S.A.

+1-212-798-
6100

http://www.fortress.c
om

― US$100.00 ― ― R4.8.30 ―

CCM VII, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02211.pdf

― USD 1 ― ― R5.1.16 ―

NSSK III United GP Co. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

徳山　一晃 Director ○ ○ 東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー17階
株式会社日本産業推
進機構　気付

03-5401-5600 ― ― 100,000 ― ― R4.8.31 ―

BBAM Freighter A GP (Cayman) 
Co., Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takeshi Saeki Director ○ ○ 50 California Street, 
14th Floor, San 
Francisco, CA 94111, 
United States of 
America

415-267-1600 https://www.bbam.co
m/home

―  USD 50,000 ― ― R4.9.1 ―

BBAM Freighter B GP (Cayman) 
Co., Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Takeshi Saeki Director ○ ○ 50 California Street, 
14th Floor, San 
Francisco, CA 94111, 
United States of 
America

415-267-1600 https://www.bbam.co
m/home

―  USD 50,000 ― ― R4.9.1 ―

EQT Infrastructure VI (General 
Partner) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michail Tziaras

Vilune Mackeviciute

Manager

Manager

○ ○ 51A, Boulevard Royal, 
L - 2449 Luxembourg 
Luxembourg

+352-26-73-
26

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08515/

― EUR 24000 ― ― R4.12.8 ―

Capital Dynamics CEI GP 
(Cayman Islands) Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Benjamin Wiseman Director ○ ○ Maples Corporate 
Services
Limited, PO Box 309, 
Ugland House, Grand 
Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands

+1-345-949-
8066

http://www.capdyn.co
m/

― USD 50,000 ― ― R4.9.2 ―

IN Capital SCIL Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Hiroyuki Takata Director ○ ○ 94 Igal Alon Street, 
Alon 2 Tower, 26 
Floor, Tel-Aviv, Israel

972-54-
5243741

https://in-
venture.com/

― US$6,303,611 ― ― R4.9.6 ―

Scrum Sports & Entertainment 
Fund I GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

宮田　拓弥 マネージング・メンバー ○ ○ 米国、カリフォルニア
州 94105、サンフラン
シスコ、535 ミッション・
ストリート＃14F

+1-415-840-
0559

https://scrum.vc/ ― 0 ― ― R4.9.8 ―

GTCR Partners XIV/A&C LP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey S. Wright Chief Legal Officer of GTCR Investment XIV 
LLC, which is the General Partner of GTCR 
Partners XIV/A&C LP

○ ○ c/o  GTCR 
Investment XIV LLC
300 North LaSalle 
Street, Suite 5600, 
Chicago, Illinois 60654, 
United States of 
America

+1-312-382-
2200

https://www.gtcr.com
/

― US$100.00 ― ― R5.2.10 ―

GTCR Partners XIV/B LP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey S. Wright Chief Legal Officer of GTCR Investment XIV 
LLC, which is the General Partner of GTCR 
Partners XIV/B LP

○ ○ c/o  GTCR 
Investment XIV LLC
300 North LaSalle 
Street, Suite 5600, 
Chicago, Illinois 60654, 
United States of 
America

+1-312-382-
2200

https://www.gtcr.com
/

― US$100.00 ― ― R5.1.18 ―
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CCOF III General Partner, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Lobe Authorized Person of CCOF III L.L.C., which is 
the general partner of CCOF III 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, United States 
of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$200.00 ― ― R4.9.8 ―

MGPI Carry GP 5 LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Weinstock  Member of Monarch GP Investor LLC, the sole 
Member of MGPI Carry GP 5 LLC

○ ○ 535 Madison Avenue 
26th Floor 
New York, New York 
10022 USA

01-212-554-
1700

http://www.monarchl
p.com/

― $100 ― ― R4.9.9 ―

FPA Core Plus Fund VI GP, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael B. Earl Manager ○ ○ 2082 Michelson Drive, 
4th Floor Irvine, CA 
92612 USA

949-399-2500 
ext. 200

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08575/

― U.S. $5,000 ― ― R4.9.12 ―

SVP Capital Solutions GP 
Administrator II LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Edward Kelly Chief Operating Officer ○ ○ c/o  Strategic Value 
Partners, LLC, 100 
West Putnam Avenue, 
Greenwich, CT 06830, 
USA

1-203-618-
3667

www.svpglobal.com ― USD100 ― ― R5.3.16 ―

Park Square Capital Partners V 
General Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lara Riachy Manager ○ ○ 5, Rue du Cure, L-
1368 Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
23-228

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08425/

― EUR 12,000 ― ― R4.9.16 ―

Park Square Capital Partners V 
(USD) General Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lara Riachy Manager ○ ○ 5, Rue du Cure, L-
1368 Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
23-228

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08424/

― USD 20,000 ― ― R4.9.16 ―

Park Square Capital Partners V 
(UL) General Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lara Riachy Manager ○ ○ 5, Rue du Cure, L-
1368 Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-27-85-
23-228

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08423/

― EUR 12,000 ― ― R4.9.16 ―

Leadenhall Insurance Finance 
GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Mugglestone Director ○ ○ Conyers Trust 
Company (Cayman) 
Limited
Cricket Square, 
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 
Grand Cayman KY1-
1111, Cayman Islands

+1-345-949-
1040

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08577/

― US$1.00. ― ― R4.9.16 ―

Permira Master CIS GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Cedric Pedoni Manager ○ ○ 488, route de Longwy, 
L-1940 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-86-
811

www.permira.com ― EUR 12,000 ― ― R4.9.22 ―

Decarbonization Partners GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joanne Fitzgerald Manager ― ○ 6, rue Eugene Ruppert, 
L-2453 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

00352-3420-
1042-10

― ― USD 15,000 ― ― R4.9.26 ―

KKR Tigereye Co-Invest GP 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jason Carss Manager & Assistant Secretary ― ○ c/o Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. L.P.
30 Hudson Yards, 
Suite 7500, New York, 
NY 10001, U.S.A.

+1-212-750-
8300

http://www.kkr.com/j
a/laws-regulations

― USD 0 ― ― R4.9.27 ―

EQT Infrastructure IV FC 
Cooperatief U.A.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Martijn van der Schaaf Director of CM Capital B.V., which is Board 
Member of EQT Infrastructure IV FC Cooperatief 
U.A.

○ ○ Cornelis Schuytstraat 
74, 1071JL 
Amsterdam, the 
Netherlands

+31205776670 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08553/

― EUR 0 ― ― R5.2.22 ―

ASF IX EU GP SARL ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joan-Sophie Kiener-Wegmann

Ganash Lokanathen

Manager

Manager

― ○ 24, avenue Emile 
Reuter, L-2420 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+352-246-
160-6000

― ― USD17,000 ― ― R4.9.28 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

CCOF III Plus General Partner, 
L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Lobe Authorized Person of CCOF III Plus L.L.C., which 
is the general partner of CCOF III Plus 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, United States 
of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$200.00 ― ― R4.9.29 ―

Alpha Square Group GP III, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lei Li Manager & Chief Executive Officer ○ ○ 350 5th Avenue,
Ste 3910, New York,
NY 10118, United 
States

+1-646-503-
6625

https://alphasquaregr
oup.com/

― US$ 1,000 ― ― R4.10.20 ―

Vitruvian Luxcar GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Fanny Him Class B Manager ○ ― 21 rue Philippe II, L-
2340 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

352-27-86-
64-71

www.vitruvianpartners
.com

― EUR12,000 ― ― R4.12.15 ―

AlpInvest Co-Investment IX GP, 
L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Thorne Chief Legal Officer of AlpInvest US Holdings, 
LLC, which is the Managing Member of AlpInvest 
Co-Investment Ultimate GP I, LLC, which is the 
general partner of AlpInvest Co-Investment IX 
GP, L.P.

○ ○ c/o AlpInvest US 
Holdings, LLC
One Vanderbilt 
Avenue, Suite 3400, 
New York, New York 
10017, United States 
of America

+1-646-735-
4293

https://www.alpinvest
.com/transparency

― US$0 ― ― R4.9.30 ―

AlpInvest Secondaries VIIl GP, 
L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Thorne Chief Legal Officer of AlpInvest US Holdings, 
LLC, which is the Managing Member of AlpInvest 
Secondary Ultimate GP I, LLC, which is the 
general partner of AlpInvest Secondaries VIII GP, 
L.P.

○ ○ c/o AlpInvest US 
Holdings, LLC
One Vanderbilt 
Avenue, Suite 3400, 
New York, New York 
10017, United States 
of America

+1-646-735-
4293

https://www.alpinvest
.com/transparency

― US$0 ― ― R4.9.30 ―

GID Mainstay Fund GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gregory S. Bates President ○ ○ 211 Perimeter Center 
Parkway, Suite 900, 
Atlanta, Georgia 
30346, U.S.A.

833-259-7511 www.gid.com ― US$100 ― ― R4.10.4 ―

E12 Venture Capital, 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.

1-408-242-
6780

http://www.moradove
ntures.com/

― US$0 ― ― R4.10.4 ―

ICG SLB GP II S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann

Simon Andrew McConnell 
Barnes

Manager

Manager

○ ○ 3, rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 
Munsbach, Grand 
Duchy of Luxembourg

352621518346 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08588/

― EUR 12,000 ― ― R4.10.5 ―

Carbide Ventures Fund I GP 
Blocker, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dan Weirich Manager ○ ○ 526 Bryant Street, 
Palo Alto, CA 94301, 
U.S.A.

1-508-287-
9877

carbideventures.com ― USD0 ― ― R4.10.5 ―

Bain Capital Asia V General 
Partner, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Chris Green Authorized Signatory of Boylston Partners, LLC, 
as General Partner of Bain Capital Partners Asia 
V, L.P., Member of Bain Capital Asia V General 
Partner, LLC

○ ○ 200 Clarendon Street
Boston, MA 02116
United States of 
America

+1-617-516-
2000

http://www.baincapita
l.co.jp/

― USD10,000 ― ― R4.10.13 ―

MRE Open-End Fund GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Katsuo Yamanaka Chairman, CEO & President of MBK Real Estate 
LLC, which is the Member of MRE Open-End 
Fund GP LLC

― ○ 4 Park Plaza, Suite 
1700, Irvine, California 
92614, the United 
States

1-949-789-
8300

https://www.mbk.com
/

― USD0 ― ― R4.10.14 ―

General Atlantic GP 2023, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Gosk Chief Financial Officer and Managing Director of 
General Atlantic, L.P., Sole Member of General 
Atlantic GP 2023, LLC

○ ― c/o General Atlantic 
Service Company, L.P., 
Park Avenue Plaza, 55 
East 52nd Street, 33rd 
Floor, New York, NY 
10055, U.S.A.

212-715-4000 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08613/

― US$0 ― ― R5.2.6 ―

EQT Exeter ELC II (General 
Partner) S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Elien Poelmans

Vilune Mackeviciute

Manager

Manager

○ ○ 51A, Boulevard Royal, 
L - 2449 Luxembourg 
Luxembourg

00-352-26-
73-26-38

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08591/

― EUR 12,000 ― ― R4.10.17 ―
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SICP 2022 (GP) LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Joey Wong Castillo Deputy General Counsel, Real Assets of 
StepStone Group Real Assets Holdings LLC, the 
general partner of StepStone Group Real Assets 
LP, the sole member of SICP 2022 (GP) LLC

○ ○ 4225 Executive 
Square, Suite 1600, La 
Jolla, CA 92037, USA

+1-858-558-
9700

https://www.stepston
egroup.com/

― $0 ― ― R4.10.19 ―

Monoful VP 1 GP Pte. Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Tan Mark Hai Nern Director ○ ○ 8 Marina View, #07-
04, Asia Square Tower 
1, Singapore

+65-6643-
6388

https://glpcp.co.jp ― 100 ― ― R5.2.28 ―

Providence Equity GP IX (Lux) 
S.a r.l

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sarah N. Conde General Counsel and Chief Compliance Officer ○ ○ c/o Providence Equity 
Partners L.L.C.
50 Kennedy Plaza, 
18th Floor
Providence, Rhode 
Island 02903 USA

1-401-751-
1700

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08648/

― EUR 12,000 ― ― R4.10.28 ―

Pitango GP 9 Holdings 2022 Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zeev Binman Director ○ ○ 11 Hamenofim Street
Building B
Herzliya 46725 Israel

+972-9-971-
8100

https://www.aplawjap
an.com/di/dspbqiiafie
a/56348/

― $0 ― ― R4.11.1 ―

ORION FUND III GP PTE. LTD. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nitish Nirbhaya Agarwal Director ○ ○ 6 Battery Road, #29-
01, Singapore 049909

65-6593-0288 https://www.orioncapi
talasia.com/

― US$1 ― ― R5.3.6 ―

LBC Credit Funding VI LP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nathaniel R. Cohen Manager of LBC Credit Funding Holdings GP 
LLC, the General Partner of  LBC Credit Funding 
VI LP

○ ― 555 East Lancaster 
Avenue, Suite 450, 
Radnor, PA 19087, 
U.S.A.

1-215-972-
8900

https://www.lbccredit
.com/

― US$0 ― ― R4.11.2 ―

MACQUARIE 
INFRASTRUCTURE PARTNERS 
VI GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Karl Kuchel Manager and Chief Executive Officer ○ ○ 125 West 55th Street, 
New York, NY 10019, 
U.S.A.

+1-212-231-
1000

https://www.macquari
e.com/assets/macq/j
apan/important-
notice-concerning-
qualified-institutional-
investors-jp.pdf

― USD 100 ― ― R4.11.4 ―

Octave Tech Investment BG 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Sung Kim Chief Executive Officer and Secretary ○ ○ 11500 S Eastern Ave 
#150, Henderson, 
Nevada 89052 USA

1-206-697-
1664

https://octaveventur
es.sharepoint.com/:f:/
s/Share/ElmrLE2ECc
NIui4rXtwk_SQBnnIST
uD-E2-
6SxAeLWtYEA?e=Hpr
ZwI

― US$3,160,000 ― ― R4.11.4 ―

Crosslink Ventures X Holdings, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maureen Offer Chief Financial Officer ○ ○ 2180 Sand Hill Road, 
Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

415-617-1800 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08634/

― $0 ― ― R4.11.8 ―

Endeavour II Holdings, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Maureen Offer Chief Financial Officer ○ ○ 2180 Sand Hill Road, 
Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

415-617-1800 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08635/

― $0 ― ― R4.11.8 ―

Kohlberg Management X, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Samuel P. Frieder Member of Kohlberg Management GP, L.L.C., as 
the general partner of Kohlberg & Co., L.P., as 
the managing member of Kohlberg Management 
X, L.L.C.

○ ○ Kohlberg & Company, 
L.L.C.
111 Radio Circle
Mt. Kisco, NY 10549, 
U.S.A.

1-914-241-
7430

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08624/

― $100 ― ― R4.11.8 ―

Asahi Group Beverages & 
Innovation, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Akihito Kodama Manager ○ ○ 44 Montgomery 
Street, San Francisco, 
California 94104, USA

+1-628-233-
1525

― ― USD1,600,000 ― ― R5.3.31 ―

Excelsior Renewable Energy 
Investment Fund II GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Anne Marie Denman Officer ○ ○ 21960 Minnetonka 
Blvd, Suite 210, 
Excelsior, Minnesota 
55331, USA

+1-330-620-
1478

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08612/

― $750,000,000 ― ― R4.11.9 ―

Morado Venture Management 
IV, 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.

1-408-242-
6780

http://www.moradove
ntures.com/

― US$0 ― ― R4.11.10 ―

https://www.aplawjapan.com/di/dspbqiiafiea/56348/
https://www.aplawjapan.com/di/dspbqiiafiea/56348/
https://www.aplawjapan.com/di/dspbqiiafiea/56348/
https://www.aplawjapan.com/di/dspbqiiafiea/56348/
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LeapFrog IV, GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Husayn Sassa Director ○ ○ c/o AXIS Fiduciary 
Ltd 2nd Floor, The 
AXIS, 26 Bank Street, 
Cybercity, Ebene 
72201, Republic of 
Mauritius

+44-787-899-
5469

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08677/

― USD 1 ― ― R4.11.11 ―

AP International VII GP, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Josh Everett Naoki Porter Director ○ ○ 33 Pauletta CT, 
Danville, CA 94526-
4918, USA

+1-415-610-
5699

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02211.pdf

― USD 1 ― ― R5.3.15 ―

CD Clean Energy GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harald Zeiter Manager ○ ○ 49, avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+41-41-748-
8420

http://www.capdyn.co
m/

― EUR 12,000 ― ― R4.12.14 ―

ICG North America Associates 
III S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann

Simon Andrew McConnell 
Barnes

Manager

Manager

○ ○ 6 rue Eugene Ruppert, 
L-2453, Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-44-
95-24

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08620/

― USD 16,000 ― ― R4.11.14 ―

Prime Movers Lab GP III LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dakin Sloss Manager of the Managing Member of Prime 
Movers Lab GP III LLC

○ ○ PO Box 12829
Jackson, Wyoming 
83002, USA

+1-
7329954059

https://www.primemo
verslab.com/

― $0 ― ― R4.11.16 ―

Greenoaks Capital GP V LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neil Mehta

Benjamin Peretz

Member

Member

○ ― 4 Orinda Way, Suite 
200C, Orinda, 
California 94563, USA

415-942-5322 https://sites.google.c
om/greenoaks.com/g
covdisclosures/home

― $2 ― ― R4.12.5 ―

EQT Equity Employee GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nicholas Werner Curwen Manager ○ ○ 51A, boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-73-
26

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08623/

― EUR 12,000 ― ― R4.11.17 ―

EQT Mid Market Asia III FC 
Cooperatief U.A.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Martijn van der Schaaf Director of CM Capital B.V., which is Board 
Member of EQT Mid Market Asia III FC 
Cooperatief U.A.

○ ○ Cornelis Schuytstraat 
74, 1071JL 
Amsterdam, the 
Netherlands

+31205776670 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08671/

― EUR 0 ― ― R4.11.17 ―

Spiral Ventures Asia II Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Yuji Horiguchi Director ○ ○ 8 Eu Tong Sen Street, 
#20-82, The Central, 
Singapore, 059818

+65-6493-
0178

www.spiral-
ventures.com/asia

― US$1.00 ― ― R4.11.21 ―

PineBridge Private Credit III 
General Partner, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Fisher Managing Director ○ ○ c/o PineBridge 
Investments LLC
228 Saugatuck Ave.
Westport, Connecticut 
06880 
U.S.A.

1-646-857-
8000

https://www.pinebridg
e.co.jp/institutional/t
okurei_disclosure.html

― USD 100 ― ― R4.11.21 ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XIV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of PEGASUS TECH 
VENTURES MANAGEMENT XIV, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R5.1.17 ―

EQT Infrastructure Employee 
GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michail Tziaras Manager ○ ○ 51A, Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-26-73-
26

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08686/

― EUR 12,000 ― ― R4.11.24 ―

Point Bonita Capital GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Smith Managing Director and Chief Operating Officer ○ ○ 520 Madison Avenue, 
New York, New York, 
10022, USA

+1-212-323-
3380

https://www.leucadia
-am.com/

― US$0 ― ― R4.11.29 ―

Copenhagen Infrastructure V 
GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Thomas Hinrichsen Manager ○ ○ 16, rue Eugène  
Ruppert,  L-2453 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

45-70-70-51-
51

https://cipartners.dk/ ― EUR 12,000 ― ― R5.2.13 ―

GCM CFIG GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Burke J. Montgomery Vice President of CFIG Holdings LLC, which is 
the Managing Member of GCM CFIG GP, LLC

― ○ 767 Fifth Avenue, 14th 
Floor, New York, NY 
10153 USA

1-646-362-
3700

www.gcmgrosvenor.co
m

― USD 100 ― ― R4.12.1 ―
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HPS GP Lux S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clive Harris Manager ○ ○ 291, Route d'Arlon, L-
1150 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

352-28-83-
62-00

https://www.hpspartn
ers.com/en/japanese
-disclosures/

― USD 16,000 ― ― R4.12.2 ―

KKR Diversified Core 
Infrastructure S.a.r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jason Carss Manager ― ○ c/o Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. L.P.
30 Hudson Yards, 
Suite 7500, New York, 
NY 10001, U.S.A.

+1-212-750-
8300

http://www.kkr.com/j
a/laws-regulations

― USD 20,000 ― ― R4.12.7 ―

CJIP (AP) VII, 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

+1-345-917-
7590

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02211.pdf

― USD 1 ― ― R5.1.16 ―

JBO (AP) VII, Inc. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Dee Allen Andersen Director ○ ○ Suite 903, Tai Tung 
Building, 8 Fleming 
Road, Wanchai, Hong 
Kong

+852-6603-
0439

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02211.pdf

― USD 1 ― ― R5.1.16 ―

ICONIQ Strategic Partners VII 
TT GP, Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kevin Foster Vice President ○ ○ 394 Pacific Avenue, 
Second Floor, San 
Francisco, California 
94111, United States 
of America

+1-415-967-
7763

https://www.iconiqca
pital.com/growth

― USD0 ― ― R4.12.9 ―

GoAhead Ventures III 
Management, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Clancey Stahr Managing Member ○ ○ 535 Middlefield 
Rd#280, Menlo Park, 
California 94025, 
U.S.A.

1-650-275-
2465

https://www.goahead
vc.com/

― US$1,000 ― ― R5.3.15 ―

F2i-Fondi Italiani per le 
Infrastrutture Societa di 
Gestione del Risparmio S.p.A.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Renato Ravanelli Chief Executive Officer ○ ○ Via San Protaso 5, 
20121 Milan, Italy

+39-02-721-
79-231

www.f2isgr.it ― EUR 
11.066.000,00

― ― R5.2.3 ―

Sandbox Sustainability 
Ventures, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Daniel Phillips Managing Member ○ ○ 333 North Green 
Street, Suite 802, c/o 
Sandbox Industries, 
Chicago, IL 60607, 
United States of 
America

1-312-243-
4100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08725/

― USD $0 ― ― R4.12.16 ―

Genstar Capital XI, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Melissa Dickerson Chief Financial Officer and Managing Director, 
Operations of Genstar XI GP LLC, as the general 
partner of Genstar Capital XI, L.P.

○ ○ c/o Genstar Capital
Four Embarcadero 
Center, Suite 1900, 
San Francisco, CA 
94111-4191, United 
States of America

1-415-834-
2350

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08610/

― US$0 ― ― R4.12.19 ―

APAC Sustainable 
Infrastructure Fund GP Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Padraig Hoare Director ― ○ Walkers Corporate 
Limited, 190 Elgin 
Avenue, George Town, 
Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands

1-345-949-
0100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08728/

― $100 ― ― R4.12.19 ―

FEO 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.c
om

― US$100.00 ― ― R4.12.19 ―

Emerald Innovation Fund 
Partners IV Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alison Manley Non-Executive Director ○ ○ Riverside One
Sir John Rogerson’s 
Quay
Dublin 2, Ireland

+41-44-269-
61-00

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08726/

― Euro 1 ― ― R4.12.20 ―

Global Infrastructure Investors 
V, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Gregg Myers Chief Financial Officer and Director ○ ○ c/o Global 
Infrastructure 
Management, LLC, 
1345 Avenue of the 
Americas, 30th Floor, 
New York, NY 10105, 
United States of 
America

+1-212-315-
8100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08609/

― $1 ― ― R4.12.20 ―
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BEENEXT ASIA FUND2 GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

佐藤　輝英 Director ○ ○ 1 George Street, #10-
01, Singapore 049145
（シンガポール、
049145、ジョージスト
リート1、10-01号）

65-8008-1138		 https://www.beenext.
com/

― US$0.01 ― ― R5.3.16 ―

Windsor Avenue Holdings II, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David W. Borkowski Vice President and Chief Financial Officer ○ ○ c/o PGIM, Inc.,
Two Prudential Plaza, 
Suite 5600, 180 North 
Stetson Avenue, 
Chicago, IL 60601-
6716, United States of 
America

1-312-565-
6227

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08717/

― $0 ― ― R4.12.21 ―

ALHD PEGASUS TECH 
VENTURES, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of ALHD PEGASUS 
TECH VENTURES, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R5.1.17 ―

Pemberton Debt Fund IV GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Charles Douglass Welch

Simon Hauxwell

Graeme John Dell

Manager

Manager

Manager

○ ○ 2-4 Rue Eugene 
Ruppert, 
L-2453, Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

35226648360 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08693/

― EUR 12,000 ― ― R4.12.23 ―

Hg Genesis 10 General Partner 
L.P. Inc.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Norman Amey Director of Hg Genesis 10 General Partner 
(Guernsey) Limited, as the General Partner of Hg 
Genesis 10 General Partner L.P. Inc.

○ ○ 1 Royal Plaza, Royal 
Avenue, St Peter Port, 
Guernsey, GY1 2HL, 
Channel Islands

+44-0-203-
5303669

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08741/

― US$1.00 ― ― R4.12.27 ―

Timberland Investment 
Resources GP 3 S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Mark Seaman Manager ○ ― 5, rue Guillaume J. 
Kroll, L-1882 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg.

+352-26-27-
16-44

https://www.tireurop
e.com/

― USD $20,000 ― ― R4.12.28 ―

AlpInvest Atom II GP, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Thorne Chief Legal Officer of AlpInvest US Holdings, 
LLC, which is the Managing Member of AlpInvest 
Secondary Ultimate GP I, LLC, which is the 
general partner of AlpInvest Atom II GP, L.P.

○ ○ c/o AlpInvest US 
Holdings, LLC
One Vanderbilt 
Avenue, Suite 3400, 
New York, New York 
10017, United States 
of America

+1-646-735-
4293

https://www.alpinvest
.com/transparency

― US$0 ― ― R5.1.5 ―

ICG Strategic Equity GP V S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann

Simon Andrew McConnell 
Barnes

Manager

Manager

○ ○ 6H, route de Treves, 
L-2633 Senningerberg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-46-268-
5394

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08736/

― USD16,000 ― ― R5.3.29 ―

ECP Lotus GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher Leininger General Counsel of ECP ControlCo, LLC, 
Managing Member of ECP Lotus GP, LLC

○ ○ 40 Beechwood Road,
Summit, New Jersey 
07901, USA

1-973-671-
6100

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08746/

― US$0 ― ― R5.1.10 ―

Pangaea Ventures Impact LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christian Erickson Managing Member ○ ○ 5080 N 40th St, Unit 
105, Phoenix Arizona 
85018, USA

1-480-881-
4602

https://www.pangaea
ventures.com

― $137,525 ― ― R5.1.13 ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XVI, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of PEGASUS TECH 
VENTURES MANAGEMENT XVI, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1-408-645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― USD0.00 ― ― R5.1.13 ―

GGV Capital IX L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jenny Lee Hongwei Manager ○ ― 3000 Sand Hill Road, 
Building 4 Suite 230, 
Menlo Park, CA 94025, 
United States

650-475-2150 https://www.ggvc.co
m/

― US$100 ― ― R5.1.19 ―

GGV Capital IX Plus L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jenny Lee Hongwei Manager ○ ― 3000 Sand Hill Road, 
Building 4 Suite 230, 
Menlo Park, CA 94025, 
United States

650-475-2150 https://www.ggvc.co
m/

― US$100 ― ― R5.1.19 ―

GGV Discovery IV-ASIA, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jenny Lee Hongwei Manager ○ ― 3000 Sand Hill Road, 
Building 4 Suite 230, 
Menlo Park, CA 94025, 
United States

650-475-2150 https://www.ggvc.co
m/

― US$100 ― ― R5.1.19 ―

GGV Discovery IV-US, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jixun Foo Manager ○ ― 3000 Sand Hill Road, 
Building 4 Suite 230, 
Menlo Park, CA 94025, 
United States

650-475-2150 https://www.ggvc.co
m/

― US$100 ― ― R5.1.19 ―

https://www.beenext.com/
https://www.beenext.com/
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GT Private Credit Fund GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Steven Tananbaum Managing Member ○ ○ 300 Park Avenue, 21st 
Floor, New York, New 
York 10022, U.S.A.

+212-847-
3500

www.goldentree.com ― USD 0 ― ― R5.1.19 ―

Bain Capital GSS 2022 General 
Partner, SARL

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthieu Huffling

Grindale Gamboa

Manager

Manager

○ ○ 4, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352-2678601 http://www.baincapita
l.co.jp/

― EUR 12,000 ― ― R5.1.20 ―

CEP VI Holdings, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs Authorized Person ○ ― 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, United 
States of America

+1-202-729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R5.1.20 ―

NextGrid Associates II L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Lisa Lambert Managing Member ○ ○ 720 University Ave 
Ste 110, Los Gatos 
CA 95032, USA

+1-408-
8396747

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08755/

― $0 ― ― R5.1.23 ―

LaSalle Asia Opportunity VI 
Carry Partner GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alyson Anne McCollum President ○ ○ 333 West Wacker 
Drive, 23rd Floor, 
Chicago, IL 60606, 
USA

13128974000 http://asa-
epn.jp/di/0017/eu82/

― US$1,000 ― ― R5.1.24 ―

CD Clean Energy Umbrella GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Harald Zeiter Manager ○ ○ 15 Boulevard F.W. 
Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+41-41-748-
8420

http://www.capdyn.co
m/

― EUR 12,000 ― ― R5.1.24 ―

Pitango GP Growth Holdings 
2022 Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zeev Binman Director ○ ○ 11 Hamenofim Street
Building B
Herzliya 46725 Israel

+972-9-971-
8100

https://www.aplawjap
an.com/di/dspbqiiafie
a/56556/

― $0 ― ― R5.1.27 ―

Pitango GP Health Holdings 
2022 Ltd

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Zeev Binman Director ○ ○ 11 Hamenofim Street
Building B
Herzliya 46725 Israel

+972-9-971-
8100

https://www.aplawjap
an.com/di/dspbqiiafie
a/56555/

― $0 ― ― R5.1.27 ―

JUNI PE Fund GP LP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kimberly Marlar Vice President of JUNI PE GP LLC, General 
Partner of JUNI PE Fund GP LP

― ○ 325 N. Saint Paul 
Street, Suite 4900, 
Dallas, Texas 75201, 
U.S.A.

1-214-647-
9500

https://www.nb.com/j
a/jp/about-qualified-
institutional-investor

― US$0 ― ― R5.1.30 ―

Cortical Ventures GP I LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Igor Taber Managing Director ○ ― 447 Sutter Street, San 
Francisco, California 
94108, U.S.A.

1-503-860-
4378

www.cortical.vc/jp ― US$2,060,000 ― ― R5.2.1 ―

PCG JTF Cayman GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ken Chan Chien Wei

Low Tien Loon

Director

Director

○ ○ 111 Somerset Road 
#03-09 Singapore, 
238164

65-6956-6022 https://patiencecapit
al.group/ja/home/

― USD0.01 ― ― R5.2.1 ―

Atlantic Park Strategic Capital 
Fund II GP, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

George Fan Chief Operating Officer, Co-Chief Financial 
Officer, Authorized Signatory

○ ― 535 Madison Avenue, 
31st Floor, New York, 
New York 10022, 
U.S.A.

646-989-2500 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08614/

― US$0 ― ― R5.2.1 ―

Lindsay Goldberg GP VI LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James C. Pickel, Jr. Authorized Signatory ○ ○ 630 Fifth Avenue, 30th 
Floor New York, NY 
10111, United States 
of America

+1 (212) 651-
1148

https://www.lindsayg
oldbergllc.com/

― US$100 ― ― R5.2.1 ―



 
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.)

（Representative）

（Name of

Applicant）

（Title）

（Business category）

（Private

placement）

（Invest-

ment

manage-

ment）

（Principal business office）

（Address） （Phone）

（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. ）

(List of Notifiers)

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

（Name of Notifier）
（URL of website）

(List of Notifiers)

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

（JCN）

（Jurisdiction of 

the Financial 

Bureau）

Carlyle Realty X, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Sanket Patel Vice President ○ ― 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, United 
States of America

+1(202)729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R5.2.1 ―

PIMCO GP LIII, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neal J. Reiner Executive Vice President of Pacific Investment 
Management Company LLC, as the Member 
Manager of PIMCO GP LIII, LLC

― ○ 650 Newport Center  
Drive, Newport Beach, 
CA 92660, U.S.A.

1 (949) 720-
6000

https://japan.pimco.c
om/ ja-jp/general/jp-
legal-pages/group-
company-disclosure

― US$0 ― ― R5.2.2 ―

CDL JUNIPD GP Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Karen Karita Ellerbe Director ○ ― c/o offices of Walkers 
Corporate Limited, 190 
Elgin Avenue, George 
Town, Grand Cayman 
KY1-9008, Cayman 
Islands

+1 345 949 
0100

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0.01 ― ― R5.3.31 ―

Khosla Ventures Associates 
VIII, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vinod Khosla Manager of VK Services, LLC, the Managing 
Member of Khosla Ventures Associates VIII, LLC

○ ○ 2128 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 
94025, USA

+1-650-376-
8500

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08743/

― $0 ― ― R5.2.8 ―

Khosla Ventures Opportunity 
Associates II, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vinod Khosla Manager of VK Services, LLC, the Managing 
Member of Khosla Ventures Opportunity 
Associates II, LLC

○ ○ 2128 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 
94025, USA

+1-650-376-
8500

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08745/

― $0 ― ― R5.2.8 ―

Khosla Ventures Seed 
Associates F, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Vinod Khosla Manager of VK Services, LLC, the Managing 
Member of Khosla Ventures Seed Associates F, 
LLC

○ ○ 2128 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 
94025, USA

+1-650-376-
8500

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08744/

― $0 ― ― R5.2.8 ―

EU Cayman3.1 Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Nariatsu Tanaka Director ○ ○ c/o Endeavour United 
Singapore Pte. Ltd., 71 
Robinson Road 
Singapore, 068895, 
Singapore

+65 8344 4756 http://www.eucayman
.com

― US$0.01 ― ― R5.2.8 ―

BlackRock L Global 
Infrastructure SMA GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy Agnew Managing Director of BlackRock Financial 
Management, Inc, acting as general partner of 
BlackRock Infrastructure Master Carry, L.P. – 
LGA Series, the sole managing member of 
BlackRock L Global Infrastructure SMA GP, LLC

○ ○ 40 East 52nd Street, 
New York, New York 
10022, United States 
of America

+1.212.810.374
1

― ― $0 ― ― R5.2.9 ―

BlackRock JUNI Global 
Infrastructure SMA GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeremy Agnew Managing Director of BlackRock Financial 
Management, Inc., the sole managing member of 
BlackRock JUNI Global Infrastructure SMA GP, 
LLC

○ ○ 40 East 52nd Street,
New York, New York
10022, United States
of America

+1.212.810.374
1

― ― $0 ― ― R5.2.9 ―

Winslow Growth Capital GP III, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey Dean Wieneke
Managing Director, Chief Financial Officer of 
Winslow Capital Management, LLC, acting in its 
capacity as the Manager of Winslow Growth 
Capital GP III, LLC

○ ○
4400 IDS Center, 80 

South Eighth Street, 

Minneapolis, Minnesota 

55402, U.S.A.

612-376-9100
https://www.nuveen.c
om/ja-jp

―
 USD 0

― ― R5.2.13 ―

Ares Capital Europe VI GP S.a 
r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Elodie Briquet
 
Hilary Fitzgibbon

Manager

Manager

○ ○ 14-16, avenue 
Pasteur, 
L-2310 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

(352) 295 572 
200

https://www.aresmgm
t.com/

― EUR12,000 ― ― R5.2.13 ―

Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Jill Authorized Person of ACE VI GP LLC, the 
General Partner of Ares Capital Europe VI GP 
(Delaware), LP

○ ○ c/o Ares Management 
LLC, 2000 Avenue of 
the Stars, 12th Floor, 
Los Angeles, California 
90067, U.S.A.

(310) 201-4100 https://www.aresmgm
t.com/

― $0 ― ― R5.2.13 ―

4BIO Ventures III GP LLP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Andrey Kozlov Partner

○ ○ 78 Pall Mall, London 
SW1Y 5ES, United 
Kingdom

+44 203 427 
5500

https://www.4biocapit
al.com/

― GBP100 ― ― R5.2.13 ―
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BGV Opportunity Fund II 
Partners, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric Benhamou Managing Member ○ ○ 1600 El Camino Real, 
Suite 280, Menlo Park, 
California 94025, 
United States of 
America

1-650-324-
3680

https://benhamouglob
alventures.com/

― USD 6,660 ― ― R5.2.14 ―

DigitalBridge III GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jeffrey Ginsberg Vice President ○ ○ 750 Park of 
Commerce Drive, 
Suite 210, Boca Raton, 
Florida 33487, United 
States of America

+1(561) 948-
6367

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08784/

― US$100 ― ― R5.2.14 ―

Carlyle Japan V, L.L.C. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christina Gibbs Officer ○ ○ 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, United 
States of America

+1(202)729-
5626

https://www.carlyle.c
om/notices-and-
disclaimers

― US$0 ― ― R5.2.17 ―

CMCT 4750 GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

David Thompson President ― ○ 4700 Wilshire 
Boulevard, Los 
Angeles, CA 
90010,United States

+1-323-860-
4900

https://www.cimgrou
p.com/terms-of-use

―
 USD 0

― ― R5.2.17 ―

TACOF III GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

James Gerard Sweeney Member ○ ○ 19/F Henley Building
5 Queen’s Road 
Central
Hong Kong

+852 3698 
9000

www.torinvestment.co
m

― US$0.00 ― ― R5.2.17 ―

Yamaha Motor Exploratory Fund 
II GP, L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Keiichi Onishi Chief Executive Officer and Managing Director of 
Yamaha Motor Ventures, Inc., Managing Member 
of Yamaha Motor Exploratory Fund II GP, LLC

○ ○ 422 Portage Avenue
Palo Alto, California 
94306
USA

1-650-656-
9170

https://www.yamaha
motor.vc/

― US$1,000,000 ― ― R5.2.20 ―

RISA Vertex Venture Fund II 
GP Pte. Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

LEONG CHI MENG Director ○ ○ 9 RAFFLES PLACE, 
#52-01 REPUBLIC 
PLAZA, 
SINGAPORE 048619

65-6532-5425 https://www.risa-
asia.com/risavertexvf
2

― USD 100 ― ― R5.2.21 ―

WAYSBE Co., Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jang Hyun Gi C.E.O. ○ ― Galleria Foret Building 
B328-3, 32-14, 
Seoulsup 2-gil,
Seongdong-gu, Seoul, 
Republic of Korea

82-2-564-
7972

http://www.waysbe.c
om

Performance, 
exhibition 
planning and 
production

50,000,000 won ― ― R5.2.22 ―

Purus Marine GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Julian Proctor Chief Executive Officer and board member ○ ○ c/o EnTrust Global, 
375 Park Avenue, 24th 
Floor, New York, New 
York 10152, the 
United States

+1-212-224-
5583

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08850/

―
 USD 0

― ― R5.2.27 ―

Rialto Partners GP V - Debt, 
LP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Liat Heller (Feldman) General Counsel of Rialto Capital Management, 
LLC, acting as the General Partner of Rialto 
Partners GP V - Debt, LP

○ ○ 200 South Biscayne 
Blvd, Suite 3550, 
Miami, FL 33131, 
United States

(+1) 305 485-
2077

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08840/

― US$100 ― ― R5.2.27 ―

APEF X GP, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

John Grady Authorized Signatory ○ ○ 299 Park Avenue, 37th 
Floor, New York, NY 
10171, USA

212-601-3602 https://apogemcapital
.com

― US$0 ― ― R5.2.27 ―

NSSK Sakura Target GP 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

石田　昭夫 Director ○ ○ 東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー17階　株
式会社日本産業推進
機構　気付

03-5401-5600 ― ― US$50,000 ― ― R5.3.1 ―

TA Associates Cayman, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brian J. Conway Manager ○ ○ 200 Clarendon Street, 
56th Floor, Boston, 
Massachusetts 02116 
USA

+1 617 574 
6700

https://www.aplawjap
an.com/di/dspbqiiafie
a/56429/

― US$1 ― ― R5.3.1 ―

MetaProp Ventures GP IV, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Aaron N. Block Manager ○ ○ 214 W. 39th Street, 
Suite 705, New York, 
New York 10018, USA

+1 (646) 504-
4482

https://www.metapro
p.vc

― US$0 ― ― R5.3.1 ―

https://www.risa-asia.com/risavertexvf2
https://www.risa-asia.com/risavertexvf2
https://www.risa-asia.com/risavertexvf2
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Ares Institutional Loan Fund 
GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Jill Vice President and Assistant Secretary ○ ― c/o Ares Management 
LLC,
245 Park Avenue, 44th 
Floor,
New York, New York 
10167, U.S.A.

(310) 201-4100 https://www.aresmgm
t.com/legal-
disclosures

― US$0 ― ― R5.3.2 ―

Pharos Capital Partners GP IV, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

D. Robert Crants III Manager and Vice President ○ ○ 5511 Virginia Way, 
Suite 180
Brentwood, Tennessee 
37027, USA

+1 (615) 234-
5522

https://www.pharosfu
nds.com/

― US$1,691,702 ― ― R5.3.3 ―

DNX Global Seed, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michitaka Kitamura Manager ○ ○ 55 East 3rd Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 
U.S.A.

1-650-281-
9059

https://www.dnx.vc/ ― $12,900 ― ― R5.2.28 ―

SeaTown Private Strategies GP 
II Pte. Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Patrick Pang Chin Hwang Director ○ ○ 3 Fraser Street, #06-
23 DUO Tower, 
Singapore 189352

+65 6622 9022 https://www.seatowni
nternational.com/

― US$200,002 ― ― R5.3.6 ―

FLF Fund IV (U) GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garth Ebanks Director ○ ○ c/o Maples Fiduciary 
Services (Cayman) 
Limited, PO Box 1093, 
Boundary Hall, Cricket 
Square, Grand 
Cayman, KY1-1102, 
Cayman Islands

+1-345-945-
7099

http://www.fortress.c
om

― US$1 ― ― R5.3.7 ―

L Catterton Growth Managing 
Partner V, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Scott A. Dahnke Managing Member of LCG5 Managers, LLC, 
which is the general partner of L Catterton 
Growth Managing Partner V, L.P.

○ ○ 599 West Putnam 
Avenue, Greenwich, 
Connecticut 06830, 
United States of 
America

+1 (203) 629-
4901

http://www.lcatterton
.com/

― US$0 ― ― R5.3.7 ―

Thevelia GP Limited ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Giridhar Veera Raghavan  Director ○ ○ 9 Raffles Place, #26-
01 Republic Plaza, 
Singapore 048619

+65 6438 1330 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08856/

― US$1 ― ― R5.3.8 ―

JPST Real Estate GP ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Anamaria Guebert Director ○ ○ c/o LaSalle 
Investment 
Management Asia Pte 
Ltd, 88 Market Street 
#35-02 CapitaSpring, 
Singapore 048948

65-6494-3500 https://urldefense.co
m/v3/__http://asa-
epn.jp/di/0018/a9n9/
__;!!Dahw-
A9d0CA!ywI3hpfGyts
MSUE1YKcCFAqbBZ
m8WL2UMnZf8KQv0V
ctpj-
SnEWHbJtMWrvoP9fs
3_OV4sCJEVerNTA5d
M0$

― US$0.01 ― ― R5.3.9 ―

PEGASUS TECH VENTURES 
MANAGEMENT XV, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Md Anis Uzzaman Representative Director of Pegasus Tech 
Holdings, K.K., Manager of PEGASUS TECH 
VENTURES MANAGEMENT XV, LLC

○ ○ 2680 North First 
Street, Suite 250, San 
Jose, California 95134, 
USA

1 (408) 645-
5532

www.pegasustechvent
ures.com

― US$0 ― ― R5.3.9 ―

BW Government International 
Feeder GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Brian L. Gevry President ― ○ c/o Boyd Watterson 
Asset Management, 
LLC
1301 East 9th Street, 
Suite 2900 Cleveland, 
OH 44114 U.S.A.

1-216-771-
3450

https://www.aplawjap
an.com/di/dspbqiiafie
a/57916/

― US$0 ― ― R5.3.9 ―

THL Automation Advisors II, 
LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Arthur B. Price Managing Director, Chief Compliance Officer of 
THL Holdco, LLC, as the managing member of 
Thomas H. Lee Advisors, LLC, as the general 
partner of Thomas H. Lee Partners, L.P., as the 
sole member of THL Automation Advisors II, LLC

○ ○ 100 Federal Street, 
35th Floor, Boston, 
Suffolk County, 
Massachusetts 02110, 
U.S.A.

+1-617-227-
1050

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08819/

― US$0 ― ― R5.3.10 ―

Morrison & Co Infrastructure 
Partnership GP S.a r.l.			

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Quentin De Neve De Roden
Manager A ○ ○ 15, boulevard F.W. 

Raiffeisen, L-2411 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

 +352 48 18 28 
1

https://hrlmorrison.c
om/what-we-offer/

― EUR 12,000- ― ― R5.3.10 ―

http://www.fortress.com/
http://www.fortress.com/
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
https://urldefense.com/v3/__http:/asa-epn.jp/di/0018/a9n9/__;!!Dahw-A9d0CA!ywI3hpfGytsMSUE1YKcCFAqbBZm8WL2UMnZf8KQv0Vctpj-SnEWHbJtMWrvoP9fs3_OV4sCJEVerNTA5dM0$
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MFCF Cayman GP LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Eric Cooperstrom
Managing Director, Impact Investing and Natural 
Climate Solutions of Manulife Investment 
Management Timberland and Agriculture Inc, 
Managing Member of MFCF Cayman GP LLC

○ ○ 197 Clarendon Street 
C-08-99, Boston, 
Massachusetts, 
02116-5010, United 
States of America

(617) 747-1600 https://www.manulifei
m.com/timberland-
agriculture/global/en

― US$0 ― ― R5.3.10 ―

JC Climate Assets Fund I GP 
S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Monica Morsch Manager ○ ○ 8, rue Lou Hemmer, 
L-1748 Senningerberg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 246 160 
6000

https://www.aplawjap
an.com/di/dspbqiiafie
a/57934/

― US$16,000 ― ― R5.3.13 ―

Ares Secondaries Infrastructure 
Solutions III Management, L.P.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Matthew Jill Vice President of Ares Investments Holdings 
LLC, which is the Managing Member of Ares 
Secondaries Infrastructure Solutions III 
Management, LLC, which is the general partner 
of Ares Secondaries Infrastructure Solutions III 
Management, L.P.

○ ○ 10 Mill Pond Lane, 
Simsbury, 
Connecticut, 06070 
United States of 
America

+1 (860) 651-
9760

https://www.aresmgm
t.com/our-
business/secondary-
solutions

― US$100 ― ― R5.3.14 ―

LBF2 Cayman B GP Ltd ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jonathan Bain Director ○ ○ CO Services Cayman 
Limited, P.O. Box 
10008, Willow House, 
Cricket Square, Grand 
Cayman, KY1-1001, 
Cayman Islands.

+1 345 749 
2000

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08874/

― AUD 0.01 ― ― R5.3.15 ―

UBS (CAY) Juniversitas Real 
Estate Core GP

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Huang Shiao Wern Charlene Managing Director ○ ○ 9 Penang Road 
Singapore 238459

+ 6564957359 http://www.koukoku-
web.jp/c/s08890/

― US$50,000 ― ― R5.3.15 ―

Oaktree Direct Lending Fund 
GP Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Martin Boskovich Managing Director of Oaktree Capital 
Management, L.P., the 
sole director of Oaktree Direct Lending Fund GP 
Ltd.

○ ○ c/o Oaktree Capital 
Management, L.P.
333 South Grand 
Avenue, 28th Floor, 
Los Angeles, CA 
90071, USA

+1-213-830-
6300

― ― US$0.01 ― ― R5.3.16 ―

QIC QGIF II GP No. 1 S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Giles Tucker Director ○ ○ 11-13, Boulevard de la 
Foire, L-1528 
Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg

+44 20 7092 
8210

https://www.qic.com.
au/

― EUR 12,000.00 ― ― R5.3.16 ―

Oak Street Real Estate Capital 
GP VI, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Neena Reddy Managing Director ○ ○ 399 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 
U.S.A.

+1 (888) 215-
1944

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08853/

― US$100 ― ― R5.3.16 ―

HSRE GP IX, LLC ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Christopher N. Merrill Manager and CEO of Harrison Street Real Estate 
Capital, LLC, 
the sole Member of Harrison Street Real Estate 
GP, LLC, 
as Managing Member of HSRE GP IX, LLC

○ ○ 444 West Lake Street, 
Suite 2100, Chicago, 
Illinois 60606, U.S.A.

+1 (312) 920-
0500

www.harrisonst.com ― US$0 ― ― R5.3.17 ―

Asia Capital Partners II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Douglas R. Stringer Director ○ ○ 8823 Lost Woods, San 
Antonio, TX 78240, 
USA

+1-210-240-
4396

https://www.advantag
epartners.com/spb/2
02303.pdf

― US$1 ― ― R5.3.22 ―

Resolute Fund Partners VI, L.P. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Ugo Ude Partner and Chief Operating Officer of Resolute 
Fund Partners VI GP, LLC, the general partner 
of Resolute Fund Partners VI, L.P.

○ ○ 399 Park Avenue, 30th 
Floor, New York, NY 
10022, USA

+1 (212) 572-
0800

https://www.tjclp.com
/

― US$0 ― ― R5.3.22 ―

KPS MC Investors II, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Psaros Director ○ ○ One Vanderbilt 
Avenue, 52nd Floor, 
New York, NY 10017, 
United States of 
America

212-338-5100 https://www.kpsfund.
com

― US$10 ― ― R5.3.23 ―

KPS Investors VI, Ltd. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Michael Psaros Director ○ ○ One Vanderbilt 
Avenue, 52nd Floor, 
New York, NY 10017, 
United States of 
America

212-338-5100 https://www.kpsfund.
com

― US$10 ― ― R5.3.23 ―
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LaSalle Global Employee Co-
Investment C GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Alyson Anne McCollum Director ○ ○ 333 West Wacker 
Drive, 23rd Floor, 
Chicago, IL 60606, the 
United States of 
America

1-312-897-
4000

https://nam02.safelin
ks.protection.outlook.
com/?url=http%3A%2F
%2Fasa-
epn.jp%2Fdi%2F0019%
2F8h5i%2F&data=05%7
C01%7CKyoko.Ariki%4
0lasalle.com%7Cb68e7
25d06354b15ffbe08db
1a25596a%7Cbfef2b06
d2564f8ebd038d3687
987063%7C0%7C0%7C
638132519940631740
%7CUnknown%7CTWF
pbGZsb3d8eyJWIjoiM
C4wLjAwMDAiLCJQIj
oiV2luMzIiLCJBTiI6Ik
1haWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C3000%7C%7C%
7C&sdata=8zRJojOoq
YQBit5FfzTk7gjPejjoG
ogpnYjwtC8mhA8%3D
&reserved=0

― US$1,000 ― ― R5.3.23 ―

Monroe Capital Private Credit 
Fund V GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter Gruszka Class A Manager ○ ○ 311 S. Wacker Drive, 
Suite 6400, Chicago, 
IL 60606, United 
States of America

+ 1 (312) 258-
8300

www.monroecap.com ― US$20,000 ― ― R5.3.24 ―

MGETS Luxembourg GP S.a r.l. ― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Rosa Villalobos Manager ○ ○ 20, Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, 
Grand Dutcy of 
Luxembourg

+352-2461-
9344

https://www.macquari
e.com/assets/macq/j
apan/important-
notice-concerning-
qualified-institutional-
investors-jp.pdf

― US$20,000 ― ― R5.3.27 ―

Highcross Leicester (GP) 
Limited

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Peter John Riley Director ― ○ Marble Arch House, 66 
Seymour Street, 
London, England W1H 
5BX

+44 (0) 203 
977 1123

https://www.mandg.c
om/investments/insti
tutional/en-
gb/capabilities/real-
estate

― £16,000.00 ― ― R5.3.27 ―

ICG Europe Mid-Market Fund II 
GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Jens Hoellermann

Simon Andrew McConnell 
Barnes

Manager

Manager

○ ○ 6H, route de Treves, 
L-2633 Senningerberg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 46 268 
5394

http://www.koukoku-
web.jp/c/s08817/

― EUR 12,000 ― ― R5.3.24 ―

BIS Z Infrastructure 
Opportunities GP, LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Anmay Dittman Director of BlackRock Financial Management, 
Inc., the sole managing member of BIS Z 
Infrastructure Opportunities GP, LLC

○ ○ 50 Hudson Yards, New 
York, NY 10001, 
United States of 
America

+1.212.810.374
1

― ― US$0 ― ― R5.3.29 ―

PPEF Management Investors 
11-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 11-II LLC

○ ○ 18575 Jamboree Road, 
Seventh Floor, Irvine, 
California 92612 USA

01 (949) 
622-1000

www.pathwaycapital.c
om

― US$500.00 ― ― R5.3.29 ―

Overland Capital Partners Japan 
(GP), LLC

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Garrick Venteicher Representative ○ ○ c/o Tyr Energy, Inc.
7500 College 
Boulevard 
Suite 400 Overland 
Park, 
Kansas 66210, U.S.A.

 +1-913-754-
5800		

https://www.overland
capitalpartners.com/

― US$1 ― ― R5.3.30 ―

Permira Strategic Opportunities 
GP S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Julie Schleich Manager ○ ○ 488, route de Longwy, 
L-1940 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

+352 26 86 81 
21

www.permira.com ― EUR 50,000 ― ― R5.3.30 ―

New Mountain Investments VII, 
L.L.C.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Adam Weinstein Managing Director ○ ○ c/o New Mountain 
Capital, 1633 
Broadway, 48th Floor, 
New York, New York 
10019, U.S.A.

+1-212-720-
0300

https://www.newmou
ntaincapital.com/

― US$0 ― ― R5.3.30 ―
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NordicNinja Fund II General 
Partner S.a r.l.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Marius Muresan Manager ○ ○ 8, rue Lou Hemmer, L-
1748 Senningerberg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg

352-246-160-
6000

https://nordicninja.vc
/

― EUR 12,000.00 ― ― R5.3.30 ―

Pantheon Juniversitas 
Infrastructure Equity Core GP, 
Ltd.

― 関東財務局
(Kanto Local 

Finance 
Bureau)

Kara Zanger Director ― ○ 555 California Street, 
Suite 3450, San 
Francisco, California 
94104, U.S.A.

1-415-249-
6200

https://www.pantheo
n.com/legal-
regulatory-
notice/japan-
disclaimer/

― US$1.00 ― ― R5.3.31 ―


