
届出者の商号、名称又は氏名 管轄財務局等 氏名 役職 政令で定める使用人である場合、その種別

合同会社ワールドステージ 関東財務局 角田　光男 代表社員 ―
東京アジアレプラカン株式会社 関東財務局 朝日　聡一 代表取締役 ―
株式会社ウィンヴォル 関東財務局 川村　豊 代表取締役 ―
ウィンヴォル・ステーション合同会
社

関東財務局 株式会社ウィンヴォル
職務執行者　川村　豊

代表社員 ―

ウィンヴォル・ドリーム合同会社 関東財務局 株式会社ウィンヴォル
職務執行者　川村　豊

代表社員 ―

ウィンヴォル・ファルコン合同会
社

関東財務局 株式会社ウィンヴォル
職務執行者　川村　豊

代表社員 ―

ＩＮコンサルティング株式会社 関東財務局 浦田　悟郎 代表取締役 ―
株式会社ストラテジックパート
ナーズ

関東財務局 黒瀬　幹夫 代表取締役 ―

株式会社ストラテジックパート
ナーズ・インベストメント

関東財務局 黒瀬　幹夫 代表取締役 ―

株式会社ドアウェイブ 関東財務局 永石　康利 代表取締役 ―
匠ユニキャスト合同会社 関東財務局 杉本　学武 代表社員 ―
一般社団法人ふるさと再生支援
機構

関東財務局 大河原　宏穏 代表理事 ―

株式会社ＴＩＣＫ　ＳＣＩＥＮＣＥ 関東財務局 万　皓毅 代表取締役 ―
クロスハンド・コンサルティング合
同会社

関東財務局 播野　純平 代表社員 ―

株式会社Ｇ＆Ｐアセット 関東財務局 杉原　修 代表取締役 ―
ドラグーンスナイパーズ合同会社 関東財務局 ドラグーンキャピタル

株式会社
職務執行者　宇田　修
一

代表社員 ―

宇田　修一 関東財務局 ― ― ―
株式会社リスクマネジメントブレ
イン

関東財務局 白石　雅成 代表取締役 ―

株式会社ＳＲＩブレイン 関東財務局 白石　雅成 代表取締役 ―
株式会社ペスケリア 関東財務局 久保田　智之 代表取締役 ―
合同会社ＣＨＥＲＩＳＨ 関東財務局 松浦　直樹 代表社員 ―
KWI合同会社 関東財務局 竹森　郁 代表社員 ―
スモールキャップ合同会社 関東財務局 千葉　将人 代表社員 ―
合同会社パワーインベストメント 関東財務局 堀　祐士 代表社員 ―
合同会社パワーインベストメント 関東財務局 堀　信一 業務執行社員 ―
合同会社パワーインベストメント 関東財務局 堀　紘英 業務執行社員 ―
合同会社愛投 関東財務局 鈴木 美好 代表社員 ―
合同会社エイチエスエス 関東財務局 鈴木 浩史 代表社員 ―
ステディ合同会社 関東財務局 小林　秀徳 代表社員 ―
村山　一憲 関東財務局 ― ― ―
ＪＰＭ株式会社 関東財務局 原田　拓 代表取締役 ―
デルタ・インベストメント・ジャパン
合同会社

関東財務局 岩元　哲也 代表社員 ―

株式会社コロンブス・キャピタル 関東財務局 須藤　光男 代表取締役 ―
株式会社コロンブス・キャピタル 関東財務局 野崎　昌彦 企業情報室長（法務担当） 法令等遵守業務を統括する者の権限を代行

し得る地位にある者
アビトラシステム株式会社 関東財務局 篠原　司 代表取締役 ―
世紀華亜投資株式会社 関東財務局 松永　政信 代表取締役 ―
世紀華亜投資株式会社 関東財務局 森田　一郎 取締役 ―
世紀華亜投資株式会社 関東財務局 矢部　浩章 監査役 ―
エム・ピー・ジャパン株式会社 関東財務局 園田　一成 代表取締役 ―
株式会社メビウスコンサルティン
グ

関東財務局 岡本　祐志 代表取締役 ―

クロステクノロジー・ベンチャー・
パートナーズ株式会社

関東財務局 宮下　真治 代表取締役 ―

クロステクノロジー・ベンチャー・
パートナーズ株式会社

関東財務局 田中　哲 監査役 ―

株式会社RISE 東海財務局 木本　考是 代表取締役 ―
株式会社アンリミテッド 東海財務局 平松　航介 代表取締役 ―
株式会社プレミアムLAB. 近畿財務局 滝口　匠 代表取締役 ―
株式会社ファインドエッジ 近畿財務局 土居　純 代表取締役 ―
CrossBridge Venture Partners
LLC

関東財務局 齊藤　勝彦 Member ―

CrossBridge Venture Partners
LLC

関東財務局 山上　隆治 Member ―

CrossBridge Venture Partners
LLC

関東財務局 宮下　真治 Member ―

ＨＡＭＡＢＡＹ　ＣＡＰＩＴＡＬ合同会
社

関東財務局 ＳＡＤＨＷＡＮＩ　ＳＵＮＩ
Ｌ　Ｇ

代表社員 ―

ＨＡＭＡＢＡＹ　ＣＡＰＩＴＡＬ合同会
社

関東財務局 モハメッド　イク 代表社員 ―

ＨＡＭＡＢＡＹ　ＣＡＰＩＴＡＬ合同会
社

関東財務局 成田　優子 代表社員 ―

ヨス合同会社 関東財務局 ジャナシビリ・イラクリ 代表社員 ―
ヨス合同会社 関東財務局 キバリチチ・イヴァン 代表社員 ―
ヨス合同会社 関東財務局 野村　武仁 代表社員 ―
ヨス合同会社 関東財務局 ジャナシビリ・ヴァフタ

ング
業務執行社員 ―

業務廃止命令を発出した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

【役員及び政令で定める使用人一覧】
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Order）
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（Jurisdiction of 
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Bureau）


