（別紙１）

「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・自主的なKPI・共通KPIの公表を行った金融事業者のリスト（平成31年３月末時点）
都市銀行等
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

取組方針

自主的KPI

81

29

共通KPI
11

1

株式会社みずほ銀行

6010001008845 都市銀行

2

株式会社三井住友銀行

5010001008813 都市銀行

http://www.smbc.co.jp/customer/index.html

http://www.smbc.co.jp/customer/index.html

http://www.smfg.co.jp/customer/pdf/20180921_torikumi.pdf

3

株式会社三菱UFJ銀行

5010001008846 都市銀行

http://www.bk.mufg.jp/kigyou/policy/business_operation.html?link_id=p_top_site_kigyou_biz_operation

http://www.bk.mufg.jp/kigyou/policy/pdf/status_theBTMU_initiatives.pdf

http://www.bk.mufg.jp/kigyou/policy/pdf/status_theBTMU_initiatives.pdf

4

株式会社りそな銀行

6120001076393 都市銀行

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/index.html

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/torikumi.html

https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/torikumi.html

5

株式会社SMBC信託銀行

1010401017640 信託銀行

http://www.smbctb.co.jp/contents/trust/fd/index.html

http://www.smbctb.co.jp/contents/trust/fd/index.html

http://www.smfg.co.jp/customer/pdf/20180921_torikumi.pdf

6

オリックス銀行株式会社

1010401084739 信託銀行

https://www.orixbank.co.jp/aboutus/policy/fiduciary.html

https://www.orixbank.co.jp/aboutus/policy/fiduciary.html

7

GMOあおぞらネット銀行株式会社

9010001025425 信託銀行

http://gmo-aozora.com/policy/fiduciaryduty.html

8

資産管理サービス信託銀行株式会社

5010001072446 信託銀行

https://www.jtc-hd.jp/profile/index.html#fiduciarydutyBox
http://www.tcsb.co.jp/about/pdf/fiduciary2019.pdf

http://www.shinseitrust.com/support/fiduciary.html

https://www.mizuhobank.co.jp/company/activity/fiduciary/index.html

https://www.mizuhobank.co.jp/company/activity/fiduciary/index.html

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/policy/fiduciary/pdf/actionplan2018.pdf

9

新生信託銀行株式会社

3010001077463 信託銀行

10

日証金信託銀行

2010001053201 信託銀行

http://www.jsftb.co.jp/policy/index.html

11

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

5010001069616 信託銀行

https://www.jtc-hd.jp/profile/index.html
https://www.japantrustee.co.jp/corporate/pdf/FD.pdf

12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

2010401041086 信託銀行

http://www.mastertrust.co.jp/company/objective_f.html

13

ニューヨークメロン信託銀行

8010001098348 信託銀行

https://www.bnymellon.com/jp/ja/collateral-services.jsp
https://www.bnymellon.com/jp/en/collateral-services.jsp

14

農中信託銀行

7010001008729 信託銀行

http://www.nochutb.co.jp/about/governance.html

15

野村信託銀行

2010001054018 信託銀行

http://www.nomura-trust.co.jp/company/policy/cs_policy.html

16

みずほ信託銀行株式会社

9010001034962 信託銀行

https://www.mizuho-tb.co.jp/company/activity/fiduciary.html

https://www.mizuho-tb.co.jp/company/activity/fiduciary.html

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/policy/fiduciary/pdf/actionplan2018.pdf

17

三井住友信託銀行株式会社

2010001146005 信託銀行

http://www.smtb.jp/corporate/

http://www.smtb.jp/corporate/pdf/fiduciaryduty_KPI.pdf

https://www.smtb.jp/corporate/pdf/fiduciaryduty_180920.pdf

18

三菱UFJ信託銀行株式会社

6010001008770 信託銀行

https://www.tr.mufg.jp/ir/keiei/?link_id=glnav_keiei?status=1?id=keiei_kokyaku

https://www.tr.mufg.jp/ir/keiei/pdf/torikumi_1808.pdf

https://www.tr.mufg.jp/ir/keiei/pdf/torikumi_1808.pdf

19

株式会社あおぞら銀行

9010001016861 その他の銀行

http://www.aozorabank.co.jp/about/corporate/management/fiduciaryduty/

http://www.aozorabank.co.jp/about/corporate/management/fiduciaryduty/pdf/fd.pdf
http://www.aozorabank.co.jp/about/corporate/management/fiduciaryduty/pdf/fd02.pdf

http://www.aozorabank.co.jp/about/corporate/management/fiduciaryduty/pdf/fd02.pdf

20

株式会社イオン銀行

1010601032497 その他の銀行

https://www.aeonbank.co.jp/company/fiduciary/

https://www.aeonbank.co.jp/company/fiduciary/torikumi/

21

株式会社ＳＢＪ銀行

1010401079879 その他の銀行

https://www.sbjbank.co.jp/policy/work.html

22

株式会社じぶん銀行

4011101057379 その他の銀行

https://www.jibunbank.co.jp/corporate/policy/#tab05

https://www.jibunbank.co.jp/corporate/performance/

23

株式会社ジャパンネット銀行

4011101030492 その他の銀行

http://www.japannetbank.co.jp/fiduciary/index.html?v=170623

https://www.japannetbank.co.jp/fiduciary/kpi.html

24

株式会社新生銀行

7010001016855 その他の銀行

http://www.shinseibank.com/fiduciaryduty.html

http://www.shinseibank.com/fiduciaryduty.html

25

住信SBIネット銀行株式会社

6010401061386 その他の銀行

https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_fd_policy

https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_fd_report

26

株式会社セブン銀行

5010001073618 その他の銀行

http://www.sevenbank.co.jp/support/fiduciaryDuty.html

27

ソニー銀行株式会社

1010001126313 その他の銀行

http://moneykit.net/visitor/stpl/stpl160.html

28

株式会社大和ネクスト銀行

4010001131772 その他の銀行

http://www.bank-daiwa.co.jp/info/2018/0629_3702.html

http://www.bank-daiwa.co.jp/info/2018/0629_3702.html

29

株式会社ゆうちょ銀行

5010001112730 その他の銀行

http://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_fiduciary.html

https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/pdf/fiduciarysituation.pdf

30

楽天銀行株式会社

5010701022527 その他の銀行

https://www.rakuten-bank.co.jp/policy/f_duty.html?l-id=top_z_170627_CO448

https://www.rakuten-bank.co.jp/info/2018/180629.html

31

イオンフィナンシャルサービス株式会社

2010001010887 銀行持株会社

http://www.aeonfinancial.co.jp/corp/news/data/news170629_2.pdf

32

JTCホールディングス株式会社

1010001195291 銀行持株会社

https://www.jtc-hd.jp/profile/index.html

33

日本郵政株式会社

5010001112697 銀行持株会社

https://www.japanpost.jp/corporate/fiduciary.html

34

株式会社みずほフィナンシャルグループ

9010001081419 銀行持株会社

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/policy/fiduciary/index.html

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/policy/fiduciary/index.html

35

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

9010001139555 銀行持株会社

https://www.smth.jp/about_us/management/customer/fiduciaryduty/

https://www.smth.jp/about_us/management/customer/fiduciaryduty/pdf/180629.pdf

36

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

2010001081053 銀行持株会社

http://www.smfg.co.jp/customer/index.html

http://www.smfg.co.jp/customer/index.html

37

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

4010001073486 銀行持株会社

http://www.mufg.jp/profile/governance/fd/

38

株式会社りそなホールディングス

5010601039654 銀行持株会社

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/index.html

http://www.mastertrust.co.jp/company/pdf/torikumi1806.pdf

http://www.nochutb.co.jp/about/governance.html

http://www.shinseibank.com/fiduciaryduty.html

https://moneykit.net/visitor/stpl/stpl160_02.html

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/torikumi.html
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39

アイエヌジーバンクエヌ・ヴイ

6700150001408 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ing_kouhyou.pdf

40

インテーザ・サンパオロ・エッセ・ピー・ア

8700150002346 外国銀行支店

店頭設置。

41

インドステイト銀行

4700150000056 外国銀行支店

https://www.sbijapan.com/en/customer-care/

42

ウェルズ・ファーゴ銀行

1700150000166 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/wellsfargo_kouhyou.pdf

43

オーストラリア・コモンウェルス銀行

6700150004773 外国銀行支店

http://www.commbank.co.jp/JP/page5.html
http://www.commbank.co.jp/page6.html

44

オーストラリア・ニュージーランド銀行

7700150000375 外国銀行支店

http://www.anz.co.jp/personal/

45

オーバーシー・チャイニーズ銀行

3700150000354 外国銀行支店

https://www.ocbc.com/group/who-we-are/purpose-values.html

46

カナダロイヤル銀行

2700150005412 外国銀行支店

https://www.rbccm.com/japan/jp/cid-242566.html

47

クレディ・アグリコル銀行

3700150004594 外国銀行支店

http://www.ca-cib.co.jp/group/basicpolicy.html

48

クレディ・スイス銀行

1700150005958 外国銀行支店

https://www.credit-suisse.com/corporate/ja/customer-oriented-business.html

49

國民銀行

6700150000434 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/kookmin_kouhyou.pdf

50

コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト （コメルツ銀
行）

7700150004772 外国銀行支店

https://www.commerzbank.jp/portal/ja/cb/jp/footer/compliance/compliance.html

51

シティバンクエヌ・エイ

1700150080002 外国銀行支店

http://www.citigroup.jp/jp/about/disclosures/pdf/policy_for_client_orietnted_business_conduct_j_0629.pdf
http://www.citigroup.jp/en/about/disclosures/pdf/policy_for_client_orietnted_business_conduct_e_0629.pdf

52

JPモルガン・チェース銀行

7700150000813 外国銀行支店

http://www.jpmorgan.co.jp/jpmpdf/1320738158682.pdf

53

スタンダードチャータード銀行

4700150001145 外国銀行支店

https://www.sc.com/jp/legal/fiduciary-duty-policy.html
https://www.sc.com/jp/en/legal/fiduciary-duty-policy.html

54

ソシエテ・ジェネラル銀行

2700150001080 外国銀行支店

https://www.societegenerale.asia/jp/disclosure-information/bank/bank-policy-for-customer-oriented-business-conduct/

55

中国建設銀行

3700150001170 外国銀行支店

http://jp.ccb.com/tokyo/lng/hgcl/20170606_1496732471.html

56

中國信託商業銀行

1700150006262 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ctbc_kouhyou.pdf

57

DBS銀行

1700150000819 外国銀行支店

https://www.dbs.com/jp/securities/default.page

58

ドイツ銀行

6700150001325 外国銀行支店

https://japan.db.com/jp/content/fiduciary_duty_dbtokyo_dsi.html

59

ナショナルオーストラリア銀行

8700150003781 外国銀行支店

https://www.nab.com.au/content/dam/nabrwd/About-Us/national-australia-bank-code-of-conduct.pdf

60

ニューヨークメロン銀行

4700150000007 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/bknym_kouhyou.pdf

61

バークレイズ銀行

5700150006399 外国銀行支店

http://www.barclays.co.jp/

62

株式会社ハナ銀行

3700150000404 外国銀行支店

http://www.koex.jp/int/bas/ccc.html

63

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ

5700150003850 外国銀行支店

http://www.japan.ml.com/legal_notices_policies/client_oriented_business_principles_J.asp

64

バンクネガラインドネシア

5700150002324 外国銀行支店

http://www.ptbni.co.jp/bni/customer-oriented/

65

バンコック銀行

4700150005162 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/bkkb_kouhyou.pdf

66

バンコ・ド・ブラジル・エス・エイ（ブラジル銀行）

2700150002327 外国銀行支店

http://www.bb.com.br/docs/pub/atend/toquio/dwn/AvisoPriLocJP.pdf

67

BNPパリバ銀行

2700150002426 外国銀行支店

http://www.bnpparibas.jp/jp/legal-information/policy-on-cobc/

68

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキングコーポレイションリミテッ
ド (香港上海銀行)

3700150003670 外国銀行支店

http://www.hsbc.co.jp/ja-jp/bank-legal-information

69

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行

3700150002747 外国銀行支店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/uob_kouhyou.pdf

70

ユバフーアラブ・フランス連合銀行

4700150003422 外国銀行支店

http://www.ubaf.fr/DCMNT/JP-Customer-Policy.pdf

71

ユービーエス・エイ・ジー

2700150002748 外国銀行支店

https://www.ubs.com/jp/ja/initiatives.html 及び
https://www.ubs.com/global/ja/legal/country/japan/disclaimer-8.html

72

株式会社朝日信託

9010001092127 信託会社

http://www.a-t.jp/policy/index7.html

73

株式会社ＦＰＧ信託

9010401089004 信託会社

http://www.fpg.jp/company/policy.html

74

FXクリアリング信託株式会社

4010401113115 信託会社

http://www.fxclt.co.jp/OperationPolicy/

75

サーバントラスト信託株式会社

1120001119181 信託会社

http://www.servant.jp/oriented/

76

ドイチェ信託株式会社

1010001093917 信託会社

https://japan.db.com/jp/content/fiduciary_duty_dtc.html

77

ハートワン信託株式会社

1010601050318 信託会社

www.heartonetrust.co.jp

78

日立キャピタル信託株式会社

3010401057486 信託会社

http://www.hitachi-capital-trust.co.jp/info/kokyakuhoni_housin/index.html

79

ファースト信託株式会社

4120001113801 信託会社

http://www.firstshintaku.co.jp/privacy/

80

プルデンシャル信託株式会社

9010001163927 信託会社

http://www.pru-trust.co.jp/company/philosophy.html

http://www.pru-trust.co.jp/company/philosophy.html

81

楽天信託株式会社

9010001095105 信託会社

https://www.rakuten-trust.co.jp/f_duty.html

https://www.rakuten-trust.co.jp/pdf/f_duty2017.pdf

https://www.credit-suisse.com/corporate/ja/customer-oriented-business/kpi-pb.html

https://www.societegenerale.asia/fileadmin/user_upload/Societe_Generale_websites/Asia/Japan/JP/1._PDF/SGKK_Disclosure_Information/KPI20180627_JPN.
pdf

https://www.ubs.com/global/ja/legal/country/japan/disclaimer-8.html

（注１）上記リストは、「取組方針」の公表を行った金融事業者から金融庁に提供された情報を基に作成したものであり、それぞれのリンクに掲載されている情報を含め、金融庁がその内容を保証するものではない。
（注２）掲載順は、「小分類」ごとに整理したうえで、五十音順としている。
（注３）URLについては、リスト作成の技術上リンク先に飛ばない事業者もあることをご了承ください。
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地域銀行及びその銀行持株会社
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

取組方針

自主的KPI

118

113

共通KPI
56

1

株式会社青森銀行

3420001000012 地方銀行

http://www.a-bank.jp/contents/guide/aboutabank/shisan_keisei_shien/index.html

http://www.a-bank.jp/contents/guide/aboutabank/shisan_keisei_shien/pdf/shisan_keisei_shien_torikumi_201808_1.pdf

http://www.a-bank.jp/contents/guide/aboutabank/shisan_keisei_shien/pdf/shisan_keisei_shien_torikumi_201808_1.pdf

2

株式会社秋田銀行

1410001000221 地方銀行

https://www.akita-bank.co.jp/news/news_abank/honi_gyoumu/

https://www.akita-bank.co.jp/common/pdf/kpi.pdf

https://www.akita-bank.co.jp/common/pdf/kpi_201803.pdf

3

株式会社足利銀行

9060001000002 地方銀行

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/fdkihonhoushin.html

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_02.pdf

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_03.pdf

4

株式会社阿波銀行

5480001000070 地方銀行

http://www.awabank.co.jp/files/1615/3025/4508/fiduciary_policy3006.pdf

http://www.awabank.co.jp/files/1615/3025/4508/fiduciary_policy3006.pdf

5

株式会社池田泉州銀行

8120001144082 地方銀行

http://www.sihd-bk.jp/fresh_news/0000001121/pdf/fresh.pdf

http://www.sihd-bk.jp/fiduciary/kpi.pdf

6

株式会社伊予銀行

4500001000003 地方銀行

http://www.iyobank.co.jp/library/new/press/17-064.pdf

http://www.iyobank.co.jp/library/new/main/oshirase/pdf/kpi_20180511.pdf

7

株式会社岩手銀行

7400001000423 地方銀行

https://www.iwatebank.co.jp/announce/news/2017/06/20170612_newsrelease_solicitation.pdf

https://www.iwatebank.co.jp/announce/news/2018/05/20180508_fiduciaryDuty.pdf

8

株式会社大分銀行

7320001000084 地方銀行

http://www.oitabank.co.jp/policy/gyoumu.html

https://www.oitabank.co.jp/policy/pdf/gyoumu3003.pdf

9

株式会社大垣共立銀行

7200001013379 地方銀行

http://www.okb.co.jp/all/pdf/fiduciary.pdf

http://www.okb.co.jp/all/pdf/fiduciary02.pdf

http://www.okb.co.jp/all/pdf/fiduciary02.pdf

10

株式会社沖縄銀行

4360001000406 地方銀行

http://www.okinawa-bank.co.jp/corporate/fiduciaryduty.html

https://www.okinawa-bank.co.jp/_files/00030854/291221FD.pdf

https://www.okinawa-bank.co.jp/_files/00038300/Investment_trust_KPI.pdf

11

株式会社鹿児島銀行

7340001000826 地方銀行

http://www.kyushu-fg.co.jp/objective/index.html

https://www.kyushu-fg.co.jp/objective/pdf/kagin_kpi_201812.pdf

12

株式会社北九州銀行

4290801017474 地方銀行

http://www.kitakyushubank.co.jp/other/policy/fiduciary.html

http://www.kitakyushubank.co.jp/other/policy/pdf/fd_01.pdf

13

株式会社紀陽銀行

9170001000916 地方銀行

http://www.kiyobank.co.jp/cust/index.html

http://www.kiyobank.co.jp/cust/pdf/plan.pdf

14

株式会社京都銀行

9130001000028 地方銀行

https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20170628_1491.pdf

https://www.kyotobank.co.jp/kojin/basis_management/kpi.html

15

株式会社きらぼし銀行

4011101011492 地方銀行

https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/gyoumu-unei.html

https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/gyoumu-unei.html

https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/gyoumu-unei.html

16

株式会社近畿大阪銀行

3120001049063 地方銀行

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/index.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

17

株式会社群馬銀行

3070001003513 地方銀行

https://www.gunmabank.co.jp/about/gyomuunei/torikumihosin.html

https://www.gunmabank.co.jp/info/gbnotice/pdf/gbnotice300629.pdf

https://www.gunmabank.co.jp/info/gbnotice/pdf/gbnotice20190131.pdf

18

株式会社佐賀銀行

9300001000183 地方銀行

http://www.sagabank.co.jp/outline/fd_20170630.pdf

http://www.sagabank.co.jp/outline/fd_20170630.pdf

19

http://www.sihd-bk.jp/fiduciary/kpi.pdf

株式会社山陰合同銀行

6280001000230 地方銀行

http://www.gogin.co.jp/www/contents/1498450232391/simple/hoshin.pdf

http://www.gogin.co.jp/www/contents/1498450232391/simple/shihyou.pdf

20

株式会社滋賀銀行

6160001000993 地方銀行

http://www.shigagin.com/personal/support/customer-oriented.html

http://www.shigagin.com/pdf/customer_oriented_KPI.pdf

21

株式会社四国銀行

7490001000786 地方銀行

http://www.shikokubank.co.jp/profile/hoshin/investment.html

http://www.shikokubank.co.jp/profile/hoshin/assets/investment_01.pdf

22

株式会社静岡銀行

5080001002669 地方銀行

https://www.shizuokabank.co.jp/policy/custmer.html

https://www.shizuokabank.co.jp/policy/pdf/torikumi.pdf

23

株式会社七十七銀行

1370001003352 地方銀行

http://www.77bank.co.jp/77bank/policy/gyoumu_unei.html

http://www.77bank.co.jp/77bank/policy/gyoumu_unei.html

24

株式会社清水銀行

8080001001858 地方銀行

https://www.shimizubank.co.jp/news/detail/post_140.html

https://www.shimizubank.co.jp/uploadfile/docs/300629a.pdf

25

株式会社十八銀行

7310001000829 地方銀行

https://www.18bank.co.jp/aboutus/company/kihonhoushin.html

https://www.18bank.co.jp/news/oshirase/h30/oshirase_page_h30.php?file_name=oshirase_h300628a.html

26

株式会社十六銀行

5200001002598 地方銀行

http://www.juroku.co.jp/unei.html

http://www.juroku.co.jp/torikumi_kpi.html

27

株式会社荘内銀行

2390001007367 地方銀行

http://www.shonai.co.jp/information/newsrelease/2017/20170623/index.pdf

http://www.shonai.co.jp/information/newsrelease/2018/20180608/index.pdf

28

株式会社常陽銀行

1050001001231 地方銀行

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/fdkihonhoushin.html

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_02.pdf

29

株式会社親和銀行

1310001005552 地方銀行

http://www.shinwabank.co.jp/aboutus/unei/

http://www.shinwabank.co.jp/aboutus/unei/

http://www.shinwabank.co.jp/aboutus/unei/

30

スルガ銀行株式会社

9080101000957 地方銀行

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/corporate/fiduciary/

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/corporate/fiduciary/pdf/kpi1903.pdf

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/corporate/fiduciary/pdf/kpi1903.pdf

31

株式会社第四銀行

7110001000007 地方銀行

https://www.daishi-bank.co.jp/policy/fiduciary.php

https://www.daishi-bank.co.jp/release/pdf/180629-4248-2.pdf

https://www.daishi-bank.co.jp/release/pdf/181130-4413.pdf

32

株式会社但馬銀行

3140001055984 地方銀行

http://www.tajimabank.co.jp/fdkihon.html

http://www.tajimabank.co.jp/fd/20180427.pdf

33

株式会社筑邦銀行

6290001049168 地方銀行

https://www.chikugin.co.jp/fd/

https://www.chikugin.co.jp/uploads/cont/about/fd/fd_180427_01.pdf

34

株式会社千葉銀行

2040001000019 地方銀行

https://www.chibabank.co.jp/company/info/fd/

https://www.chibabank.co.jp/company/info/fd/pdf/2017_01.pdf

35

株式会社千葉興業銀行

9040001000020 地方銀行

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/other/policy/fiduciary.html

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/pdf/other/policy/fiduciary.pdf

36

http://www.gogin.co.jp/www/contents/1498450232391/simple/shihyou.pdf

https://www.shizuokabank.co.jp/policy/pdf/torikumi.pdf

https://www.shimizubank.co.jp/uploadfile/docs/KPI.pdf

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_03.pdf

https://www.chibabank.co.jp/company/info/fd/pdf/2017_01.pdf

株式会社中国銀行

1260001006093 地方銀行

http://www.chugin.co.jp/up_load_files/okyakusamahoni.pdf

http://www.chugin.co.jp/up_load_files/okyakusamahoni.pdf

http://www.chugin.co.jp/up_load_files/okyakusamahoni.pdf

37

株式会社筑波銀行

4050001009057 地方銀行

http://www.tsukubabank.co.jp/cms/article/a4ecb5bf4508bc8db0540b3f0d185ee646576e73/

https://www.tsukubabank.co.jp/cms/article/7efda5dda752cbfba364f5ef0e7faa1f8075ba24/

http://www.tsukubabank.co.jp/topics/1397100060.html

38

株式会社東邦銀行

9380001001018 地方銀行

http://www.tohobank.co.jp/fiduciary.html

http://www.tohobank.co.jp/pdf/kpi.pdf

39

株式会社東北銀行

7400001001891 地方銀行

http://www.tohoku-bank.co.jp/customer_oriented/pdf/170622_release-1.pdf

http://www.tohoku-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=716

http://www.tohoku-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=776

40

株式会社鳥取銀行

2270001000870 地方銀行

http://www.tottoribank.co.jp/others/unei/index.html

http://www.tottoribank.co.jp/others/unei/pdf/pdf_torikumi2017.pdf

http://www.tottoribank.co.jp/others/unei/pdf/KPI2018.pdf
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41

株式会社富山銀行

9230001011196 地方銀行

http://www.toyamabank.co.jp/pages/fiduciary/fiduciary.htm

http://www.toyamabank.co.jp/pages/fiduciary/fiduciary.htm

42

株式会社南都銀行

5150001001622 地方銀行

http://www.nantobank.co.jp/fiduciary/

http://www.nantobank.co.jp/fiduciary/pdf/torikumi.pdf

43

株式会社西日本シティ銀行

8290001004344 地方銀行

http://www.nnfh.co.jp/fiduciaryduty.html

http://www.nnfh.co.jp/assets/pdf/fiduciaryduty/torikumijokyo.pdf

44

株式会社八十二銀行

3100001002833 地方銀行

https://www.82bank.co.jp/dhuthi.html

https://www.82bank.co.jp/pdf/seikashihyou_1811.pdf

45

株式会社肥後銀行

2330001001532 地方銀行

https://www.kyushu-fg.co.jp/objective/index.html

https://www.kyushu-fg.co.jp/objective/pdf/higo_kpi_201812.pdf

46

株式会社百五銀行

5190001000892 地方銀行

https://www.hyakugo.co.jp/gyoumu_unei_sengen/

https://www.hyakugo.co.jp/gyoumu_unei_sengen/kpi_01.pdf

47

株式会社百十四銀行

6470001000203 地方銀行

http://www.114bank.co.jp/other/shisanhoushin.htm

http://www.114bank.co.jp/other/shisanhoushin.htm

48

株式会社広島銀行

5240001012809 地方銀行

http://www.hirogin.co.jp/ir/news/paper/news170630-1.pdf

http://www.hirogin.co.jp/ir/news/paper/news170630-1.pdf

http://www.hirogin.co.jp/ir/news/paper/news181228.pdf

49

株式会社福井銀行

9210001003641 地方銀行

https://www.fukuibank.co.jp/policy/fiduciary_duty/

https://www.fukuibank.co.jp/policy/fiduciary_duty/report/

https://www.fukuibank.co.jp/policy/fiduciary_duty/report/

50

株式会社福岡銀行

1290001004367 地方銀行

http://www.fukuokabank.co.jp/aboutus/unei/

http://www.fukuokabank.co.jp/aboutus/unei/

http://www.fukuokabank.co.jp/aboutus/unei/

51

株式会社北越銀行

9110001023146 地方銀行

http://www.hokuetsubank.co.jp/customer_oriented/customer_oriented_index.html

http://www.hokuetsubank.co.jp/customer_oriented/customer_oriented_index.html

http://www.hokuetsubank.co.jp/customer_oriented/customer_oriented_index.html

52

株式会社北都銀行

2410001002316 地方銀行

http://www.hokutobank.co.jp/news/pdf/20170623-1.pdf

http://www.hokutobank.co.jp/news/pdf/20180608-1.pdf

53

株式会社北陸銀行

1230001002946 地方銀行

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

54

株式会社北海道銀行

3430001022658 地方銀行

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

55

株式会社北國銀行

8220001007709 地方銀行

http://www.hokkokubank.co.jp/company/about/fiduciary_duty.html

http://www.hokkokubank.co.jp/company/about/fiduciary_duty_2017.html

http://www.hokkokubank.co.jp/company/about/fiduciary_duty_2017.html

56

株式会社三重銀行

8190001016358 地方銀行

https://www.33fg.co.jp/fd_kihonhoshin.html

https://www.33fg.co.jp/pdf/2017torikumi.pdf

57

株式会社みちのく銀行

1420001000014 地方銀行

https://www.michinokubank.co.jp/pickup/pdf/fiduciary.pdf

https://www.michinokubank.co.jp/news_2190.pdf

58

株式会社宮崎銀行

4350001001677 地方銀行

http://www.miyagin.co.jp/pdf/1654_pdf_data.pdf

http://www.miyagin.co.jp/pdf/1822_pdf_data.pdf

59

株式会社武蔵野銀行

6030001002490 地方銀行

http://www.musashinobank.co.jp/company/fiduciary/pdf/fiduciary_duty.pdf

http://www.musashinobank.co.jp/company/fiduciary/pdf/fiduciary_duty.pdf

60

株式会社山形銀行

5390001002010 地方銀行

http://www.yamagatabank.co.jp/release/pdf/882.pdf?1499133108141

http://www.yamagatabank.co.jp/release/pdf/1053.pdf

61

株式会社山口銀行

4250001006505 地方銀行

http://www.yamaguchibank.co.jp/other/policy/fiduciary.html

http://www.yamaguchibank.co.jp/other/policy/pdf/fd_01.pdf

62

株式会社山梨中央銀行

3090001002315 地方銀行

https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/23eb2684c1b1f24974e350751d20adaf.pdf

https://www.yamanashibank.co.jp/fiduciary_duty/basic_policy/

63

株式会社横浜銀行

7020001008645 地方銀行

http://www.boy.co.jp/boy/fd/

http://www.boy.co.jp/boy/fd/pdf/fd_torikumi.pdf

http://www.boy.co.jp/boy/fd/pdf/fd_torikumi.pdf

64

株式会社琉球銀行

6360001000404 地方銀行

https://www.ryugin.co.jp/kinyutorihiki/kokyaku_policy/

https://www.ryugin.co.jp/kinyutorihiki/kokyaku_policy/

https://www.ryugin.co.jp/kinyutorihiki/kokyaku_policy/

65

株式会社愛知銀行

8180001036373 第二地方銀行

https://www.aichibank.co.jp/company/files/pdf/550.pdf

https://www.aichibank.co.jp/company/files/pdf/551.pdf

https://www.aichibank.co.jp/company/files/pdf/1613.pdf

66

株式会社愛媛銀行

2500001000005 第二地方銀行

https://www.himegin.co.jp/policy/fiduciaryduty/

https://www.himegin.co.jp/policy/fiduciaryduty/pdf/kpi.pdf

67

株式会社沖縄海邦銀行

5360001000405 第二地方銀行

https://www.kaiho-bank.co.jp/files/user/pdf/20180921.pdf

https://www.kaiho-bank.co.jp/files/user/pdf/20180921.pdf

68

株式会社香川銀行

3470001000172 第二地方銀行

https://www.kagawabank.co.jp/policy/okyakusama_honi.html

https://www.kagawabank.co.jp/policy/okyakusama_honi.html

https://www.kagawabank.co.jp/policy/okyakusama_honi.html

69

株式会社神奈川銀行

7020001011062 第二地方銀行

https://www.kanagawabank.co.jp/public/fiduciary.html

https://www.kanagawabank.co.jp/pdf/osirase_20181228.pdf

https://www.kanagawabank.co.jp/pdf/osirase_20181228.pdf

70

株式会社関西アーバン銀行

1120001076365 第二地方銀行

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/index.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

71

株式会社北日本銀行

8400001001882 第二地方銀行

http://www.kitagin.co.jp/company/fiduciary/index.html

http://www.kitagin.co.jp/company/fiduciary/pdf/fiduciary_duty_180720.pdf

http://www.kitagin.co.jp/company/fiduciary/pdf/181205_kpi_calculation_result.pdf

72

株式会社きらやか銀行

5390001000889 第二地方銀行

https://www.kirayaka.co.jp/aboutus/management/customer/

https://www.kirayaka.co.jp/aboutus/management/customer/

73

株式会社熊本銀行

3330001003008 第二地方銀行

http://www.kumamotobank.co.jp/aboutus/unei/

http://www.kumamotobank.co.jp/aboutus/unei/

http://www.kumamotobank.co.jp/aboutus/unei/

74

株式会社京葉銀行

5040001000008 第二地方銀行

https://www.keiyobank.co.jp/common_html/fiduciary.html

https://www.keiyobank.co.jp/common_html/pdf/KPI.pdf

https://www.keiyobank.co.jp/common_html/pdf/kyoutuu_KPI.pdf

75

株式会社高知銀行

4490001000608 第二地方銀行

https://www.kochi-bank.co.jp/houshin/business-operations.html

https://www.kochi-bank.co.jp/pdf/business_operations_1803.pdf

76

https://www.saikyobank.co.jp/general/inc/pdf/policy/h29_customer-first_02.pdf

https://www.saikyobank.co.jp/general/inc/pdf/policy/customer-first-kpi.pdf

http://www.shizuokachuo-bank.co.jp/release/01u79ob5dfd2mss8.html

株式会社西京銀行

8250001008844 第二地方銀行

https://www.saikyobank.co.jp/general/inc/pdf/policy/customer-first.pdf

77

株式会社佐賀共栄銀行

8300001000201 第二地方銀行

http://www.kyogin.co.jp/uploads/files/news_release/2017/29.06.30-006.pdf

78

株式会社静岡中央銀行

8080101000735 第二地方銀行

http://www.shizuokachuo-bank.co.jp/release/01u79ob5dfd2mss8.html

http://www.shizuokachuo-bank.co.jp/release/01u79ob5dfd2mss8.html

79

株式会社島根銀行

8280001000328 第二地方銀行

http://www.shimagin.co.jp/news/pdf/nr20170613-2.pdf

http://www.shimagin.co.jp/menu/pdf/20180627-02.pdf

80

株式会社仙台銀行

4370001003366 第二地方銀行

https://www.sendaibank.co.jp/aboutus/management/customer/

https://www.sendaibank.co.jp/aboutus/management/customer/

81

株式会社大光銀行

5110001022754 第二地方銀行

http://www.taikobank.jp/news_release/detail.php?sn=750

https://www.taikobank.jp/news_release/detail.php?sn=833

82

株式会社第三銀行

2190001010309 第二地方銀行

https://www.33fg.co.jp/fd_kihonhoshin.html

https://www.33fg.co.jp/pdf/2017torikumi.pdf

83

株式会社大正銀行

9120001049058 第二地方銀行

https://www.taishobank.co.jp/policy/

https://www.taishobank.co.jp/policy/

84

株式会社大東銀行

7380001005689 第二地方銀行

https://www.daitobank.co.jp/policy/businessoperation/

https://www.daitobank.co.jp/information/002275.html

85

株式会社中京銀行

6180001036391 第二地方銀行

http://www.chukyo-bank.co.jp/cmn/download/fiduciaryduty.pdf

http://www.chukyo-bank.co.jp/cmn/download/fiduciaryduty.pdf
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https://www.82bank.co.jp/pdf/seikashihyou_1811.pdf

https://www.hyakugo.co.jp/gyoumu_unei_sengen/kpi_02.pdf

https://www.michinokubank.co.jp/pdf/toushinkpi.pdf

http://www.musashinobank.co.jp/company/fiduciary/pdf/fiduciary_duty.pdf

https://www.taishobank.co.jp/pdf/kyotu_kpi.pdf

http://www.chukyo-bank.co.jp/cmn/download/fiduciaryduty.pdf
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86

株式会社東京スター銀行

8010401043556 第二地方銀行

・https://www.tokyostarbank.co.jp/fiduciary_duty/index.html?from=toplink01
・https://www.tokyostarbank.co.jp/profile/pdf/180713.pdf

・https://www.tokyostarbank.co.jp/fiduciary_duty/index.html?from=toplink01
・https://www.tokyostarbank.co.jp/profile/pdf/180713.pdf

87

株式会社東和銀行

2070001003514 第二地方銀行

http://www.towabank.co.jp/whatsnew/fd.pdf

http://www.towabank.co.jp/whatsnew/fd.pdf

88

株式会社徳島銀行

2480001001385 第二地方銀行

https://www.tokugin.co.jp/disclosure/okyakusamahoni/index.html

https://www.tokugin.co.jp/disclosure/okyakusamahoni/index.html

https://www.tokugin.co.jp/disclosure/okyakusamahoni/pdf/kpi.pdf

89

株式会社栃木銀行

5060001000014 第二地方銀行

https://www.tochigibank.co.jp/aboutus/policy/customer.html

https://www.tochigibank.co.jp/common/pdf/fd-kpi.pdf

https://www.tochigibank.co.jp/common/pdf/fd-kpi.pdf

90

株式会社トマト銀行

7260001006096 第二地方銀行

https://www.tomatobank.co.jp/policy1.html

https://www.tomatobank.co.jp/pdf/Initiatives_h29.pdf

https://www.tomatobank.co.jp/mt/pdf/news_20181228

91

株式会社富山第一銀行

8230001002106 第二地方銀行

https://www.first-bank.co.jp/policy/kihon/kihon.html

https://www.first-bank.co.jp/policy/kihon/action.html

92

株式会社長崎銀行

6310001001299 第二地方銀行

http://www.nnfh.co.jp/fiduciaryduty.html

http://www.nnfh.co.jp/assets/pdf/fiduciaryduty/torikumijokyo.pdf

93

株式会社長野銀行

9100001013701 第二地方銀行

http://www.naganobank.co.jp/site/aboutus/fiduciaryduty.html

http://www.naganobank.co.jp/site/aboutus/fiduciaryduty.html

94

株式会社名古屋銀行

8180001036398 第二地方銀行

https://www.meigin.com/about/fiduciary-duty.html

https://www.meigin.com/about/pdf/fiduciary-duty/policy.pdf

https://www.meigin.com/about/pdf/fiduciary-duty/kpi.pdf

95

株式会社東日本銀行

9010001034913 第二地方銀行

http://www.higashi-nipponbank.co.jp/about/fd/

http://www.higashi-nipponbank.co.jp/about/pdf/fd_efforts.pdf

http://www.higashi-nipponbank.co.jp/about/pdf/fd_efforts.pdf

96

株式会社福岡中央銀行

9290001004368 第二地方銀行

https://www.fukuokachuo-bank.co.jp/news/20170731.html

https://www.fukuokachuo-bank.co.jp/news/pdf/20181012torikumi.pdf

https://www.fukuokachuo-bank.co.jp/news/pdf/20181012torikumi.pdf

97

株式会社福島銀行

4380001001393 第二地方銀行

http://www.fukushimabank.co.jp/oshirase/img/20170616_okyak.pdf

http://www.fukushimabank.co.jp/ir/sonota/kpi/20180627_kpi.pdf

98

株式会社福邦銀行

8210001003262 第二地方銀行

http://www.fukuho.co.jp/web-box/upload/news_release/20170622_policy_management.pdf

http://www.fukuho.co.jp/web-box/upload/news_release/1806261500(1).pdf

99

株式会社豊和銀行

3320001002530 第二地方銀行

http://howabank.co.jp/docs/290630.pdf

http://www.howabank.co.jp/hp_file/Newinfo/1307_278b5578a1787a5aaeab7c75372be27c/0eae263c0012beffa76a804d0e359ede.pdf

100

株式会社北洋銀行

8430001022711 第二地方銀行

https://www.hokuyobank.co.jp/info/fiduciary.html

https://www.hokuyobank.co.jp/info/pdf/201803_FD.pdf

https://www.hokuyobank.co.jp/info/pdf/201803_FD.pdf

101

株式会社みなと銀行

9140001000027 第二地方銀行

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/index.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

102

株式会社南日本銀行

7340001004232 第二地方銀行

http://nangin.jp/information/topics/post_385.html

103

株式会社宮崎太陽銀行

6350001001824 第二地方銀行

https://www.taiyobank.co.jp/download/ckeditor?fileNm=20190314155157/20190314155157.pdf

https://www.taiyobank.co.jp/common/pdf/policy/okyakusamahoni_gyoumuunei_houshin_torikumi.pdf

104

株式会社もみじ銀行

3240001012810 第二地方銀行

http://www.momijibank.co.jp/other/policy/fiduciary.html

http://www.momijibank.co.jp/other/policy/pdf/fd_01.pdf

105

株式会社埼玉りそな銀行

8030001009848 その他の銀行

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/index.html

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/torikumi.html

106

株式会社池田泉州ホールディングス

1120001140303 銀行持株会社

http://www.senshuikeda-hd.co.jp/news/pdf/170623.pdf

107

株式会社関西みらいフィナンシャルグループ

6120001209556 銀行持株会社

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/index.html

https://www.kmfg.co.jp/other/fiduciary_duty/action_torikumi.html

108

株式会社九州フィナンシャルグループ

2340001018765 銀行持株会社

https://www.kyushu-fg.co.jp/objective/index.html

https://www.kyushu-fg.co.jp/objective/index.html

109

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

8010001174710 銀行持株会社

http://www.concordia-fg.jp/company/fd/index.html

110

株式会社じもとホールディングス

9370001022386 銀行持株会社

https://www.jimoto-hd.co.jp/corporate/customer/pdf/2017063001.pdf

https://www.jimoto-hd.co.jp/corporate/customer/

111

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

9011101071326 銀行持株会社

https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/gyoumu-unei.html

https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/gyoumu-unei.html

112

トモニホールディングス株式会社

5470001011928 銀行持株会社

http://www.tomony-hd.co.jp/policy/okyakusama-honi.html

http://www.tomony-hd.co.jp/policy/okyakusama-honi.html

113

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス

5290001075355 銀行持株会社

http://www.nnfh.co.jp/fiduciaryduty.html

http://www.nnfh.co.jp/assets/pdf/fiduciaryduty/torikumijokyo.pdf

114

フィデアホールディングス株式会社

4370001018694 銀行持株会社

http://www.fidea.co.jp/news/pdf/20170623_2.pdf

115

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

9290001028986 銀行持株会社

https://www.fukuoka-fg.com/company/custmer_oriented.htm

https://www.fukuoka-fg.com/company/custmer_oriented.htm

116

株式会社ほくほくフィナンシャルグループ

1230001004554 銀行持株会社

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

117

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

1060001007582 銀行持株会社

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/fdkihonhoushin.html

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_02.pdf

118

株式会社山口フィナンシャルグループ

5250001007270 銀行持株会社

http://www.ymfg.co.jp/policy/fiduciary.html

http://www.ymfg.co.jp/policy/pdf/fd_01.pdf

（注１）上記リストは、「取組方針」の公表を行った金融事業者から金融庁に提供された情報を基に作成したものであり、それぞれのリンクに掲載されている情報を含め、金融庁がその内容を保証するものではない。
（注２）掲載順は、「小分類」ごとに整理したうえで、五十音順としている。
（注３）URLについては、リスト作成の技術上リンク先に飛ばない事業者もあることをご了承ください。
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協同組織金融機関等
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

取組方針

自主的KPI

共通KPI

471

83

4

1

信金中央金庫

3010005002392 中央機関

http://www.shinkin-central-bank.jp/footer/fiduciary.html

2

全国信用協同組合連合会

2010005002303 中央機関

http://www.zenshinkumiren.jp/policy/customer_first_poricy.pdf

3

労働金庫連合会

7010005002125 中央機関

http://www.rokinren.com/gyomu-unei.html

4

農林中央金庫

2010005004002 中央機関

https://www.nochubank.or.jp/about/fiduciary-duty/

5

アイオー信用金庫

6070005004323 信用金庫

http://www.io-web.jp/info/topics/2018/08/post-159.html

6

会津信用金庫

1380005007976 信用金庫

http://www.aizu-shinkin.jp/whats/fidyuusyari-.pdf

7

青木信用金庫

4030005012141 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/aoshin/09_notice/data/20171201_policy.pdf

8

秋田信用金庫

3410005000661 信用金庫

http://www.akishin.com/news/20180326_2.html

http://www.shinkin-central-bank.jp/footer/fiduciary.html

http://www.rokinren.com/gyomu-unei.html

http://www.shinkin.co.jp/aoshin/09_notice/data/20180625.pdf

9

朝日信用金庫

4010505000655 信用金庫

http://www.asahi-shinkin.co.jp/about/fiduciaryduty.html

http://www.asahi-shinkin.co.jp/policy/fiduciaryduty.html

10

旭川信用金庫

3450005000468 信用金庫

http://www.asahikawa-shinkin.co.jp/about/fiduciary_duty.html

http://www.asahikawa-shinkin.co.jp/content/files/2018/kpi_201806.pdf

11

足利小山信用金庫

2060005006282 信用金庫

http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/company/operations.html

http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/company/pdf/operations/torikumi.pdf

12

足立成和信用金庫

8011805000936 信用金庫

http://www.adachiseiwa.co.jp/adachiseiwa/wp-content/uploads/2019/01/fiduciary31.pdf http://www.adachiseiwa.co.jp/adachiseiwa/wp-content/uploads/2019/01/fiduciary31.pdf

13

あぶくま信用金庫

1380005006887 信用金庫

http://www.abukuma.co.jp/osirase/honi/honi.pdf

14

尼崎信用金庫

8140005010881 信用金庫

http://www.amashin.co.jp/img/gyomuunei.pdf

http://www.amashin.co.jp/img/okyakusamahoni_hoshin.pdf

15

淡路信用金庫

6140005019124 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/awaji/f_privacy/kokyakuhonni.pdf

http://www.shinkin.co.jp/awaji/f_privacy/kokyakuhonni.pdf

16

飯田信用金庫

5100005009518 信用金庫

http://www.iidashinkin.co.jp/company/policy/oriented/

17

石巻信用金庫

4370305000407 信用金庫

http://www.i-shinkin.co.jp/pdf/okyakusamahoni_20181026.pdf

18

いちい信用金庫

3180005009479 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/ichii/news/fiduciary-duty.pdf

19

伊万里信用金庫

8300005004157 信用金庫

http://www.imarishinkin.co.jp/gyoumuunei-houshin.pdf

20

上田信用金庫

6100005004360 信用金庫

http://www.ueda-shinkin.jp/pdf/gyoumuunei.pdf

21

羽後信用金庫

2410005002163 信用金庫

http://www.ugoshinkin.jp/company/fiduciary.html

22

永和信用金庫

4120005002323 信用金庫

http://www.eiwa-shinkin.co.jp/data/pdf/fd.pdf

23

愛媛信用金庫

5500005000907 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/ehime/gyomuunei.html

24

遠州信用金庫

9080405000018 信用金庫

https://www.enshu-shinkin.jp/policy/fiduciary.php

25

青梅信用金庫

4013105001131 信用金庫

http://www.aosyn.co.jp/about/policy/policy_gyomu.html

26

大分みらい信用金庫

6320005002697 信用金庫

http://www.oitamirai.co.jp/houshin/okyakusamahoni.html

27

大垣西濃信用金庫

1200005004297 信用金庫

http://www.ogakiseino-shinkin.co.jp/daishin/dl_files/kanyuhoushin/fiduciary_duty.pdf

http://www.ogakiseino-shinkin.co.jp/daishin/dl_files/kanyuhoushin/fiduciary_duty.pdf

28

大川信用金庫

3290005011341 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/ookawa/pdf/gyoumuunnei_torikumihoushin.pdf

http://www.shinkin.co.jp/ookawa/pdf/okyakusamahoni.pdf

29

大阪信用金庫

8120005002336 信用金庫

http://www.osaka-shinkin.co.jp/policy/fiduciary_duty.html

http://www.osaka-shinkin.co.jp/pdf/actionplan.pdf

30

大阪厚生信用金庫

9120005002335 信用金庫

http://www.co-sei.co.jp/aboutus/pdf/fd.pdf

31

大阪シティ信用金庫

1120005002334 信用金庫

http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/pdf/fdbase.pdf

32

大阪商工信用金庫

7120005002337 信用金庫

http://www.osaka-shoko.co.jp/common/pdf/okyakusama_honi.pdf

33

大田原信用金庫

7060005004281 信用金庫

https://www.ohtawara-shinkin.co.jp/company/fiduciaryduty.html

34

大牟田柳川信用金庫

3290005012356 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/omuta/cgi-bin/news/user/image_view.cgi?news_no=424&no=4&type=2&tm=1554110850

35

おかやま信用金庫

5260005001896 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/okayama/information/2092.php

36

小浜信用金庫

8210005008431 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/obama/pdf/osirase09.pdf

37

帯広信用金庫

7460105000355 信用金庫

http://www.obishin.co.jp/gyoumuunei/gyoumuunei.pdf

38

鹿児島信用金庫

8340005001464 信用金庫

http://kashin.co.jp/effort/fdsengen.html

39

鹿児島相互信用金庫

7340005001465 信用金庫

https://www.kasosin.com/news/news20170920-2.htm

40

柏崎信用金庫

8110005006742 信用金庫

http://www.ksbank.jp/pdf/kokyakuhoni.pdf

http://www.imarishinkin.co.jp/gyoumuunei-houshin.pdf

http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/pdf/fd201902.pdf

http://www.shinkin.co.jp/obama/pdf/fiduciary201804.pdf

http://ksbank.jp/public/info_detail.php?id=347
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41

かながわ信用金庫

8021005007459 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kanagawa/gyoumu.php

42

金沢信用金庫

5220005002114 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kanazawa/nwkinshin/pages/info_footer/bedec.php?p=1

43

鹿沼相互信用金庫

3060005003576 信用金庫

http://www.kashinkin.co.jp/footer/FDhoushin.html

http://www.kashinkin.co.jp/footer/FDhoushin.html

44

蒲郡信用金庫

1180305004017 信用金庫

http://www.gamashin.co.jp/policy/fiduciary-duty.pdf

http://www.gamashin.co.jp/policy/initiatives_states.pdf

45

亀有信用金庫

2011805001147 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kameari/pdf/important/PDF14.pdf

http://www.shinkin.co.jp/kameari/pdf/important/PDF14.pdf

46

川口信用金庫

5030005012140 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/ksb/pdf/fd300320.pdf

47

川崎信用金庫

7020005008014 信用金庫

https://www.kawashin.co.jp/etc/fd.html

48

観音寺信用金庫

9470005003802 信用金庫

http://www.kanshin.co.jp/pdf/20171220_1.pdf

49

北伊勢上野信用金庫

4190005008883 信用金庫

http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/pdf/fiduciary_duty.pdf

50

北おおさか信用金庫

3120005002324 信用金庫

http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/about/guideline/effort/index.html

51

北群馬信用金庫

3070005005398 信用金庫

http://www.kitashin-web.co.jp/img/fiduciaryduty.pdf

52

北空知信用金庫

8450005001222 信用金庫

http://www.kitashin-bank.co.jp/images/hotnews_c/449_1.pdf

53

きのくに信用金庫

5170005001022 信用金庫

http://www.kinokuni-shinkin.jp/personal/topics/topics_customer-oriented.pdf

http://www.kinokuni-shinkin.jp/personal/topics/topics_20180625.pdf

54

吉備信用金庫

9260005004482 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kibi/news/pdf/unei.pdf

http://www.shinkin.co.jp/kibi/news/pdf/uneitori.pdf

55

岐阜信用金庫

1200005001567 信用金庫

http://www.gifushin.com/intro/document/fiduciary/index.html

http://www.gifushin.com/intro/document/fiduciary/fiduciary201806.pdf

56

京都信用金庫

9130005004512 信用金庫

https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2017/n17-0290.pdf

https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2018/n18-0290.pdf

57

京都中央信用金庫

8130005004513 信用金庫

https://www.chushin.co.jp/customer/index.html

https://www.chushin.co.jp/common/pdf/z2.pdf

58

京都北都信用金庫

4130005009417 信用金庫

http://www.hokuto-shinkin.co.jp/manage/pdf/gyoumu-housin.pdf

http://www.hokuto-shinkin.co.jp/_news/contents/4686/okyakusamahoni.pdf

59

桐生信用金庫

9070005005178 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/kihon_houshin.pdf

http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/gyoumu_unei_torikumi.pdf

60

倉吉信用金庫

7270005004277 信用金庫

https://www.kurashin.co.jp/kurashin/houshin/153

61

呉信用金庫

7240005006342 信用金庫

http://www.kure-shinkin.jp/kiyaku/fiduciary.shtml

http://www.kure-shinkin.jp/_news/contents/4875/181109_shisan_support.pdf

62

桑名三重信用金庫

9190005007666 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kuwanamie/etc/pdf/customer-first_line.pdf

http://www.shinkin.co.jp/kuwanamie/etc/pdf/customer-first_line.pdf

63

興産信用金庫

8010005002388 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/kosan/topics/h20180601/180601_2.pdf?0531

64

興能信用金庫

1220005006028 信用金庫

https://www.kono-shinkin.co.jp/about/policy/promisewithcustomers/

65

甲府信用金庫

4090005000264 信用金庫

http://www.kofushinkin.co.jp/12profile/houshin/files/fd_sengen.pdf

66

神戸信用金庫

4140005002486 信用金庫

http://www.shinkinbank.co.jp/about/index.html

67

郡山信用金庫

5380005002511 信用金庫

http://www.gunshin.co.jp/fiduciaryduty/

68

小松川信用金庫

6011705000526 信用金庫

http://www.komashin.co.jp/shishin/okyakusama.html

69

西京信用金庫

8011105001123 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/saikyo/pdf/okyakusamahoni_kihonhoushin.pdf

70

埼玉縣信用金庫

6030005013121 信用金庫

http://www.saishin.co.jp/info/10138216_16985.html

71

さがみ信用金庫

3021005005632 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/sagami/pdf/fiduciaryduty.pdf

72

佐野信用金庫

6060005006865 信用金庫

https://www.sanoshin.co.jp/footer/fiduciary-duty.html

73

佐原信用金庫

2040005013371 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/sawara/policy/fiduciary_duty.shtml

74

三条信用金庫

4110005005483 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/sanshin/info/houshin/fiduciaryduty/

http://www.shinkin.co.jp/sanshin/info/houshin/fiduciaryduty/

75

静岡信用金庫

5080005000108 信用金庫

https://www.shizushin.co.jp/about/indicator/5_5a964f52ae98c/

https://www.shizushin.co.jp/about/indicator/5_5a964f52ae98c/

76

しののめ信用金庫

2070005003485 信用金庫

http://www.shinonome-shinkin.jp/info/fd.html

77

芝信用金庫

4010405001753 信用金庫

http://www.shibashin.jp/oshirase/kihon_houshin/

78

島田信用金庫

6080005004479 信用金庫

https://www.shimashin.co.jp/index/pdf/20180731fd.pdf

79

しまなみ信用金庫

1240005011884 信用金庫

http://www.shimanami-shinkin.jp/fiduciaryduty/fiduciaryduty.pdf

80

しまね信用金庫

6280005000219 信用金庫

http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/aboutus/policy_top/asset/

81

島根中央信用金庫

2280005003539 信用金庫

https://www.shimanechuuou.co.jp/association/customer-oriented.html

82

上越信用金庫

8110005008177 信用金庫

https://www.joetsu-shinkin.jp/wp-content/uploads/2017/12/kokyakuhonni.pdf

83

湘南信用金庫

6021005007460 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/shonan/policy/fiduciaryduty.html

84

城南信用金庫

7010705000700 信用金庫

https://www.jsbank.co.jp/notice/policy/

http://www.shinkin.co.jp/kanagawa/news/2018/20180628.pdf

http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/about/guideline/effort/index.html
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85

城北信用金庫

3011505000679 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/johoku/information/important/impt25.html

86

白河信用金庫

6380005004713 信用金庫

http://shirakawa-shinkin.jp/other/gyoumuunei.html

87

新宮信用金庫

3170005005289 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/shingu/pdf/okyakusama_honni.pdf

88

新庄信用金庫

3390005005465 信用金庫

http://www.shinjosk.co.jp/main/menu/juyou/kokyakuhoni.pdf

89

須賀川信用金庫

1380005005468 信用金庫

http://www.sushin.co.jp/pdf/fiduciary-duty.pdf

90

巣鴨信用金庫

9013305000572 信用金庫

http://www.sugamo.co.jp/guide/jyuyo/gyomu_unnei.html

91

諏訪信用金庫

3100005008323 信用金庫

http://www.suwashinkin.co.jp/kyotsu/okyakusamahoni.pdf

92

静清信用金庫

6080005000107 信用金庫

https://www.seishin-shinkin.co.jp/indicator/fiduciary_duty.html

93

西武信用金庫

2011205000146 信用金庫

http://www.seibushinkin.jp/seibu/outline/important/fiduciaryduty.html

94

関信用金庫

3200005007546 信用金庫

http://www.sekishinkin.co.jp/about/policy/pdf/okyakusamahoni.pdf

http://www.sekishinkin.co.jp/about/policy/pdf/okyakusamahoni.pdf

95

瀬戸信用金庫

4180005008810 信用金庫

http://www.setoshin.co.jp/index.files/index_30.3.23okyakusahoni_kihonhousin.pdf

http://www.setoshin.co.jp/pdf/footer.files/footer_30.9.3okyakusamahoni_torikumijyoukyou.pdf

96

空知信用金庫

4430005006730 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/sorachi/pdf/basicnavi/fdhoushin.pdf

97

大地みらい信用金庫

2460405000035 信用金庫

http://www.daichimirai.co.jp/individual/increase/management.html

98

高岡信用金庫

1230005006002 信用金庫

http://www.takaoka-shinkin.co.jp/policy/pdf/ogyoumutori.pdf

99

高崎信用金庫

5070005002492 信用金庫

http://www.takashin-net.co.jp/kiyaku/okyakusamahoni.html

100

高鍋信用金庫

4350005001822 信用金庫

http://www.takanabe-shinkin.jp/pdf/okyakusamahonni.pdf

101

高松信用金庫

6470005000703 信用金庫

https://www.takashin.co.jp/safe/policy.html

102

高山信用金庫

2200005009709 信用金庫

http://www.takashin.jp/news/news2018_0328.html

103

瀧野川信用金庫

4011505000678 信用金庫

http://www.takishin.jp/important/pdf/20180223.pdf

104

但馬信用金庫

8140005011905 信用金庫

http://www.tanshin.co.jp/info/?p=4241

105

館林信用金庫

8070005006581 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/tateshin/news/pdf/okyakusama_honi.pdf

http://www.shinkin.co.jp/tateshin/news/pdf/okyakusama_honi_report.pdf

106

多摩信用金庫

7012805000010 信用金庫

https://www.tamashin.jp/12_jyuyo/fiduciaryduty.html

https://www.tamashin.jp/12_jyuyo/fiduciaryduty.html

107

玉島信用金庫

2260005003805 信用金庫

http://www.tamashin.co.jp/fiduciary.php

108

但陽信用金庫

6140005009372 信用金庫

https://www.tanyo-shinkin.co.jp/about/guideline/fiduciary.html

109

筑後信用金庫

6290005009845 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/chikugo/documents/torikumihoushin30.12.11.pdf

110

知多信用金庫

9180005011727 信用金庫

http://www.chitashin.co.jp/about/policy/gyomuunei.html

111

千葉信用金庫

6040005000052 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/chibaskb/company/okyakusamahoni/index.shtml

112

中栄信用金庫

3021005004394 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/chuei/about/okyakusamahoni.html

113

中南信用金庫

8021005006857 信用金庫

http://www.chunan-shinkin.co.jp/info/okyakusamahoni/okyakusamahoni.pdf

114

中日信用金庫

3180005004257 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/chunichi/topics/pdf/fiduciary.pdf

115

津山信用金庫

5260005006648 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/important/20171218.pdf

116

鶴岡信用金庫

2390005003899 信用金庫

http://www.tsuruoka-sk.jp/images/20171226_FD.pdf

117

鶴来信用金庫

7220005002112 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/tsurugi/okyakusamahonni.pdf

118

東栄信用金庫

9011805001140 信用金庫

http://www.toeishinkin.co.jp/fiduciary-duty-20180323.pdf

119

東京信用金庫

8013305000573 信用金庫

http://www.tokyo-shinkin.co.jp/aboutus/unei/gyomuunei_kihon.html

120

東京三協信用金庫

4011105001119 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/sankyo/pdf/customer_first.pdf

121

東京東信用金庫

2010605000978 信用金庫

http://www.higashin.co.jp/company/fiduciary_duty.html

122

東京ベイ信用金庫

9040005004273 信用金庫

http://www.bayshin.co.jp/topics/pdf/20190301.pdf

123

東春信用金庫

6180005008577 信用金庫

http://www.toshun.co.jp/course/fiduciary.php

http://www.toshun.co.jp/course/fiduciary.php

124

東濃信用金庫

7200005008326 信用金庫

https://www.shinkin.co.jp/tono/toshin/vision/index.html

https://www.shinkin.co.jp/tono/toshin/vision/index.html

125

鳥取信用金庫

5270005000138 信用金庫

http://www.tottori-shinkin.co.jp/about/guideline/gyoumu_houshin.html

http://www.tottori-shinkin.co.jp/about/guideline/pdf/gyoumu_unei.pdf

126

砺波信用金庫

8230005005427 信用金庫

https://www.tonami-shinkin.co.jp/pdf/various/customer_oriented.pdf

127

利根郡信用金庫

4070005006957 信用金庫

http://www.toneshin.co.jp/attention/pdf/attention26.pdf

128

苫小牧信用金庫

4430005008727 信用金庫

http://www.tomashin.co.jp/f_torikumi.html

http://www.shinkin.co.jp/johoku/information/important/impt25.html

http://www.sugamo.co.jp/shared/pdf/gyomu_torikumi.pdf?ver=20180627

https://www.seishin-shinkin.co.jp/indicator/fiduciary_duty.html

http://www.takashin-net.co.jp/kiyaku/okyakusama_kpi.pdf

http://chikushin.kir.jp/wp/docs/2018/12/225a81432a08e22bb66717f24f3df68f.pdf

http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/important/20180629.pdf

http://www.higashin.co.jp/company/documents/fiduciary_duty_201807.pdf
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129

富山信用金庫

9230005000220 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/tomishin/other/fiduciary_duty.html

130

豊川信用金庫

9180305003465 信用金庫

http://www.kawa-shin.co.jp/policy/pdf/201708_torikumi.pdf

131

豊橋信用金庫

8180305002600 信用金庫

https://www.toyo-shin.co.jp/cms_files/1544509006YPr.pdf

132

長岡信用金庫

6110005011133 信用金庫

https://www.nagaoka-shinkin.com/info/300920.pdf

https://www.nagaoka-shinkin.com/info/300920.pdf

133

長野信用金庫

5100005001722 信用金庫

http://www.nagano-shinkin.jp/pdf/toukinko/fiduciary_duty.pdf

http://www.nagano-shinkin.jp/pdf/toukinko/fiduciary_duty_index.pdf

134

長浜信用金庫

3160005003319 信用金庫

http://www.nagashin.co.jp/lsc/lsc-upfile/topics/02/52/252_1_file.pdf

135

中兵庫信用金庫

1140005008065 信用金庫

http://www.nakashin.co.jp/attention/customer.pdf

136

奈良信用金庫

4150005002485 信用金庫

https://www.narashin.co.jp/approach/smile/index.html

137

奈良中央信用金庫

7150005004818 信用金庫

http://www.narachuo-shinkinbank.co.jp/about/fiduciary_duty.html

138

新潟信用金庫

3110005000964 信用金庫

https://www.niigata-shinkin.co.jp/info/houshin/fiduciary/

139

にいかわ信用金庫

1230005003536 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/niikawa/policy/index.html

140

西尾信用金庫

5180305006694 信用金庫

https://www.shinkin.co.jp/nishio/news/pdf/201706fiduciary_duty.pdf

https://www.shinkin.co.jp/nishio/news/pdf/201806fiduciaryduty.pdf

141

西中国信用金庫

2250005003459 信用金庫

http://www.nishichugoku.co.jp/attention/002_kihonnhousin.shtml

http://www.nishichugoku.co.jp/attention/004_furikaeri.shtml

142

西兵庫信用金庫

6140005006915 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/nisisin/pdf_file/fiduciary.pdf

http://www.shinkin.co.jp/nisisin/pdf_file/fd/20180629fiduciary_kpi.pdf

143

日新信用金庫

5140005005827 信用金庫

http://www.nisshin-shinkin.co.jp/pdf/Fiduciary_duty.pdf

144

日本海信用金庫

9280005004092 信用金庫

https://nihonkaishinkin.co.jp/wp-content/files_mf/20180220_hoshin37.pdf

145

二本松信用金庫

3380005003973 信用金庫

http://www.matsushin.jp/file-pdf/fiducialduty201709.pdf

146

沼津信用金庫

9080105000251 信用金庫

http://www.numashin.co.jp/files/okyakuhonni.pdf

147

のと共栄信用金庫

3220005005119 信用金庫

http://www.notoshin.co.jp/honi/

148

萩山口信用金庫

4250005000652 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hagiyamaguchi/policy/fiduciary_duty.html

149

幡多信用金庫

1490005002264 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hatashin/pdf/gyoumuunei_torikumihoushin.pdf

150

八幡信用金庫

7200005010819 信用金庫

http://www.hachimanshinkin.jp/under/okyakusamahoni.pdf

151

浜松磐田信用金庫

1080405000017 信用金庫

https://hamamatsu-iwata.jp/guide/fiduciary.html

152

播州信用金庫

6140005013556 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/banshin/documents/201711gyoumuunei.pdf

http://www.shinkin.co.jp/banshin/documents/201807torikumijyoukyou.pdf

153

半田信用金庫

1180005011726 信用金庫

http://www.hanshin-ca.co.jp/009/009-02/0090215-01.html

http://www.hanshin-ca.co.jp/009/009d/0090215-01.pdf

154

飯能信用金庫

2030005014791 信用金庫

http://www.hanno-shinkin.jp/outline/fiduciary_duty.shtml

155

東山口信用金庫

6250005006739 信用金庫

http://www.higashiyamaguchi-shinkin.co.jp/guideline/fiduciaryduty/

156

尾西信用金庫

1180005009480 信用金庫

http://www.bi-shin.co.jp/pdf/okyakusamahoni.pdf

157

備前信用金庫

3260005007631 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/bizen/pdf/20171201.pdf

158

日生信用金庫

2260005007632 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hinase/pdf/291201.pdf

159

備北信用金庫

9260005005844 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/bihoku/jyuuyou/fiduciary/fiduciary.html

160

ひまわり信用金庫

4380005005754 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/himawari/pdf/oshirase/cs_policy.pdf#view=Fit

161

姫路信用金庫

4140005013558 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/himeshin/guideline/fiduciary.html

http://www.shinkin.co.jp/himeshin/news_juyo/images/431_pdf.pdf

162

兵庫信用金庫

5140005013557 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/hyoushin/fiduciaryduty.html

http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/hyoushin/fiduciaryduty_kouhyou.html

163

枚方信用金庫

6120005012502 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hirakata/fiduciary_duty/index.html

164

平塚信用金庫

7021005006858 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/documents/2019_okyakusama_honi_gyoumu_housin.pdf

165

広島信用金庫

9240005001688 信用金庫

http://www.hiroshin.co.jp/topics/shisan.html

166

広島みどり信用金庫

5240005005214 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/midori/topics/fiduciary.html

167

福井信用金庫

6210005000340 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/fukushin/important/fd.shtml

168

福岡ひびき信用金庫

8290805003979 信用金庫

http://www.fukuokahibiki.co.jp/pdf/policy_on_customer.pdf

169

福島信用金庫

6380005000522 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/img/pdf/okyakusama-honni.pdf

170

富士信用金庫

3080105002798 信用金庫

http://fuji-shinkin.jp/policy/customer-oriented/

171

富士宮信用金庫

2080105003649 信用金庫

http://www.miyashin.co.jp/shared/pdf/topics/20171218-2.pdf

172

碧海信用金庫

8180305004588 信用金庫

http://www.hekishin.jp/kokyaku/

https://www.niigata-shinkin.co.jp/personal/investment/img/okyakusamahoni.pdf

http://www.matsushin.jp/file-pdf/20180920.pdf

http://www.notoshin.co.jp/honi/pdf/sihyou.pdf

http://www.hachimanshinkin.jp/under/okyakusamahoni.pdf

http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/documents/2019_okyakusama_honi_gyoumu_housin.pdf

http://www.fukuokahibiki.co.jp/pdf/policy_on_customer.pdf

http://www.miyashin.co.jp/shared/pdf/topics/miyashin-kpi20190222.pdf

9/39

http://www.notoshin.co.jp/honi/pdf/sihyou.pdf

（別紙１）
173

北陸信用金庫

9220005002119 信用金庫

http://www.hokurikushinkin.co.jp/info/c_oriented.pdf

174

北海道信用金庫

3430005003118 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/common/pdf/basic/okyakusama.pdf

175

松本信用金庫

4100005006136 信用金庫

https://www.matsumoto-shinkin.jp/ippan/others/okyakusamahoni/

https://www.matsumoto-shinkin.jp/ippan/others/okyakusamahoni/

176

三島信用金庫

3080105002360 信用金庫

http://www.mishima-shinkin.co.jp/_userdata/action-policy_of_fiduciary-duty.pdf

http://www.mishima-shinkin.co.jp/_userdata/fiduciary_duty.pdf

177

水島信用金庫

1260005003806 信用金庫

http://www.mizushin.co.jp/03about/0320.html

178

水戸信用金庫

1050005000147 信用金庫

http://www.mitoshin.co.jp/topics/pdf/2018/20180926.pdf

179

宮古信用金庫

7400005004148 信用金庫

http://www.miyashin.jp/fiduciaryduty.html

180

室蘭信用金庫

5430005009807 信用金庫

http://www.muroshin.co.jp/pdf/kokyakuhoni.pdf

181

杜の都信用金庫

8370005001528 信用金庫

http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/etc/pdf/unei_okyaku.pdf

http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/etc/pdf/unei_okyaku.pdf

182

焼津信用金庫

5080005005528 信用金庫

http://www.yaizu-shinkin.co.jp/information/9982/

https://www.yaizu-shinkin.co.jp/information/11062/

183

山形信用金庫

3390005000945 信用金庫

https://www.y-shinkin.co.jp/gyoumuunei/

184

大和信用金庫

5150005003854 信用金庫

http://www.yamato-shinkin.co.jp/fiduciaryduty/

185

結城信用金庫

2050005010310 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/yuki/houshin/index.html

186

横浜信用金庫

2020005003622 信用金庫

http://www.yokoshin.co.jp/_footer/honi.html

187

米子信用金庫

7270005003213 信用金庫

http://www.yonagoshinkin.co.jp/files/original/201712261556195407185.pdf

188

留萌信用金庫

6450005003154 信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/rumoi/etc/fiduciaryduty.html

189

愛知県医師信用組合

7180005003437 信用組合

http://www.aichikenishishin.co.jp/info/policy/fiduciary_duty/index.html

190

愛知県警察信用組合

5180005003439 信用組合

http://www.aichikeishin.shinkumi.jp/assets/pdf/okyakusama-honni.pdf

191

愛知県中央信用組合

4180305005169 信用組合

http://www.aichi-kenshin.co.jp/annai/hoshin/okyakusamahoni_30.1.pdf

192

会津商工信用組合

6380005008045 信用組合

http://www.aizushinkumi.co.jp/pdf/20181001okyakusamahoni.pdf

193

青森県信用組合

4420005000239 信用組合

http://www.aomoriken.shinkumi.co.jp/pdf/honi.pdf

194

あかぎ信用組合

5070005000827 信用組合

http://www.skibank.co.jp/akagi/policy/customer_oriented.html

195

あすか信用組合

5011105001893 信用組合

http://www.asuka-c.jp/torikumi/fiduciaryduty.html

196

東信用組合

5010605000967 信用組合

http://www.azuma.shinkumi.jp/houshin/honi_torikumi.pdf

197

石川県医師信用組合

8220005001740 信用組合

http://www.ishikawaishishin.co.jp/app/website/wp-content/uploads/2018/04/02fac246482a1300121fef0fd4114cfc-1.pdf

198

石巻商工信用組合

9370305000063 信用組合

http://www.ishinomakisyokou.shinkumi.jp/pdf/honi.pdf

199

いわき信用組合

5380005005753 信用組合

http://www.iwaki-shinkumi.com/pdf/20180326.pdf

200

大分県信用組合

7320005000262 信用組合

https://www.oita-kenshin.co.jp/images/H300601.pdf

201

北郡信用組合

9390005005609 信用組合

http://kitagunshinkumi.jp/other/pdf/okyakusamahonni.pdf

202

岐阜県医師信用組合

8200005000983 信用組合

http://www.gifu.med.or.jp/~isinn/20180425163703.pdf

203

君津信用組合

1040005007837 信用組合

http://kimishin.jp/pdf/disc/2018_03_30.pdf

204

共立信用組合

4010805001114 信用組合

http://www.kyouritsu.shinkumi.co.jp/pdf/honi-housin.pdf

205

熊谷商工信用組合

5030005013122 信用組合

http://www.kumashin.co.jp/houshin/unei.pdf

206

熊本県信用組合

6330005001038 信用組合

http://www.kumamotoken.shinkumi.jp/jyuuyou/fiduciary_duty.html

207

群馬県信用組合

4070005003005 信用組合

http://www.kenshinyo.co.jp/news/pdf/okyakusamahonni.pdf

208

警視庁職員信用組合

5010005002102 信用組合

http://www.keishintokyo.co.jp/pdf/torikumi_20180601.pdf

209

静岡県医師信用組合

2080005001166 信用組合

http://www.shizuokaishin.co.jp/operations/index.html

210

青和信用組合

2011805001155 信用組合

http://cb-seiwa.co.jp/seiwahp2/data/pdf/gyomuunei.pdf

211

全東栄信用組合

2010005002105 信用組合

http://www.zentouei.shinkumi.jp/pdf/honi-zen.pdf

212

相双五城信用組合

4380005007131 信用組合

www.sogo-shinkumi.co.jp/1_index/2_topic/20180402_OkyakusamaHoni.pdf

213

第一勧業信用組合

2011105001104 信用組合

https://www.daiichikanshin.com/pdf/guideline/for_customer.pdf

214

大東京信用組合

8010405001758 信用組合

http://www.daisin.co.jp/pdf/cs_honi/cs_honi.pdf

215

淡陽信用組合

4140005019183 信用組合

http://www.danyo.co.jp/img/pdf/osirase_uneihoshin.pdf

216

銚子商工信用組合

4040005012611 信用組合

http://www.choshi-shoko.co.jp/_userdata/pdf/policy_customer-oriented.pdf

http://www.yokoshin.co.jp/_footer/honi.html

http://www.aomoriken.shinkumi.co.jp/pdf/honi.pdf

http://kitagunshinkumi.jp/other/pdf/okyakusamahonni.pdf

http://www.kyouritsu.shinkumi.co.jp/pdf/honi-housin.pdf

http://cb-seiwa.co.jp/seiwahp2/seiwa/kpi.html
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217

都留信用組合

9090005004095 信用組合

http://www.tsurushinkumi.co.jp/indicator/post-7.php

218

東京厚生信用組合

6011105001100 信用組合

http://www.tokyokosei.co.jp/company/#e

219

東京証券信用組合

7010005002117 信用組合

http://www.tokyosyoken.shinkumi.jp/file/policy/customer.pdf

220

東京消防信用組合

2010005002121 信用組合

http://www.shoubou.co.jp/manage/2010_02_operations.html

221

東京都職員信用組合

8011105001107 信用組合

http://www.toshokushin.co.jp/top/pdf/honi.pdf

222

東浴信用組合

8010005002108 信用組合

http://www.touyoku.shinkumi.jp/pdf/customer.pdf

223

土佐信用組合

5490005003481 信用組合

http://www.tosa.shinkumi.jp/pdf/hoshinkitei/okyakusamahoni_hosin.pdf

224

富山県医師信用組合

5230005000232 信用組合

http://www.toyamadcu.co.jp/gyoumu-kihon-houshin.pdf

225

長崎三菱信用組合

8310005001120 信用組合

https://www.ryo-sin.co.jp/about/docs/GYOUMUHOUSIN_1.pdf

226

長野県信用組合

2100005001510 信用組合

https://www.naganokenshin.jp/about/pages/houshin_shishin/customer

227

中ノ郷信用組合

6010605000966 信用組合

http://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/shishin.html

228

那須信用組合

2060005004105 信用組合

http://www.nasushin.co.jp/files/201810_gyoumuhoushin.pdf

229

新潟縣信用組合

2110005000957 信用組合

http://www.niigata-kenshin.co.jp/news/300625okyakusamahoni-kihonhousin.pdf

230

新潟大栄信用組合

1110005006154 信用組合

http://www.niigata-daiei.shinkumi.jp/ogkihonhoushin.pdf

231

飛騨信用組合

2200005009700 信用組合

https://www.hidashin.co.jp/about/guideline/customer-oriented/

232

兵庫県信用組合

4140005002445 信用組合

https://www.hyogokenshin.co.jp/about/torikumi/gyomu_houshin.html

233

兵庫県医療信用組合

3140005002446 信用組合

https://www.hyoishin.co.jp/policy03/index.html

234

福岡県医師信用組合

9290005002500 信用組合

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/fukuokakenishi1_kouhyou.pdf

235

福島県商工信用組合

4380005002512 信用組合

http://www.fukushimakenshin.co.jp/gyoumu.html

236

古川信用組合

6370205000018 信用組合

http://www.furushin.co.jp/info/pdf/khoni_201712.pdf

237

文化産業信用組合

1010005002114 信用組合

http://www.bunka-shinyo.co.jp/customer_effort_policy.pdf

238

毎日信用組合

6120005002346 信用組合

https://www.mainichi-shinkumi.com/fiduciary%20duty(KPIincl).pdf

https://www.mainichi-shinkumi.com/fiduciary%20duty(KPIincl).pdf

239

真岡信用組合

9060005002762 信用組合

http://www.moka.shinkumi.jp/pdf/kihonhoushin.pdf

http://www.moka.shinkumi.jp/pdf/kihonhoushin.pdf

240

両備信用組合

2240005009457 信用組合

http://www.ryobishinkumi.co.jp/fiduciary%20duty.pdf

241

沖縄県労働金庫

8360005000464 労働金庫

http://okinawa-rokin.or.jp/files/cmn/ftr01.pdf

http://okinawa-rokin.or.jp/files/cmn/ftr02.pdf

242

九州労働金庫

8290005002716 労働金庫

http://kyusyu.rokin.or.jp/customeroriented/

http://kyusyu.rokin.or.jp/customeroriented/

243

近畿労働金庫

2120005004536 労働金庫

http://www.rokin.or.jp/about/policy/customer-oriented/

244

四国労働金庫

6470005001528 労働金庫

http://www.shikoku-rokin.or.jp/effort/pdf/policy.pdf

245

静岡県労働金庫

8080005001482 労働金庫

http://shizuoka.rokin.or.jp/shiraberu/housin/post_4.html

246

中央労働金庫

8010005002124 労働金庫

http://chuo.rokin.com/about/safe_trade/fiduciary.html

http://chuo.rokin.com/about/fd/kouhyou.html

247

中国労働金庫

1240005001687 労働金庫

https://www.chugoku.rokin.or.jp/footer/okyakusama.php

https://www.chugoku.rokin.or.jp/footer/okyakusama_2018kpi.php

248

東海労働金庫

3180005004265 労働金庫

https://tokai.rokin.or.jp/news/okyakusama.html

https://tokai.rokin.or.jp/img/news/okyakusama_kpi.pdf

249

東北労働金庫

3370005001532 労働金庫

https://www.tohoku-rokin.or.jp/policy/fiduciary.html

https://www.tohoku-rokin.or.jp/policy/fiduciary.html

250

長野県労働金庫

3100005001724 労働金庫

https://www.nagano-rokin.co.jp/about/safe_trade/fiduciaryduty/

https://www.nagano-rokin.co.jp/common/pdf/about/2019_customer-oriented.pdf

251

新潟県労働金庫

4110005000526 労働金庫

https://www.niigata-rokin.or.jp/about/policy/fiduciary.php

252

北陸労働金庫

6220005002121 労働金庫

http://hokuriku.rokin.or.jp/tmp/customer_first.html

253

北海道労働金庫

3430005003175 労働金庫

http://www.rokin-hokkaido.or.jp/fiduciary/

254

愛知県信用農業協同組合連合会

3180005002896 信用農業協同組合連

http://www.jabank.aichishinren.or.jp/info/wp-content/uploads/2018/02/59bbaa224f89f75d8c4ea2ed9bbe7708.pdf

255

石川県信用農業協同組合連合会

9220005001293 信用農業協同組合連 http://www.is-ja.jp/jabank/shinren/honi.html
合会

256

茨城県信用農業協同組合連合会

6050005000885 信用農業協同組合連 http://www.ib-ja.or.jp/shinren/wp-content/uploads/gyoumuhoushin.pdf
合会

257

岩手県信用農業協同組合連合会

4400005000059 信用農業協同組合連

258

大分県信用農業協同組合連合会

4320005000224 信用農業協同組合連 http://www.jaoic.net/jabank/sinren/information/info20180216-2.html
合会

259

大阪府信用農業協同組合連合会

5120005007305 信用農業協同組合連 http://www.jabankosaka.or.jp/information/customerfirst.html
合会

260

香川県信用農業協同組合連合会

7470005000487 信用農業協同組合連 http://www.jabank-kagawa.or.jp/shinrenindex/touroku/fiduciary-duty.pdf
合会

合会

合会

http://www.nasushin.co.jp/files/201810_gyoumuhoushin.pdf

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/fukuokakenishi2_kouhyou.pdf

http://www.shikoku-rokin.or.jp/effort/pdf/status.pdf

http://hokuriku.rokin.or.jp/tmp/images/customer/customer_kpi.pdf

https://www.jaiwate.or.jp/jabank/wp-content/uploads/2018/01/press_release20180123.pdf
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261

神奈川県信用農業協同組合連合会

6020005003593 信用農業協同組合連 http://www.jakanagawa.gr.jp/sin/customer-oriented_business_operation.pdf
合会

262

岐阜県信用農業協同組合連合会

2200005000956 信用農業協同組合連 https://www.jabankgifu.or.jp/shinren/customer.html
合会

263

京都府信用農業協同組合連合会

4130005003072 信用農業協同組合連 https://www.jabankkyoto.or.jp/use/operations.html
合会

264

高知県信用農業協同組合連合会

2490005000523 信用農業協同組合連 http://www.jabank-kochi.jp/shinren/policy_okyakusamahoni.html
合会

265

埼玉県信用農業協同組合連合会

3030005001293 信用農業協同組合連 http://www.jabank-saitama.or.jp/kenshinren/assets/docs/Biz_operations.pdf
合会

266

佐賀県信用農業協同組合連合会

6300005001024 信用農業協同組合連

267

滋賀県信用農業協同組合連合会

9160005000541 信用農業協同組合連 http://www.sinren.jas.or.jp/img/gyoumu.pdf
合会

268

静岡県信用農業協同組合連合会

5080005000041 信用農業協同組合連 http://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren/solicitation/
合会

269

東京都信用農業協同組合連合会

4012805000062 信用農業協同組合連 http://shinren.jatokyo.or.jp//pdf/info/okyaku_houshin.pdf
合会

270

徳島県信用農業協同組合連合会

9480005000212 信用農業協同組合連 https://www.jabank-tokushima.or.jp/shinren/policy/
合会

271

長野県信用農業協同組合連合会

7100005001209 信用農業協同組合連 http://www.naganoken-jabank.or.jp/kenshinren/news/2018/03/fbhb-1.html
合会

272

新潟県信用農業協同組合連合会

2110005000420 信用農業協同組合連 http://shinren.jabank-niigata.or.jp/5/5-11.html
合会

273

兵庫県信用農業協同組合連合会

3140005002537 信用農業協同組合連 http://www.jahs.or.jp/privacy/gyomuunei.pdf
合会

274

広島県信用農業協同組合連合会

1240005001737 信用農業協同組合連 http://www.jabankhiroshima.or.jp/jahiroshima/002-08.html
合会

275

福井県信用農業協同組合連合会

2210005000121 信用農業協同組合連 http://www.ja-bank-fukui.or.jp/tokai/pdf/business_operation.pdf
合会

276

北海道信用農業協同組合連合会

3430005003068 信用農業協同組合連 http://www.jabank-hokkaido.or.jp/pdf/torikumihoshin.pdf
合会

277

三重県信用農業協同組合連合会

3190005000247 信用農業協同組合連 http://www.jamie.or.jp/shinren/pdf/honi.pdf
合会

278

宮崎県信用農業協同組合連合会

6350005000723 信用農業協同組合連 http://shinren.ja-miyazaki.jp/gyoumuunnei-torikumihousin.php
合会

279

山口県信用農業協同組合連合会

4250005000669 信用農業協同組合連 http://jabank-yamaguchi.or.jp/assets/files/pdf/torikumihoushin201802.pdf
合会

280

和歌山県信用農業協同組合連合会

7170005000047 信用農業協同組合連 http://www.jabank-wakayama.or.jp/about/pdf/torikumihoshin.pdf
合会

281

相生市農業協同組合

1140005007546 農業協同連合

http://www.jaaioi.com/okyakusamahonninogyoumuunnei_3001.pdf

282

あいち海部農業協同組合

5180005013909 農業協同連合

http://www.ja-aichiama.com/about/policy/okyakusamahonni.html

283

愛知北農業協同組合

1180005011189 農業協同連合

http://www.ja-aichikita.or.jp/profile/pdf/180227_01.pdf

284

あいち知多農業協同組合

7180005011852 農業協同連合

http://www.agris.or.jp/finance/bank/entry-932.html

285

あいち中央農業協同組合

2180305004577 農業協同連合

http://www.jaac.or.jp/about/gyoumuunei/index.html

286

あいち豊田農業協同組合

5180305005440 農業協同連合

https://www.ja-aichitoyota.or.jp/info/policy.php

287

愛知西農業協同組合

7180005010342 農業協同連合

http://www.ja-aichinishi.or.jp/business/credit/pdf/180227_01.pdf

288

愛知東農業協同組合

1180305007382 農業協同連合

http://www.ja-aichihigashi.com/bank/images/okyakusama.pdf

289

あいち尾東農業協同組合

7180005007339 農業協同連合

http://www.jaab.or.jp/images/service/jabank/torikumi01.pdf

290

あいち三河農業協同組合

2180305000023 農業協同連合

http://www.ja-aichimikawa.or.jp/pdf/footer_1802.pdf

291

愛知みなみ農業協同組合

1180305003225 農業協同連合

http://www.ja-aichiminami.or.jp/kurashi/bank/pdf/houshin.pdf

292

あいら伊豆農業協同組合

2080105004011 農業協同連合

http://ja-airaizu.jp/shared/images/pdf/customer.pdf

293

あかし農業協同組合

7140005005461 農業協同連合

http://www.ja-akashi.or.jp/about/pdf/171225_01.pdf

294

秋田しんせい農業協同組合

4410005002021 農業協同連合

http://www.akita-shinsei.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/okyakusamahoninogyoumuunei_201803.pdf

295

合会

https://www.jabank-saga.jp/files/shinren/news/お客さま本位の業務運営に関する方針.pdf

あさか野農業協同組合

1030005006939 農業協同連合

https://ja-asakano.or.jp/info/wp-content/uploads/2018/02/d3de5313b190304b4a55ecf4d013d680.pdf

296

あさひな農業協同組合

2370005002820 農業協同連合

http://www.ja-asahina.or.jp/info/pdf/180320_policy.pdf

297

厚木市農業協同組合

5021005003717 農業協同連合

http://www.jakanagawa.gr.jp/atsugi/notification/okyakusamahoninogyoumuunei.html

298

あづみ農業協同組合

8100005006306 農業協同連合

http://www.ja-azm.iijan.or.jp/pdf/business_operation.pdf

299

ありだ農業協同組合

2170005002477 農業協同連合

http://www.ja-arida.or.jp/topics/pdf/policy_180205.pdf

300

あわじ島農業協同組合

4140005019778 農業協同連合

http://www.ja-awajishima.or.jp/pdf/csr/unei-houshin.pdf

301

淡路日の出農業協同組合

9140005019468 農業協同連合

http://www.ja-awajihinode.com/jabank/pdf/okyakuksamahoni.pdf

302

伊賀ふるさと農業協同組合

3190005005667 農業協同連合

https://www.jaiga.or.jp/pdfwp/bank/oshirase/180401_okyakusamagyomuunei.pdf

303

石川かほく農業協同組合

9220005006920 農業協同連合

http://www.is-ja.jp/kahoku/service/img/180306.pdf

いしのまき農業協同組合

3370305000647 農業協同連合

http://www.ja-ishinomaki.or.jp/wp/?p=2367

304
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305

伊豆太陽農業協同組合

5080105004322 農業協同連合

https://taiyo.ja-shizuoka.or.jp/wp-content/uploads/bank_2018okyakusamahonni.pdf

306

伊豆の国農業協同組合

5080105001864 農業協同連合

http://www.ja-izunokuni.or.jp/topics/topics_detail.aspx?c00001%3biLSKsSgNkz9cGkkiHns7u

307

いずみの農業協同組合

3120105007520 農業協同連合

http://www.ja-izumino.or.jp/info/pdf/180213_01.pdf

308

伊勢農業協同組合

5190005005079 農業協同連合

http://www.jaise.jp/publics/index/52/&anchor_link=page52_162_164

309

伊勢原市農業協同組合

5021005003923 農業協同連合

http://www.jakanagawa.gr.jp/isehara/oshirase/new/pdf/20180326.pdf

310

市川市農業協同組合

6040005003897 農業協同連合

http://www.ja-ichikawashi.or.jp/pdf/180314_01.pdf

311

茨木市農業協同組合

9120905000289 農業協同連合

http://www.osaka-ja.co.jp/ja/ibaraki/info/files/customer_oriented.pdf

312

茨城みなみ農業協同組合

5050005009060 農業協同連合

https://www.ja-ibami.or.jp/pdf/torikumi_houshin.pdf

313

いび川農業協同組合

3200005005855 農業協同連合

https://www.jaibigawa.or.jp/lsc/upfile/info/01/69/169_1_file.pdf

314

いるま野農業協同組合

8030005004127 農業協同連合

https://www.ja-irumano.or.jp/bank/honi_torikumi.html

315

岩手江刺農業協同組合

1400605000312 農業協同連合

http://www.jaesashi.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/news20180313.pdf

316

岩手中央農業協同組合

8400005002373 農業協同連合

https://ja-iwatechuoh.or.jp/contents/wp-content/uploads/2019/04/20180201お客様本位の業務運営に….pdf

317

越後おぢや農業協同組合

3110005012976 農業協同連合

http://www.ja-e-ojiya.jp/pdf/oshirase_20180322.pdf

318

えちご上越農業協同組合

9110005009380 農業協同連合

http://ja-echigojoetsu.or.jp/pdf/business/180214_01.pdf

319

越後中央農業協同組合

9110005002690 農業協同連合

http://www.e-ja.or.jp/wp/wp-content/themes/ja/file/customer-oriented/2018.03okyakusamahonnitorikumi.pdf

320

越後ながおか農業協同組合

6110005012016 農業協同連合

http://www.ja-echigo.or.jp/contents/echigo/info/01kinyu-okyakusama.htm

321

遠州中央農業協同組合

3080405005229 農業協同連合

http://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/images/torikumi_hoshin.pdf

322

遠州夢咲農業協同組合

8080405004829 農業協同連合

http://jayumesaki.ja-shizuoka.or.jp/images/customerpolicy.pdf

323

おうみ冨士農業協同組合

9160005008849 農業協同連合

http://www.ja-ohmifuji.or.jp/about/pdf/business_detail/180129_01.pdf

324

大井川農業協同組合

6080005005948 農業協同連合

http://ooigawa.ja-shizuoka.or.jp/policy/2664/

325

大阪市農業協同組合

1120005007275 農業協同連合

http://www.osakashi.jaosk.jp/about/pdf/guidelines/customeroriented.pdf#search=%27%EF%BC%AA%EF%BC%A1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82+%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%9C%AC%E4%BD%8D%27

326

大阪泉州農業協同組合

9120105006541 農業協同連合

http://www.osaka-ja.co.jp/ja/sensyu/info/files/customer_oriented.pdf#zoom=80

327

大阪中河内農業協同組合

4122005002410 農業協同連合

http://www.osaka-ja.co.jp/ja/nakakawachi/info/policy2.html

328

大阪南農業協同組合

8120105004686 農業協同連合

http://www.jaom.or.jp/JAwp/wp-content/uploads/2018/03/56adf5076e17bc95482d4ae3a0d80910.pdf

329

おおぞら農業協同組合

5220005006032 農業協同連合

http://www.ohzora.is-ja.jp/info/policy/policy02.pdf

330

沖縄県農業協同組合

9360005000785 農業協同連合

http://www.ja-okinawa.or.jp/wp/archives/3461

331

越智今治農業協同組合

4500005004891 農業協同連合

http://www.ja-ochiima.or.jp/important/pdf/ja_osirase04.pdf

332

尾張中央農業協同組合

9180005008574 農業協同連合

http://ja-owari-chuoh.or.jp/gyoumu/pdf/customer.pdf

333

加賀農業協同組合

5220005004184 農業協同連合

https://www.is-ja.jp/kaga/bana/torikumi.html

334

香川県農業協同組合

8470005000461 農業協同連合

http://kw-ja.or.jp/img/customer_pdf/201803.pdf

335

掛川市農業協同組合

9080405004340 農業協同連合

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/actionpolicy.pdf

336

加古川市南農業協同組合

7140005009173 農業協同連合

http://www.jakakogawaminami.com/footer/f_housin/okyakusamahoni/img/okyakusamahoni.pdf

337

柏崎農業協同組合

2110005007317 農業協同連合

http://www.ja-kasiwazaki.or.jp/terms/pdf/180201_01.pdf

338

かながわ西湘農業協同組合

7021005006503 農業協同連合

http://ja-kanasei.or.jp/pdf/gyoumu_unei.pdf?1522744332382

339

金沢市農業協同組合

8220005001278 農業協同連合

http://www.is-ja.jp/kanazawa/gyoumukanazawa0302.pdf

340

金沢中央農業協同組合

7220005001279 農業協同連合

https://www.is-ja.jp/c-kanazawa/info/policy/policy8.html

341

蒲郡市農業協同組合

8180305004027 農業協同連合

http://www.ja-gamagori.or.jp/compliance/gyomuunei_housin.html

342

上伊那農業協同組合

6100005008799 農業協同連合

http://www.ja-kamiina.iijan.or.jp/docs/about/okyakusamahousin.pdf

343

紀州農業協同組合

8170005006340 農業協同連合

http://ja-kisyuu.or.jp/wp/wp-content/uploads/a38e0ec914b82fe85de912fa489987ab.pdf

344

北魚沼農業協同組合

4110005013528 農業協同連合

http://www.ja-kitauonuma.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/SCAN-2415_0000.pdf

345

北越後農業協同組合

6110005004640 農業協同連合

https://ja-kitaechigo.or.jp/wp-content/uploads/okyakusamahonni-gyomu.pdf

346

北大阪農業協同組合

4120905001449 農業協同連合

https://ja-kitaosaka.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/Business_management_policy.pdf

347

北河内農業協同組合

3120005013239 農業協同連合

https://www.ja-kitakawachi.or.jp/uploads/customer_oriented.pdf

きたそらち農業協同組合

8450005001552 農業協同連合

http://www.ja-kitasorachi.com/pdf/ja/20180130.pdf
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349

北つくば農業協同組合

2050005009897 農業協同連合

http://www.ja-kitatsukuba.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/a38e0ec914b82fe85de912fa489987ab.pdf

350

北びわこ農業協同組合

6160005003423 農業協同連合

http://www.jakitabiwako.jp/important/torikumihoushin.pdf

351

紀南農業協同組合

4170005004001 農業協同連合

http://www.ja-kinan.or.jp/sisinhousin/gyoumuunei.html

352

紀の里農業協同組合

9170005003056 農業協同連合

http://www.ja-kinosato.or.jp/wp-content/uploads/お客さま本位の業務運営に関する取組方針.pdf

353

ぎふ農業協同組合

1200005000940 農業協同連合

https://www.jagifu.or.jp/wp/archives/3863

354

紀北かわかみ農業協同組合

8170005004996 農業協同連合

https://www.ja-kihokukawakami.or.jp/about/pdf/10.pdf

355

くまがや農業協同組合

2030005013001 農業協同連合

http://www.ja-kumagaya.or.jp/pdf/torikumi201802.pdf

356

栗っこ農業協同組合

1370205001441 農業協同連合

http://www.kurikko.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/180312_01.pdf

357

グリーン近江農業協同組合

9160005006431 農業協同連合

https://www.jagreenohmi.jas.or.jp/img/bank/bank%20top/180306%20osirase.pdf

358

グリーン長野農業協同組合

2100005001188 農業協同連合

http://www.ja-grn.iijan.or.jp/common/docs/banking/torikumihoushin.pdf

359

グリーン大阪農業協同組合

8122005000030 農業協同連合

https://www.ja-greenosaka.or.jp/uploads/unei.pdf

360

甲賀農業協同組合

4160005002633 農業協同連合

http://ja-kouka.shinobi.or.jp/bank/pdf/180126_01.pdf

361

高知市農業協同組合

4490005000513 農業協同連合

http://www.ja-kochishi.or.jp/file/0161/20180330162116.pdf

362

越谷市農業協同組合

8030005010182 農業協同連合

http://www.ja-koshigayashi.or.jp/business/pdf/180208_02.pdf

363

御殿場農業協同組合

3080105001148 農業協同連合

http://www.ja-shizuoka.or.jp/gotemba/osirase1.html

364

小松市農業協同組合

5220005003392 農業協同連合

https://www.ja-komatsushi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/e756abd1f13a75180fcd387cf7721cb3.pdf

365

さいかつ農業協同組合

7030005005919 農業協同連合

http://www.ja-saikatsu.or.jp/public/customer_oriented.pdf

366

佐伯中央農業協同組合

5240005006848 農業協同連合

http://www.ja-saikichuo.or.jp/info/pdf/180205_01.pdf

367

埼玉中央農業協同組合

8030005011354 農業協同連合

http://www.ja-sc.or.jp/news/info/items/docs/20180328083550.pdf

368

さいたま農業協同組合

4030005001301 農業協同連合

http://www.ja-saitama.or.jp/common/pdf/footer/180223_02.pdf

369

埼玉みずほ農業協同組合

6030005004764 農業協同連合

http://www.ja-saitamamizuho.or.jp/about/pdf/180228_02.pdf

370

堺市農業協同組合

4120105000284 農業協同連合

http://www.ja-sakai.or.jp/images/top/okyaku.pdf

371

さがえ西村山農業協同組合

9390005007712 農業協同連合

http://www.ic-net.or.jp/home/jasagae/kin20180402.pdf

372

さがみ農業協同組合

7021005000002 農業協同連合

http://ja-sagami.or.jp/contents/wp-content/uploads/2018/03/a4cc1297e00e4de9d49b5bfae1fbbee3.pdf

373

相模原市農業協同組合

1021005002359 農業協同連合

http://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/whatsnew/shinchaku/okyakusama_honigyoumuunei.html

374

佐久浅間農業協同組合

3100005003357 農業協同連合

http://www.ja-sakuasama.iijan.or.jp/topics/2018/03/post_203.php

375

佐渡農業協同組合

2110005013942 農業協同連合

http://www.ja-sado-niigata.or.jp/php/index-bank-info/pkobo_news/upload/7-0link_file.pdf

376

佐波伊勢崎農業協同組合

4070005004333 農業協同連合

http://www.ja-sawa.or.jp/common/pdf/torikumihoushin.pdf

377

塩尻市農業協同組合

8100005006801 農業協同連合

http://ｗｗｗ.ja-shiojirishi.iijan.or.jp/news/docs/30kinyu.pdf

378

静岡市農業協同組合

4080005000018 農業協同連合

http://ja-shizuokashi.org/jacms/wp-content/uploads/2018/02/20180125_kinyu.pdf

379

島根県農業協同組合

2280005007044 農業協同連合

http://ja-shimane.jp/customer-policy/

380

清水農業協同組合

4080005003235 農業協同連合

http://www.ja-shimizu.org/about/plan/business_operation/

381

庄内たがわ農業協同組合

6390005004150 農業協同連合

http://ja-shonai.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/gyoumuunei.pdf

382

湘南農業協同組合

3021005006878 農業協同連合

http://www.jakanagawa.gr.jp/shonan/image/pdf/oshirase180301.pdf

383

信州うえだ農業協同組合

1100005004150 農業協同連合

https://www.ja-shinshuueda.iijan.or.jp/info/customer/

384

信州諏訪農業協同組合

2100005008150 農業協同連合

http://www.ja-suwa.iijan.or.jp/life/honi_unei.pdf

385

新砂川農業協同組合

9430005007443 農業協同連合

http://www.jashinsunagawa.or.jp/jabanks_useroriented.pdf

386

鈴鹿農業協同組合

8190005003988 農業協同連合

http://ja-suzuka.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/02/57cec90f6cfa611fa441c1c666b8bed8.pdf

387

セレサ川崎農業協同組合

1020005008003 農業協同連合

https://www.jaceresa.or.jp/assets/data/a38e0ec914b82fe85de912fa489987ab.pdf

388

仙台農業協同組合

1370005000791 農業協同連合

http://www.jasendai.or.jp/news/pdf/180227_01.pdf

389

胎内市農業協同組合

2110005004644 農業協同連合

http://www.ja-tainai.or.jp/pdf/取組方針（30.2.27）.pdf

390

大北農業協同組合

8100005007337 農業協同連合

http://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/common/docs/about/coi/finance/press201801gyoumu.pdf

391

高崎市農業協同組合

2070005002487 農業協同連合

http://www.jagunma.net/takasaki/common/pdf/20180206jigyou.pdf

たじま農業協同組合

4140005011917 農業協同連合

https://www.ja-tajima.or.jp/introduction/others/efforts.html

392
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393

丹波ささやま農業協同組合

9140005008990 農業協同連合

https://www.ja-tanbasasayama.or.jp/about/pdf/efforts.pdf

394

丹波ひかみ農業協同組合

1140005008016 農業協同連合

https://ja-tanbahikami.or.jp/ja_bank/oriented

395

津安芸農業協同組合

1190005000240 農業協同連合

http://www.ja-tsuage.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/kokyakuhoni.pdf

396

津久井郡農業協同組合

2021005003001 農業協同連合

http://ja-tsukui.or.jp/news/jyuuyou/pdf/180301.pdf?1522746463544

397

土浦農業協同組合

3050005002942 農業協同連合

http://www.ja-tsuchiura.com/pdfs/okyakusamahonnigyoumu.pdf

398

鶴岡市農業協同組合

9390005004148 農業協同連合

http://www.ja-tsuruoka.or.jp/okyakusamahoni/

399

陶都信用農業協同組合

9200005008324 農業協同連合

https://jatouto.or.jp/policy/pdf/fiduciaryduty.pdf

400

十日町農業協同組合

5110005010128 農業協同連合

https://www.ja-tokamachi.or.jp/item/11b107573f908e6b320bb5f253f56115527c8fab.pdf

401

徳島市農業協同組合

6480005000207 農業協同連合

http://ww2.ja-tcc-info.jp/web/xfiles/25762503491516767096.pdf

402

鳥取いなば農業協同組合

9270005000332 農業協同連合

http://www.jainaba.com/jabank/image/info_180131.pdf

403

鳥取西部農業協同組合

2270005003317 農業協同連合

https://www.ja-tottoriseibu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/6452ca7714f9611ecc55b24c21190c90.pdf

404

鳥取中央農業協同組合

8270005004284 農業協同連合

http://www.ja-tottorichuou.or.jp/docs/customer.pdf

405

とぴあ浜松農業協同組合

4080405000377 農業協同連合

https://jatopia.ja-shizuoka.or.jp/archives/16131

406

豊橋農業協同組合

8180305002179 農業協同連合

http://www.ja-toyohashi.com/bank_important11.php

407

中野市農業協同組合

3100005005213 農業協同連合

http://www.ja-nakanoshi.iijan.or.jp/common/docs/compliance/gyoumuunei.pdf

408

ながの農業協同組合

8100005001208 農業協同連合

https://www.ja-nagano.iijan.or.jp/common/docs/bank/action_policy.pdf

409

長野八ヶ岳農業協同組合

6100005003437 農業協同連合

http://www.ja-yatugatake.iijan.or.jp/jabank/img/gyoumuunei.pdf

410

ながみね農業協同組合

4170005001964 農業協同連合

http://www.ja-nagamine.or.jp/topics/pdf/180314_01.pdf

411

なごや農業協同組合

2180005002914 農業協同連合

http://www.ja-nagoya.or.jp/about/policy.php

412

那須南農業協同組合

5060005002188 農業協同連合

http://www.ja-nasuminami.or.jp/03kojin/files/gyoumuunei.pdf

413

奈良県農業協同組合

4150005001000 農業協同連合

http://www.ja-naraken.or.jp/business/credit/annai/pdf/180323_01.pdf

414

南彩農業協同組合

8030005004795 農業協同連合

http://www.ja-nansai.or.jp/info/pdf/180302_01.pdf

415

南駿農業協同組合

5080105000008 農業協同連合

http://www.ja-nansun.or.jp/images/1016.pdf

416

にいがた岩船農業協同組合

3110005007943 農業協同連合

http://www.ja-niigataiwafune.or.jp/info/pdf/180305_01.pdf

417

新潟市農業協同組合

6110005001712 農業協同連合

https://www2.ja-niigatashi.or.jp/finance/cs-policy/

418

にいがた南蒲農業協同組合

5110005005904 農業協同連合

http://www.ja-niigatanankan.or.jp/wp-content/themes/janankan/images/page/notice/notice_houshin.pdf

419

新潟みらい農業協同組合

3110005002936 農業協同連合

https://janiigatamirai.jp/policy/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%95%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82
%8B%E5%8F%96%E7%B5%84%E6%96%B9%E9%87%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/

420

新津さつき農業協同組合

9110005001908 農業協同連合

http://www.ja-satsuki.com/business/pdf/okyakusamahoninogyoumuunei.pdf

421

西春日井農業協同組合

4180005004693 農業協同連合

https://www.ja-nishikasugai.com/wp-content/uploads/torikumi.pdf

422

西三河農業協同組合

2180305007274 農業協同連合

http://www.ja-nishimikawa.or.jp/bank/pdf/180315_01.pdf

423

西美濃農業協同組合

5200005004228 農業協同連合

http://www.jan.or.jp/other/pdf/customerfirst.pdf

424

能登わかば農業協同組合

6220005005082 農業協同連合

http://ja-notowakaba.jp/info/pdf/action/operation.pdf

425

延岡農業協同組合

2350005002913 農業協同連合

http://www.janobeoka.or.jp/bank/.%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F
%96%E7%B5%84%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf

426

能美農業協同組合

3220005003394 農業協同連合

http://www.is-ja.jp/nomi/policy/img/policy5.pdf

427

ハイナン農業協同組合

6080005005122 農業協同連合

http://hainan.ja-shizuoka.or.jp/bank/system/images/okyakusamahonni.pdf

428

はが野農業協同組合

9060005002738 農業協同連合

http://www.ja-hagano.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/02/business_operation.pdf

429

はくい農業協同組合

8220005005659 農業協同連合

www.is-ja.jp/hakui/fiduciaryduty.html

430

秦野市農業協同組合

3021005004403 農業協同連合

http://ja-hadano.or.jp/news/000847_20180308.html

431

ハリマ農業協同組合

5140005006916 農業協同連合

http://ja-harima.jp/publics/index/54/

432

東びわこ農業協同組合

2160005005002 農業協同連合

www.east.jas.or.jp/document/gyoumuunei.pdf

433

東美濃農業協同組合

3200005008882 農業協同連合

https://ja-higashimino.or.jp/policy/policy05-2/

434

ひすい農業協同組合

4110005010723 農業協同連合

http://www.ja-hisui.or.jp/modx/index.php?id=5229

435

飛騨農業協同組合

9200005009727 農業協同連合

http://www.ja-hida.or.jp/topics/pdf/180202_01.pdf

ひまわり農業協同組合

7180305003608 農業協同連合

https://ja-himawari.com/compliance/okyakusamahoni-torikumi/

436
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437

兵庫西農業協同組合

5140005014448 農業協同連合

http://www.ja-hyogonishi.com/oshirase/images/20180301okyakusama-honni.pdf

438

兵庫南農業協同組合

6140005009174 農業協同連合

http://www.jahyogominami.com/_src/3549709/2018_02_%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%95%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%
A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf

439

兵庫みらい農業協同組合

2140005017263 農業協同連合

http://www.hyogomirai.com/info/pdf/201802000811.pdf

440

兵庫六甲農業協同組合

1140005003529 農業協同連合

http://www.jarokko.or.jp/about/use_jahr/management_policy.html

441

広島市農業協同組合

5240005001790 農業協同連合

http://www.ja-hiroshimashi.or.jp/pdf/info/operation_09.pdf

442

広島中央農業協同組合

9240005003718 農業協同連合

http://www.ja-hirochu.or.jp/compliance/pdf/180319_01.pdf

443

ふかや農業協同組合

3030005014080 農業協同連合

http://www.ja-fukaya.jp/news/okyakusamahoninogyoumuunei.pdf

444

福岡八女農業協同組合

6290005008789 農業協同連合

http://www.jafyame.or.jp/info/pdf/policy.pdf

445

福島さくら農業協同組合

7380005005925 農業協同連合

http://www.jafsakura.or.jp/information/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%95%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E
3%82%8B%E5%8F%96%E7%B5%84%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf

446

ふくしま未来農業協同組合

1380005000502 農業協同連合

https://www.ja-f-mirai.or.jp/bank/pdf/houshin_20180301.pdf

447

福山市農業協同組合

2240005007956 農業協同連合

http://www.jafukuyama.or.jp/torikumi-houshin.html

448

富士市農業協同組合

1080105002767 農業協同連合

https://fuji.ja-shizuoka.or.jp/about/credit_policy/pp04

449

富士宮農業協同組合

3080105003631 農業協同連合

http://fujinomiya.ja-shizuoka.or.jp/assets/pdf/gyomu.pdf

450

ほくさい農業協同組合

1030005005016 農業協同連合

http://jahokusai.jp/oshirase/okyakusamahoni.pdf

451

前橋市農業協同組合

7070005000924 農業協同連合

http://www.jagunma.net/maebashi/pdf/torikumi_houshin180301.pdf

452

松本ハイランド農業協同組合

8100005005844 農業協同連合

https://www.ja-m.iijan.or.jp/bank/040/002120.php

453

三重北農業協同組合

9190005008904 農業協同連合

http://www.ja-miekita.or.jp/policy/pdf/policy_180223.pdf

454

みくまの農業協同組合

5170005005551 農業協同連合

http://www.ja-mikumano.or.jp/life/loan/pdf/180130_01.pdf

455

三島函南農業協同組合

4080105002351 農業協同連合

http://mkja-shizuoka.jp/pdf/oparation_policy.pdf

456

三ヶ日町農業協同組合

4080405003264 農業協同連合

http://www.ja-shizuoka.or.jp/mikkabi/0205%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%95%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BD%8D.pdf

457

水戸農業協同組合

8050005000941 農業協同連合

http://www.mt-ib-ja.or.jp/wp-content/uploads/2018/01/policy.pdf

458

みどりの農業協同組合

7370205000108 農業協同連合

http://www.ja-midorino.or.jp/topics/pdf/180301_01.pdf

459

みなみ信州農業協同組合

3100005009569 農業協同連合

http://www.ja-mis.iijan.or.jp/data/action-policy.pdf

460

みのり農業協同組合

9140005016671 農業協同連合

http://www.ja-minori.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/01お客様本位の業務運営に関する方針.pdf

461

みやぎ仙南農業協同組合

8370105000082 農業協同連合

http://www.ja-miyagisennan.jp/wordpress/wp-content/uploads/okyakusama1.pdf

462

みやぎ登米農業協同組合

5370405000504 農業協同連合

http://www.miyagitome.or.jp/business/pdf/180327_01.pdf

463

みやぎ亘理農業協同組合

3370805000221 農業協同連合

http://www.jawatari.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/7c7a58ae9294a914059a4832e9e54a65.pdf

464

宮崎中央農業協同組合

6350005000698 農業協同連合

http://chuou.ja-miyazaki.jp/upimg/20180202134007F_1.pdf

465

三次農業協同組合

7240005004651 農業協同連合

http://www.ja-miyoshi.or.jp/profile/pdf/180206_01.pdf

466

めぐみの農業協同組合

6200005007964 農業協同連合

http://www.jamegumino.or.jp/upload/files/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%81%95%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99
%E3%82%8B%E5%8F%96%E7%B5%84%E6%96%B9%E9%87%9D20180131%282%29.pdf

467

山形農業協同組合

2390005000938 農業協同連合

http://www.jayamagata.or.jp/news/news180301_01.html

468

山形おきたま農業協同組合

2390005006605 農業協同連合

http://www.okitama-yt-ja.or.jp/news/documents/jaoktm_214_doc1.pdf

469

よこすか葉山農業協同組合

8021005007673 農業協同連合

http://ja-yokosukahayama.or.jp/images/pdf/common/torikumi_houshin.pdf

470

横浜農業協同組合

7020005004566 農業協同連合

http://ja-yokohama.or.jp/chokin/pdf/kanyu_houshin.pdf

471

わかやま農業協同組合

3170005000026 農業協同連合

http://www1.jawink.ne.jp/wky/ja/ja14_torikumi_direct.html

（注１）上記リストは、「取組方針」の公表を行った金融事業者から金融庁に提供された情報を基に作成したものであり、それぞれのリンクに掲載されている情報を含め、金融庁がその内容を保証するものではない。
（注２）掲載順は、「小分類」ごとに整理したうえで、五十音順としている。
（注３）URLについては、リスト作成の技術上リンク先に飛ばない事業者もあることをご了承ください。
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保険会社等
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

取組方針

自主的KPI

共通KPI

327

130

0

1

アクサ生命保険株式会社

8010401060741 生命保険会社

http://www2.axa.co.jp/info/news/2018/pdf/180727.pdf

http://www2.axa.co.jp/info/news/2018/pdf/180727.pdf

2

アクサダイレクト生命保険株式会社

3010001132763 生命保険会社

https://www.axa-direct-life.co.jp/corporate/pdf/170622.pdf

https://www.axa-direct-life.co.jp/policy/fd/

3

朝日生命保険相互会社

2010005008201 生命保険会社

http://www.asahi-life.co.jp/company/activity/okyakusamahoninogyoumuunei.html

http://www.asahi-life.co.jp/company/pressrelease/20180412_2.pdf

4

アフラック生命保険株式会社

1011101079418 生命保険会社

http://www.aflac.co.jp/corp/aflac/aflac_satisfaction_customer_oriented.html

http://www.aflac.co.jp/news_pdf/20180614.pdf

5

アリアンツ生命保険株式会社

8010401066417 生命保険会社

http://life.allianz.co.jp/cms-parts/pdf/20180518.pdf

http://life.allianz.co.jp/cms-parts/pdf/20180518.pdf

6

SBI生命保険株式会社

7010401047368 生命保険会社

https://www.sbilife.co.jp/corporate/press/pdf/NR20180906.pdf

https://www.sbilife.co.jp/corporate/press/pdf/NR20180906.pdf

7

エヌエヌ生命保険株式会社

8010001009338 生命保険会社

https://www.nnlife.co.jp/company/customer_policy

https://www.nnlife.co.jp/company/customer_policy

8

FWD富士生命保険株式会社

6010401099187 生命保険会社

https://www.fwdfujilife.co.jp/~/media/jp/pdf/news_release/20180626.pdf

9

オリックス生命保険株式会社

5011101004264 生命保険会社

http://www.orixlife.co.jp/about/cs/

http://www.orixlife.co.jp/about/cs/

10

カーディフ生命保険株式会社

1011001117186 生命保険会社

https://life.cardif.co.jp/-/--1.html

https://life.cardif.co.jp/-/20180320.html

11

株式会社かんぽ生命保険

6010001112696 生命保険会社

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_fiduciary.html

http://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/company/pdf/fiduciary3.pdf

12

クレディ・アグリコル生命保険株式会社

8010401077926 生命保険会社

http://www.ca-life.jp/news/documents/FD_180622.pdf

http://www.ca-life.jp/news/documents/release_FD_180622.pdf

13

ジブラルタ生命保険株式会社

5010001034776 生命保険会社

http://www.gib-life.co.jp/st/about/company/customer-first.html

http://www.gib-life.co.jp/st/about/is_pdf/20180625.pdf

14

住友生命保険相互会社

5120005007271 生命保険会社

http://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2018/181225.pdf

http://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2018/181225.pdf

15

ソニー生命保険株式会社

3010401016260 生命保険会社

https://www.sonylife.co.jp/company/corporate/fiduciaryduty/

https://www.sonylife.co.jp/company/corporate/fiduciaryduty/pdf/fd_houkoku.pdf

16

ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社

4011001066752 生命保険会社

https://www.aegonsonylife.co.jp/corporate/fd_policy/

https://www.aegonsonylife.co.jp/corporate/fd_policy/pdf/2017.pdf

17

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

5011101000065 生命保険会社

http://www.himawari-life.co.jp/company/fiduciary/

http://www.himawari-life.co.jp/company/fiduciary/
http://www.himawari-life.co.jp/~/media/himawari/files/company/news/2017/a-01-2018-03-15.pdf

18

太陽生命保険株式会社

1010401063692 生命保険会社

https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/activity/customer_first.html

https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/activity/customer_first.html

19

第一生命保険株式会社

1010001174683 生命保険会社

http://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/newsrelease/2016/pdf/index_016.pdf

http://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/customer_first/pdf/index_001.pdf

20

第一フロンティア生命保険株式会社

3010001105166 生命保険会社

http://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/newsrelease/2016/pdf/index_016.pdf

http://www.d-frontier-life.co.jp/corporate/release/pdf/2018_0003.pdf

21

大同生命保険株式会社

1120001101172 生命保険会社

https://www.daido-life.co.jp/company/satisfied/policy.html

https://www.daido-life.co.jp/company/satisfied/policy.html

22

ﾁｭｰﾘｯﾋ・ﾗｲﾌ・ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ（ﾁｭｰﾘｯﾋ生命）

4700150009196 生命保険会社

http://www.zurichlife.co.jp/received/2018/20180615

http://www.zurichlife.co.jp/aboutus/policy

23

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社

2010401063691 生命保険会社

http://www.tdf-life.co.jp/company/customer_houshin.html

https://www.tdf-life.co.jp/company/customer_houshin.html

24

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

5010001034074 生命保険会社

https://www.tmn-anshin.co.jp/company/cs/policy/

https://www.tmn-anshin.co.jp/company/cs/effort/

25

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

6010601032823 生命保険会社

http://www.massmutual.co.jp/index.html

http://www.massmutual.co.jp/index.html

26

日本生命保険相互会社

3120005007273 生命保険会社

https://www.nissay.co.jp/kaisha/otsutaeshitai/koe.html

https://www.nissay.co.jp/kaisha/otsutaeshitai/koe.html

27

ネオファースト生命保険株式会社

4011101052339 生命保険会社

http://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/newsrelease/2016/pdf/index_016.pdf

http://neofirst.co.jp/shared/pdf/customer-first.pdf

28

フコクしんらい生命保険株式会社

4011101063278 生命保険会社

https://www.fukokushinrai.co.jp/company/activity/customer-centric/

https://www.fukokushinrai.co.jp/company/activity/customer-centric/

29

富国生命保険相互会社

5010005003959 生命保険会社

http://www.fukoku-life.co.jp/about/activity/customer-centric/index.html

http://www.fukoku-life.co.jp/about/activity/customer-centric/index.html

30

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式
会社

9010001021713 生命保険会社

http://www.pgf-life.co.jp/company/info/customer_focused.html

http://www.pgf-life.co.jp/company/info/customer_focused.html

31

プルデンシャル生命保険株式会社

4010001028465 生命保険会社

http://www.prudential.co.jp/news/pdf/468/20170628_1.pdf

http://www.prudential.co.jp/news/pdf/506/20180625_01.pdf

32

マニュライフ生命保険株式会社

2012401004592 生命保険会社

http://www.manulife.co.jp/customer-promise

https://www.manulife.co.jp/n20180530

33

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

7010001034799 生命保険会社

http://www.msa-life.co.jp/company/fiduciaryduty.html

http://www.msa-life.co.jp/company/fiduciaryduty.html

34

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

3010001078560 生命保険会社

http://www.ms-primary.com/company/philosophy/customerfocused/index.html

http://www.ms-primary.com/company/philosophy/customerfocused/index.html

35

三井生命保険株式会社

6010001087220 生命保険会社

https://www.mitsui-seimei.co.jp/corporate/csr/fiduciary.htm

http://www.mitsui-seimei.co.jp/corporate/news/pdf/20180612_1.pdf

36

みどり生命保険株式会社

3011501014195 生命保険会社

https://midori-life.com/company/customervoice/

https://midori-life.com/company/customervoice/

37

明治安田生命保険相互会社

8010005007932 生命保険会社

https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/corporate_info/customer_business_policies/index.html

https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/release/2017/pdf/20171130_01.pdf

38

メットライフ生命保険株式会社

5010601041560 生命保険会社

http://www.metlife.co.jp/about/governance/basic-policy-on-customer-centricity/

http://www.metlife.co.jp/about/press/2018/pdf/180629_02.pdf

39

メディケア生命保険株式会社

4010601038252 生命保険会社

http://www.medicarelife.com/company/data/policy/

http://www.medicarelife.com/company/data/policy/

40

ライフネット生命保険株式会社

4010001112418 生命保険会社

http://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/cs_policy/

http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2018/6918.html
http://file.swcms.net/file/lifenet-seimei/ja/news/index/auto_20180131460114/pdfFile.pdf

41

楽天生命株式会社

7010401074585 生命保険会社

https://www.rakuten-life.co.jp/about/policy/

https://www.rakuten-life.co.jp/about/policy/
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42

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

3011001027739 損害保険会社

https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2018/news_2018052800493.pdf

https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2018/news_2018052800493.pdf

43

アイペット損害保険株式会社

6010001087807 損害保険会社

https://www.ipet-ins.com/company/ipet/cs_first.html

https://www.ipet-ins.com/wp-content/uploads/2732dfb493146a450ed434a900ba5566-1.pdf

44

アクサ損害保険株式会社

2010501031037 損害保険会社

https://www.axa-direct.co.jp/company/about_us/comments/fiduciaryduty_policy.html

https://www.axa-direct.co.jp/company/about_us/comments/fiduciaryduty_policy.html

45

アニコム損害保険株式会社

1011101040701 損害保険会社

https://www.anicom-sompo.co.jp/company/customer_first/

46

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社

1010401106583 損害保険会社

http://www.americanhome.co.jp/v2/aha/operate/customer_oriented.html

47

アリアンツ火災海上保険株式会社

1010401002114 損害保険会社

http://www.agcs.allianz.com/assets/Global%20offices%20assets/Japan/Other%20Information/Jpn_Statement%20of%20Custo
mer%20Oriented%20Business%20Principles%20of%20Business%20Conduct.pdf

48

イーデザイン損害保険株式会社

9011101051690 損害保険会社

https://www.edsp.co.jp/company/company_004/

https://www.edsp.co.jp/company/company_004/

49

AIG損害保険株式会社

5010001146209 損害保険会社

https://www.aig.co.jp/sonpo/company/direction/operation-policy.html

https://www.aig.co.jp/sonpo/company/direction/operation-policy.html

50

エイチ・エス損害保険株式会社

4011101039311 損害保険会社

https://www.hs-sonpo.co.jp/fiduciary-duty/

51

ａｕ損害保険株式会社

8010401087314 損害保険会社

http://www.au-sonpo.co.jp/pc/oshirase/pdf/topics_20170629.pdf

http://www.au-sonpo.co.jp/

52

SBI損害保険株式会社

3010401062172 損害保険会社

https://www.sbisonpo.co.jp/company/policy.html

https://www.sbisonpo.co.jp/company/pdf/policy2017.pdf

53

カーディフ損害保険株式会社

2011001117185 損害保険会社

https://nonlife.cardif.co.jp/-/--1.html

https://nonlife.cardif.co.jp/-/20180320.html

54

共栄火災海上保険株式会社

3010401050012 損害保険会社

http://www.kyoeikasai.co.jp/about/governance/okyakusamahon_i.html

55

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミ
テッド

8700150008888 損害保険会社

http://www.newindia.co.jp/company/

56

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

8010001019444 損害保険会社

https://www.jihoken.co.jp/company/pdf/policy.pdf

https://www.jihoken.co.jp/company/pdf/policy.pdf

57

セコム損害保険株式会社

3010001047904 損害保険会社

https://www.secom-sonpo.co.jp/gaiyo/gyomuhoushin.html

https://www.secom-sonpo.co.jp/gaiyo/pdf/201812_fd_torikumi.pdf

58

セゾン自動車火災保険株式会社

7013301003060 損害保険会社

https://www.ins-saison.co.jp/company/fiduciaryduty.html

https://www.ins-saison.co.jp/company/fiduciaryduty.html

59

ソニー損害保険株式会社

1010801006342 損害保険会社

http://www.sonysonpo.co.jp/share/doc/n0140000.html

https://www.sonysonpo.co.jp/share/pdf/our-commitment_2017.pdf

60

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

4011101023372 損害保険会社

http://www.sjnk.co.jp/company/fiduciaryduty/

https://www.sjnk.co.jp/company/fiduciaryduty/

61

そんぽ２４損害保険株式会社

9013301018008 損害保険会社

http://www.sonpo24.co.jp/other/customer-first.html

http://www.sonpo24.co.jp/other/customer-first.html

62

大同火災海上保険株式会社

9360001001283 損害保険会社

http://www.daidokasai.co.jp/data/news_detail.php?eid=00521&year=2017

http://www.daidokasai.co.jp/data/news_detail.php?eid=00614

63

Chubb損害保険株式会社

5013201000820 損害保険会社

https://www2.chubb.com/jp-jp/about-us/customer-focused.aspx
https://www2.chubb.com/jp-en/about-us/customer-focused.aspx

64

チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド

3700150009197 損害保険会社

https://www.zurich.co.jp/aboutus/about/customeroriented/

https://www.zurich.co.jp/aboutus/about/customeroriented/

65

東京海上日動火災保険株式会社

2010001008824 損害保険会社

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/gyoumu.html

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/customer/management/shikumi.html

66

日新火災海上保険株式会社

2010001008733 損害保険会社

https://www.nisshinfire.co.jp/company/action_policy.html

https://www.nisshinfire.co.jp/company/action.html

67

日立キャピタル損害保険株式会社

2010001031537 損害保険会社

http://www.hitachi-ins.co.jp/archive/pdf/fiduciary_duty201709.pdf

68

三井住友海上火災保険㈱

6010001008795 損害保険会社

http://www.ms-ins.com/news/fy2017/pdf/0629_2.pdf

http://www.ms-ins.com/news/fy2018/pdf/0528_1.pdf

69

三井ダイレクト損害保険株式会社

2010001064743 損害保険会社

https://news.mitsui-direct.co.jp/press/20180607/index.html?id=40336&_ga=2.187478511.611503435.1528068156-23733500.1491176241

https://www.mitsui-direct.co.jp/corporate/policy/customer_efforts/

70

明治安田損害保険株式会社

2010001092810 損害保険会社

https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/sonpo/action/customerorientation/

https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/sonpo/news/?id=00217&date=20181227#00217

71

楽天損害保険株式会社

7010001008860 損害保険会社

https://www.rakuten-sonpo.co.jp/tabid/376/Default.aspx

https://www.rakuten-sonpo.co.jp/Portals/0/pdf/customer_service_policy_result2017.pdf

72

AIGジャパン・ホールディングス株式会社

4010601034474 保険持株会社

http://www154.aig.com/content/dam/aig/apac/japan/documents/ja/news/2017/20170928ajh.pdf

73

SBIインシュアランスグループ株式会社

6010401128870 保険持株会社

https://www.sbiig.co.jp/fiduty/

74

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

4010401053410 保険持株会社

http://www.sonyfh.co.jp/ja/info/operation.html

75

第一生命ホールディングス株式会社

8010001131752 保険持株会社

http://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/newsrelease/2016/pdf/index_016.pdf

76

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス

2010401063502 保険持株会社

http://www.td-holdings.co.jp/information/business_operations.html

77

アイアル少額短期保険株式会社

8010001013835 少額短期保険業者

http://www.air-ins.co.jp/fiduciaryduty.html

78

あおい少額短期保険株式会社

2480001004867 少額短期保険業者

http://www.aoi-ssi.com/cu.html

79

アクア少額短期保険株式会社

7120001103857 少額短期保険業者

https://www.aqua-ins.com/customer.html

80

あすか少額短期保険株式会社

8011201011249 少額短期保険業者

http://www.asuka-ssi.co.jp/

81

アスモ少額短期保険株式会社

8011001067045 少額短期保険業者

https://www.asmo-ssi.co.jp/news/pdf/170926okyakusamahonni.pdf

https://www.asmo-ssi.co.jp/news/pdf/190304torikumiKPI.pdf

82

株式会社あそしあ少額短期保険

1010001107164 少額短期保険業者

http://www.associa-insurance.com/customer.html

http://www.associa-insurance.com/info/docs/kpi_20190301.pdf

83

あんしん少額短期保険株式会社

4030001015214 少額短期保険業者

https://www.ansin-ssi.com/company/outline/basic_policy.html

84

ｅ－Ｎｅｔ少額短期保険株式会社

2100001008682 少額短期保険業者

http://www.e-netcom.co.jp/press/files/20171205-policy.pdf

85

イーペット少額短期保険株式会社

5290001063780 少額短期保険業者

http://www.e-pet.co.jp/policy/#company_policy

86

医師が考えた少額短期短期保険㈱

7010001115649 少額短期保険業者

https://ishissi.co.jp/company/7.php

http://www.americanhome.co.jp/v2/aha/operate/customer_oriented.html

http://www.air-ins.co.jp/pdf/190304_newsrelease_kpi.pdf
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87

イズミ少額短期保険株式会社

9010001171203 少額短期保険業者

http://www.izumi-ssi.co.jp

88

AWPチケットガード少額短期保険株式会社

3010701024987 少額短期保険業者

https://www.ticketguard.jp/company/business_management_policies.pdf

89

エイ・ワン少額短期保険株式会社

7120001119523 少額短期保険業者

https://www.a1-ssi.com/policy/customer/

90

ＡＢＣ少額短期保険株式会社

9010001110961 少額短期保険業者

http://www.abc-hoken.co.jp/fiduciary

91

エール少額短期保険株式会社

5010001170877 少額短期保険業者

http://yell-lpi.co.jp/fiduciaryduty/

92

エクセルエイド少額短期保険株式会社

9010001102686 少額短期保険業者

http://www.excelaid.co.jp/fiduciary-duty/

93

エスエスアイ富士菱株式会社

7090001005801 少額短期保険業者

http://www.fujibishi.com/okyakusamahoni

94

エス・シー少額短期保険株式会社

1240001027538 少額短期保険業者

http://www.sc-ssi.co.jp/privacy/customer.html

95

SBIいきいき少額短期保険株式会社

9011101046229 少額短期保険業者

http://www.i-sedai.com/fiduciaryduty.html

https://www.i-sedai.com/pdf/fiduciaryduty_2017.pdf

96

SBI日本少額短期保険株式会社

3120001137974 少額短期保険業者

https://www.n-ssi.co.jp/about/fiduciaryduty.html

https://www.n-ssi.co.jp/about/result/fiduciaryduty_2017.pdf

97

SBIリスタ少額短期保険株式会社

6011101050885 少額短期保険業者

https://www.jishin.co.jp/site/fiduciaryduty.shtml

https://www.jishin.co.jp/site/fiduciaryduty.shtml

98

エタニティ少額短期保険株式会社

6120001144175 少額短期保険業者

http://www.eternity-ins.com/pdf//M3GOmjZM6zTcOOvjvzng/fiduciaryduty.pdf

https://www.ticketguard.jp/company/business_management_policies_status.pdf

99

エヌシーシー少額短期保険株式会社

8011401011684 少額短期保険業者

http://ncc-shotan.jp/sakutei/

100

株式会社FIS

7011001061131 少額短期保険業者

http://flex-ins.co.jp/customer-policy

101

株式会社FPC

7240001034644 少額短期保険業者

https://www.fpc-pet.co.jp/company/management_policy.php

102

株式会社｣エポス少額短期保険

2011201016427 少額短期保険業者

http://www.epos-ssi.co.jp/

103

株式会社学校安全共済会

2080101003438 少額短期保険業者

http://gakko-kyousai.genki1.net/policy.html

104

株式会社クローバー少額短期保険

3010401070679 少額短期保険業者

http://www.clover-ins.jp/

105

健康年齢少額短期保険株式会社

5010401115275 少額短期保険業者

https://kenko-nenrei.co.jp/policy/fiduciary-duty.html

106

さくら少額短期保険

4013301030165 少額短期保険業者

https://www.sakura-ssi.co.jp/pdf/20180320.pdf

107

株式会社SANKO少額短期保険

3150001014972 少額短期保険業者

http://www.sanko-syougakutanki.co.jp/

108

株式会社サン・ライフ・ファミリー

5021001039087 少額短期保険業者

https://www.sunlife-family.com/

109

ＪＭＭ少額短期保険株式会社

5020001054501 少額短期保険業者

http://www.jmm-corp.jp/

110

ジック少額短期保険株式会社

8040001057689 少額短期保険業者

https://www.jicc-ssi.com/

111

ジャパン少額短期保険株式会社

7010001121564 少額短期保険業者

http://www.japan-insurance.jp/

112

住生活少額短期保険株式会社

5010601049496 少額短期保険業者

http://www.js-ssi.co.jp/corporate/index.htm

113

株式会社住宅保障共済会

1010401036830 少額短期保険業者

http://www.kyousaikai.co.jp/company/kokyaku.pdf

114

住まいぷらす少額短期保険株式会社

4011701019068 少額短期保険業者

https://www.suma-pula-ssi.co.jp/news/detail69.html

115

セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社

1120001128364 少額短期保険業者

http://www.sjrm-ssi.co.jp/policy4.php

116

セキスイハイム不動産少額短期保険株式会社

5010501036974 少額短期保険業者

http://www.sekifu-ssi.co.jp/company.html

117

全管協少額短期保険株式会社

5010001113209 少額短期保険業者

https://www.zk2.jp/

118

ぜんち共済株式会社

8010001104956 少額短期保険業者

https://www.z-kyosai.com/corp/kanyuu/

119

セント・プラス少額短期保険株式会社

3010001133902 少額短期保険業者

www.saint-plus-ins.co.jp

120

全日ラビー少額短期保険株式会社

2010001159667 少額短期保険業者

http://zrabby.co.jp/information/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e6%9c%ac%e4%bd%8d%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e9%81%8b%e5%96%b6%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e
3%81%a6/

121

株式会社宅建ファミリー共済

1010001108154 少額短期保険業者

http://www.takken-fk.co.jp/policy/customer_oriented.html

122

常口セーフティ少額短期保険株式会社

6430001030385 少額短期保険業者

http://www.safesafe.co.jp/

123

Chubb少額短期保険株式会社

5011001056001 少額短期保険業者

https://www2.chubb.com/chintai-jp/footer/customer-focused.aspx

124

株式会社賃貸少額短期保険

3011101039733 少額短期保険業者

http://www.cjkk.co.jp/

125

東京海上ウエスト少額短期保険株式会社

1120001181628 少額短期保険業者

http://www.twssi.co.jp/information/archives/29

http://www.twssi.co.jp/information/index

126

東京海上ミレア少額短期保険株式会社

9020001046288 少額短期保険業者

http://www.tmssi.co.jp/news/view.php?id=76

http://www.tmssi.co.jp/news/view.php?id=83

127

トライアングル少額短期保険株式会社

6180001091370 少額短期保険業者

https://www.triangle-life.co.jp/

128

日本アニマル倶楽部株式会社

8370001012586 少額短期保険業者

https://www.animalclub.co.jp/companyprofile/お客様本位の業務運営に係る基本方針/

129

日本共済株式会社

1010001098197 少額短期保険業者

https://www.nihonkyosai.com/about/policy.html#topic6

130

日本ワイド少額短期保険株式会社

9290001066714 少額短期保険業者

https://www.japanwide.co.jp/

131

Ｎｅｘｔ少額短期保険株式会社

1010401134114 少額短期保険業者

http://www.next-ssi.co.jp/

http://flex-ins.co.jp/newsrelease/2018/12/27/1936

http://www.japan-insurance.jp/

https://www.z-kyosai.com/corp/kanyuu/
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132

ネットライフ火災少額短期保険株式会社

5370001025608 少額短期保険業者

http://netlifekasai.co.jp/?p=703

133

パーソナル少額短期保険株式会社

7010001173069 少額短期保険業者

https://www.personal-ssi.co.jp/company/fiduciaryduty.html

134

少額短期保険ハウスガード株式会社

9010401111147 少額短期保険業者

http://www.hg-ssi.com/about/customer_first.html

135

東日本少額短期保険株式会社

7370001016448 少額短期保険業者

http://www.hsth.jp

136

株式会社 ビバビーダ メディカルライフ

7021001029680 少額短期保険業者

http://www.vivavida.net

137

ヒューマンライフ少額短期保険株式会社

7010001119939 少額短期保険業者

http://www.humanlife-s.co.jp/news/pdf/honrai.pdf

138

日本費用補償少額短期保険株式会社

8100001016416 少額短期保険業者

http://www.nihiho.co.jp/img/fiduciaryduty.pdf

139

日本ペットプラス少額短期保険株式会社

5010001145251 少額短期保険業者

https://www.nihonpet-plus.co.jp/info/information/2018/post-9.html

140

ふくろう少額短期保険株式会社

9011101056541 少額短期保険業者

https://www.2960owl.jp/news/data/news20180327.pdf

141

富士少額短期保険株式会社

2090001006572 少額短期保険業者

https://www.fujishotan.co.jp/お客様本位の業務運営/

142

プリベント少額短期保険株式会社

6370001021622 少額短期保険業者

http://preventsi.co.jp/

143

プレミア少額短期保険株式会社

3010401095098 少額短期保険業者

http://www.premier-ssi.co.jp/pdf/gyoumu.pdf

144

フローラル共済株式会社

9370001016545 少額短期保険業者

http://www.floral-shoutan.co.jp/pdf/basic_policy.pdf

145

ペッツファースト少額短期保険株式会社

5010801026238 少額短期保険業者

https://pfirst-ins.co.jp/basic-policy.pdf

146

ペット＆ファミリー少額短期保険株式会社

2010001106248 少額短期保険業者

https://www.petfamilyins.co.jp/company/customer_first.html

147

ペットメディカルサポート株式会社

7011001052023 少額短期保険業者

https://pshoken.co.jp/company/customer.html

148

ベル少額短期保険

5290001016615 少額短期保険業者

http://www.bell-shotan.co.jp

149

ホープ少額短期保険

7011001113650 少額短期保険業者

https://www.hope-ins.jp/okyakusama/

150

マスト少額短期保険株式会社

9011001103939 少額短期保険業者

https://www.mastsast.co.jp/information/archives/12

151

まごころ少額短期保険株式会社

9011001055750 少額短期保険業者

https://www.magocoro-ins.com/about/pdf/comp01.pdf

152

みらい少額短期保険株式会社

6011001062832 少額短期保険業者

http://mirai-hoken.co.jp/pdf/180601-houshin.pdf

153

メディカル少額短期保険株式会社

5010001175843 少額短期保険業者

http://www.medical-ssi.co.jp/company.html

154

株式会社メモリード・ライフ

3010001115264 少額短期保険業者

http://www.memoleadlife.co.jp/aboutus/basicpolicy.html

155

USEN少額短期保険株式会社

4010401127271 少額短期保険業者

https://usen-ssi.co.jp/customer_policy.html

156

ユーミーLA少額短期保険株式会社

9370601003042 少額短期保険業者

https://www.la-shotan.com

157

ユニバーサル少額短期保険株式会社

6010001112192 少額短期保険業者

www.u-ssi.co.jp

158

楽天少額短期短期保険株式会社

1010401068139 少額短期保険業者

https://www.rakuten-ssi.co.jp/fiduciary_duty/index.html

159

LASHIC少額短期保険株式会社

7011001058739 少額短期保険業者

https://www.kyousei-net.jp/about_us

160

株式会社リロ少額短期保険

2011101079037 少額短期保険業者

https://www.relo-ssi.jp/fiduciary.html

161

レキオス少額短期保険株式会社

9360001006935 少額短期保険業者

http://www.lequios-ins.co.jp/category/2083601.html

162

ワーカーズ・コレクティブ共済保険会社

6020001092814 少額短期保険業者

http://www.wco-kyousai.com/

163

エムエスティリスクコンサルティング株式会社

7011101023403 保険仲立人

http://www.mstrc.co.jp/about/policy.html

164

共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社

2010001128894 保険仲立人

https://www.kibj.com/company/kokyakuhoni_180125.html

165

銀泉リスクソリューションズ株式会社

1010001014360 保険仲立人

http://ginsen-risk.com/

166

マーシュブローカージャパン株式会社

6011101026002 保険仲立人

https://www.marsh-mbj.com/ja/about-marsh/vision-poilicy/our-policies.html

167

株式会社アイ・エフ・クリエイト

4012801003903 乗合代理店

当社公式サイト
https://www.ifcreate.com/
https://www.ifcreate.com/company/fd_01.html

168

株式会社アイ・ティ・コンサルティング

9120001134933 乗合代理店

http://www.itcstg.jp/fiduciary-duty/index.html

169

株式会社アイピー・ブレイス

4180001111584 乗合代理店

https://www.ipbrace.jp/company/images/FD_sengen.pdf

https://www.ipbrace.jp/company/images/FD_sengen.pdf

170

株式会社アイリックコーポレーション

6010001065944 乗合代理店

http://www.irrc.co.jp/pdf/press407.pdf

http://www.irrc.co.jp/operations/

171

有限会社アウトバーン

7450002004204 乗合代理店

https://www.hokenmonogatari.com/fiduciaryduty/

172

株式会社アスカジャパン

8290001050652 乗合代理店

http://www.askajapan.jp

173

飛鳥住宅（株）

9220001000712 乗合代理店

https://www.asuka-home.com/insurance

https://www.asuka-home.com/insurance

174

株式会社アドバンスクリエイト

9120001073842 乗合代理店

https://www.advancecreate.co.jp/sites/advancecreate.co.jp/files/fiduciary_report_201809.pdf

https://www.advancecreate.co.jp/sites/advancecreate.co.jp/files/fiduciary_report_201809.pdf

175

株式会社アドライフ

2230001016870 乗合代理店

https://ad-life.co.jp/fd/

https://ad-life.co.jp/fd/

176

株式会社アライヴ

7120101053589 乗合代理店

http://alive-ins.co.jp/

http://www.hg-ssi.com/about/images/pdf/customers%20first%20fixing.pdf

http://www.bell-shotan.co.jp

http://mirai-hoken.co.jp/pdf/180601-houshin.pdf

http://www.memoleadlife.co.jp/news/pdf/news_20181201.pdf (PC版）
https://www.memoleadlife.co.jp/sp/news/pdf/news_20181201.pdf （スマートフォン版）

https://www.rakuten-ssi.co.jp/fiduciary_duty/main_action.html

http://www.mstrc.co.jp/about/policy.html

http://ginsen-risk.com/
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177

R&C株式会社

7011001047444 乗合代理店

https://www.randcins.jp/service/declaration/

178

株式会社ＲＫコンサルティング

9010001115977 乗合代理店

https://www.rkinc.co.jp/index.html

179

株式会社アルファコンサルティング

2180001055890 乗合代理店

https://alpha-consul.com/wpcontent/uploads/5cb04cb4da3538b8832870115892d14e.pdf

180

アールワイ保険サービス株式会社

7010001079976 乗合代理店

https://www.ry-ins.co.jp/company/customer.html

181

イオン保険サービス株式会社

9040001013939 乗合代理店

http://www.hokenmarket.net/ais/fiduciary_duty.html

182

株式会社イコールワン

1290001071878 乗合代理店

https://www.equaloneholdings.com/fd

183

いずみライフデザイナーズ㈱

7010401084493 乗合代理店

http://www.izumi-ld.co.jp/news/pdf/newsrelease_20181225a.pdf
https://www.hokenhyakka.com/policy/biz-mng-policy_of_customer-oriented.pdf

184

㈱イデアルライフ

1290801021347 乗合代理店

http://ideal-life.co.jp/management_policy/

185

株式会社イナバプランニングカンパニー

5030003000064 乗合代理店

https://www.inaba-plan.com/user/

186

伊予トータルサービス株式会社

3500001000466 乗合代理店

https://www.iyototal.jp/company/biz-policy/

187

株式会社ウィルクローバー

9030001100416 乗合代理店

http://will-g.jp/FD.html

188

株式会社ウェイグッド

8160001014777 乗合代理店

https://www.waygood.co.jp/bm-policy

189

株式会社ウエノ保険コンサルタント

3220001009998 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ueno-hoken_kouhyou.pdf

190

AIGパートナーズ株式会社

5120001104080 乗合代理店

http://www.f-is.co.jp/policy/fiduciaryduty.html

191

ＨＩＣ株式会社

1011101060914 乗合代理店

http://hanamaruhoken.com/

192

株式会社エージェント

5010401054515 乗合代理店

http://www.a-gent.co.jp/policy/fiduciary/

http://www.a-gent.co.jp/news/509/

193

株式会社エージェントプロ

1290001034001 乗合代理店

https://agentpro.co.jp/

https://agentpro.co.jp/

194

株式会社エイジェントヴィレッジ

1180001068035 乗合代理店

http://agent-v.com/promise/

195

株式会社エコスマート

1010501033174 乗合代理店

http://www.es-g.jp/fd/

196

SBIコネクト株式会社

7010901039468 乗合代理店

https://www.sbiconnect.co.jp/fd_policy/

197

株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ

5140001028716 乗合代理店

http://e-fca.jp/ourselves/fiduciary_duty/

198

株式会社NHS

9010001166780 乗合代理店

https://www.n-h-s.co.jp/

https://www.n-h-s.co.jp/

199

株式会社FFGほけんサービス

8290001074924 乗合代理店

http://www.ffg-hoken.com/

http://www.ffg-hoken.com/

200

株式会社エフケイ

3180001009895 乗合代理店

http://www.efu-kei.co.jp/FD.html

201

株式会社FPG保険サービス

3010001145385 乗合代理店

https://www.fpg.jp/company/policy.html

202

株式会社ＦＰスタジアム

7120001129803 乗合代理店

http://www.fp-stadium.jp

203

株式会社ＦＰデザイン

6122001025636 乗合代理店

https://fp-design.jp/about/fiduciaryduty.html

204

株式会社FPパートナー

8010001129227 乗合代理店

https://fpp.jp/overview/fiduciary/

205

（株）Fプロフェッショナルズ

9150001009001 乗合代理店

http://www.fpro3.com/

206

エムエスティ保険サービス株式会社

5011101036118 乗合代理店

http://www.mst-is.co.jp/

207

大分ファミリー株式会社

4320001000277 乗合代理店

http://www.oitafamily.co.jp/m1_07.html

208

株式会社大鳥ほけん

4040001050425 乗合代理店

https://ootori-hoken.co.jp/customer-first/

209

有限会社 オオフサ

8080102005056 乗合代理店

https://www.hokenyasan.net/p/30/

210

株式会社オネストビジネスコンサルティング

2010001154841 乗合代理店

https://www.honest-bc.co.jp/policy/declaration.html

211

株式会社オフィス第一

6120001083225 乗合代理店

https://www.office-dai1.jp

212

オリックス保険コンサルティング株式会社

3010401102093 乗合代理店

http://www.orix.co.jp/icon/pdf/171225_businesspolicy.pdf

213

株式会社ガイドポストコンサルティング

3080001018774 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/guidepost_kouhyou.pdf

214

株式会社カカクコム・インシュアランス

1010401086479 乗合代理店

https://hoken.kakaku.com/insurance/corporate/fiduciary-duty/

215

株式会社神奈川保険グループ

7020001012903 乗合代理店

http://www.kanagawahoken.co.jp/operation_policy/

216

Gift Your Life株式会社

9011001093180 乗合代理店

https://gyl.jp/pp-2/

217

北栄保険サービス株式会社

7430001010007 乗合代理店

http://www.hokuei-hoken.co.jp/o/o01.pdf

218

株式会社 麒麟

2220001015015 乗合代理店

http://meo.co.jp/privacy/

http://meo.co.jp/privacy/

219

銀泉株式会社

5120001078309 乗合代理店

http://www.ginsen-gr.co.jp/

http://www.ginsen-gr.co.jp/

220

（株）クオリティーオブライフ

3140001047049 乗合代理店

https://www.qol-inc.jp/

221

グッドインシュアランス

2010001182743 乗合代理店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/gis21_kouhyou.pdf

https://www.randcins.jp/service/declaration/

https://alpha-consul.com/wp-content/uploads/848a99966934c763fa52ea6960e9fef0.pdf

http://www.izumi-ld.co.jp/news/pdf/20171226_newsrelease.pdf

http://www.f-is.co.jp/policy/fiduciaryduty.html

https://gyl.jp/pp-2/
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222

株式会社グッドウイン

6011001029864 乗合代理店

http://www.goodwin-net.co.jp/

http://www.goodwin-net.co.jp/

223

株式会社グッドフレンズ

4220001014758 乗合代理店

http://good-friends.jp/content/content02/index.html

http://www.good-friends.jp/content/content06/index.html

224

グローバルアイディアル株式会社

9200001020398 乗合代理店

http://www.global-ideal.com/fiduciary/index.html

225

株式会社グローバル総合保険

4170001012057 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/global_kouhyou.pdf

226

株式会社KRC

9290001003205 乗合代理店

http://krc.krc-g.com/

227

株式会社ＫＦＳライフ設計

9380001026147 乗合代理店

https://kfs-lifedesign.net/fiduciaryduty

228

株式会社ケイトラスト

9080001021095 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ktrust_kouhyou.pdf

229

株式会社ケインズ

5090001010910 乗合代理店

https://hokensoudan-hiroba.com/

230

株式会社 コープエイシス

9140001001462 乗合代理店

https://ck.coop-kobe.net/assis/ins/operationpolicy.html

231

さいたま総合保険サービス株式会社

2030001003575 乗合代理店

http://sai-hoken.co.jp/

232

株式会社三愛

1290801010861 乗合代理店

http://www.sanaijp.com/contents/gyoumuuneitorikumihousin.html

233

三泉トラスト保険サービス（株）

7010001045887 乗合代理店

http://www.sansentrust.jp/about/customer_first.html

234

Ｃ＆Ｆｃｏｍｐａｎｙ株式会社

81400010998830 乗合代理店

235

ＣＳネットワーク株式会社

6040001079280 乗合代理店

http://www.cs-network.biz/
http://www.cs-network.biz/pdf/gyoumhoushin.pdf

236

ジェイアンドエス保険サービス株式会社

2010001064082 乗合代理店

http://www.jands-hoken.co.jp/privacy/policy.html

237

株式会社シズオカエージェントオフィス

7080001012261 乗合代理店

http://www.sao2000.co.jp/publics/index/31/

238

ジャパン・アフィニティ・マーケティング株式会社

1011101034125 乗合代理店

http://www.j-affinity.com/company/about.html

239

ジャパンインシュアランスマネジメント株式会社

4250001004013 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/j-insurance_kouhyou.pdf

240

ＪＸインシュアランス株式会社

4010001133678 乗合代理店

http://www.is.jx-group.co.jp/operation_policy/index.html

241

株式会社Ｊリスクマネージメント

9110001008097 乗合代理店

http://www.j-risk.jp/image/20170629.pdf

242

常陽保険サービス株式会社

2050001001180 乗合代理店

http://www.joyo-ins.co.jp/info/index11.html

243

株式会社SKY FOREST

7080001020082 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/skyforest_kouhyou.pdf

244

株式会社スマイルハートライフ

2010001148348 乗合代理店

http://smileheartlife.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/523/

245

セキスイ保険サービス株式会社

4120001065943 乗合代理店

http://www.sekisui.co.jp/hoken/company/fd/index.html

246

セコム保険サービス株式会社

3011001035964 乗合代理店

https://www.secom-hoken.co.jp/

247

株式会社セブン・フィナンシャルサービス

3010001088493 乗合代理店

https://www.7fin.jp/division/fiduciaryduty.html

248

株式会社セントラルパートナーズ

3200001015775 乗合代理店

http://www.central-partners.co.jp/

249

双日インシュアランス株式会社

9010401021734 乗合代理店

http://www.sojitz-ins.com/policy/operations.html

250

株式会社ソニックジャパン

1120001112574 乗合代理店

http://www.sonicjapan.info/company/policy.html

251

株式会社損害保険見直し本舗

4011001062256 乗合代理店

http://www.is-bang.com/info/declaration.html

252

株式会社タイズトラスト

9120001173262 乗合代理店

http://tt-g.jp/privacy/hoshin.php

253

大和ハウスインシュアランス株式会社

4120001120632 乗合代理店

http://www.daiwahouse-ins.jp/management/index.asp

254

株式会社T.F.K

1010401064212 乗合代理店

http://www.e-tfk.com/index/pdf/fiduciary_duty.pdf

255

立花産業株式会社

5011301004238 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/tachibana-s_kouhyou.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/tachibana-sangyo_kouhyou.pdf

256

株式会社 Do it プランニング

5021001055927 乗合代理店

https://www.doitplanning.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/FDandKPI.pdf

257

東急保険コンサルティング株式会社

6011001037768 乗合代理店

https://www.tokyu-hoken.co.jp/operation_policy.html

258

株式会社東京海上あんしんエージェンシー

4010001080301 乗合代理店

http://tmn-anshin.net/info/managementpolicy.html

259

株式会社トップビジョン１０２

4050001002193 乗合代理店

https://top-vision102.co.jp/fiduciary/index.html

260

豊通保険パートナーズ（株）

2180001056831 乗合代理店

https://www.tip-net.com/fiduciary

261

なかつじ保険事務所（中逵祥浩）

262

株式会社NiCS

1011101084830 乗合代理店

https://nics-gp.co.jp/houshin2/index.html

263

ニッセイ保険エージェンシー株式会社

5010001005892 乗合代理店

http://www.nissay-ia.co.jp/customer2.html

264

株式会社 ニッセンライフ

9130001027789 乗合代理店

https://www.nissen-life.co.jp/corporate/fiduciary_duty/

265

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

1011101060955 乗合代理店

http://www.newton-fc.com/docs/declaration-to-have-strong-support.pdf

266

株式会社ネオライフプランニング

5180001049254 乗合代理店

http://www.neolife.co.jp/fd_declaration/

乗合代理店

https://ck.coop-kobe.net/assis/ins/operationpolicy.html

http://candf.co.jp

http://candf.co.jp

http://www.sekisui.co.jp/hoken/company/fd/index.html

http://www.e-tfk.com/company/announcement.html

https://www.doitplanning.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/FDandKPI.pdf

www.nakatsuji-hoken.jp/
https://nics-gp.co.jp/news/20190326.html
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267

株式会社ノーダス

2120001118901 乗合代理店

https://www.nodus.co.jp/company/fiduciaryduty.html

https://www.nodus.co.jp/company/fd_kpi.pdf

268

ノバリ株式会社

2010001082844 乗合代理店

https://www.novari.co.jp/policy/customer.html

https://www.novari.co.jp/policy/customer/index.html

269

パナソニック保険サービス株式会社

9120001158214 乗合代理店

https://panasonic.co.jp/pisj/info/info05.html

https://panasonic.co.jp/pisj/info/info05_kpi.html

270

株式会社バリュー・エージェント

9010001096508 乗合代理店

https://www.value-agent.co.jp/fiduciary/

271

有限会社ビーフォーユー

9350002014021 乗合代理店

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/beforyou_kouhyou.pdf

272

株式会社 ビッグベル

6011801018026 乗合代理店

https://big-bell.co.jp/fd/

273

ヒューリック保険サービス株式会社

2010501030625 乗合代理店

https://www.hulichs.co.jp/compliance/compliance_02.html

274

株式会社広島アクションサービス

8240001009091 乗合代理店

http://hiroshima-a-s.jp/fiduciary.html

275

ファイナンシャルアライアンス株式会社

5010401062121 乗合代理店

https://www.fa-a.co.jp/company_info/operationpolicy

276

ファイナンシャル・ジャパン株式会社

5010701027617 乗合代理店

https://financialjapan.jp/policy/fiduciaryduty.html

277

株式会社ファーストプレイス

9010401050072 乗合代理店

https://www.firstplace.co.jp/fiduciary/

278

株式会社フィックス.ジャパン

2010001089328 乗合代理店

http://fics.jp/company/philosophy/

279

プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社

8010701021212 乗合代理店

http://www.pg-agency.co.jp/fiduciary-duty/

280

プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社

6010001101138 乗合代理店

https://www.pjfs.co.jp/managementPolicy/

281

ブロードマインド株式会社

6011001066916 乗合代理店

http://www.b-minded.com/assets/pdf/news/20170901-01.pdf

282

株式会社 プロバイド

1120101053875 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/provide_kouhyou.pdf

283

ホカニナイ株式会社

284

株式会社 朋栄

3020001028804 乗合代理店

http://www.hoei-hoken.co.jp/hoei_01-3.html

285

株式会社保研オフィス

8120101023500 乗合代理店

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/hoken-office_kouhyou.pdf

286

株式会社保険ステーション

6010001072874 乗合代理店

https://www.hoken-station.co.jp/good-company/

287

ほけん選科株式会社

1360001016561 乗合代理店

http://www.hokenfp.com/app/webroot/asset_formation/policy

288

株式会社保険相談センター

6180001051820 乗合代理店

http://hoken-sc.com/fiduciary

289

株式会社保険デザイン

5120001132189 乗合代理店

http://www.hokendesign.co.jp/info/management-policy.html
http://www.hokendesign.jp/info/management-policy.html

http://www.hokendesign.co.jp/info/management-policy.html
http://www.hokendesign.jp/info/management-policy.html

290

株式会社ほけんのぜんぶ

6013301023365 乗合代理店

http://hoken-all.co.jp/utility/cs_policy.html

https://hoken-all.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/6d8a0e796d1115ef988b0c0d1f17cdfc.pdf

291

株式会社ほけんの１１０番

5290001039715 乗合代理店

https://www.e-hoken110.com/information/fiduciaryduty.html

https://www.e-hoken110.com/news/press/166.html

292

ほけんの窓口グループ株式会社

8011001047006 乗合代理店

http://www.hokennomadoguchi.co.jp/idea/

http://www.hokennomadoguchi.co.jp/idea/

293

株式会社保険ひろば

7250001013481 乗合代理店

http://www.hoken-hiroba.com/pc/fiduciary.html

http://www.hoken-hiroba.com/img/enquete/2018_fiduciary.pdf

294

株式会社保険見直し本舗

1011001062201 乗合代理店

http://www.hokepon.com/info/news/company/11078/

295

北海道建物株式会社

8430001022273 乗合代理店

http://www.do-tate.co.jp

296

株式会社ホロスプランニング

1130001023580 乗合代理店

https://www.holos.jp/fiduciary/

297

マーシュジャパン株式会社

4011101026111 乗合代理店

https://www.marsh.com/jp/ja/about-marsh/vision-poilicy/our-policies.html

298

マイコミュニケーション株式会社

9180001061494 乗合代理店

https://www.hoholine.com/fiduciary_duty

299

有限会社松田商店

6080402007539 乗合代理店

https://hoken.lifesalon.jp/salons/cyubu/fc_hamamatsu-chuo/fc_hamamatsu-chuo_info_sp/31081/

300

丸紅セーフネット株式会社

6010001029486 乗合代理店

http://www.m-inc.co.jp/

301

株式会社三生オンユー・インシュアランス・マネジメント

9010001013454 乗合代理店

http://www.onyu.co.jp/duty.html

http://www.onyu.co.jp/img/image/contents/shihyo.pdf

302

みつばち保険グループ株式会社

5013301027045 乗合代理店

http://mitsubachihoken.com/policy/

https://mitsubachihoken.com/policy/

303

株式会社みらいデザインパートナーズ

4230001016737 乗合代理店

http://www.mirai-dp.net/policy.html

304

株式会社吉野エージェンシー

5080101004367 乗合代理店

https://www.yoshinoag.co.jp/company/fiduciary-duty

https://www.yoshinoag.co.jp/information/3553

305

株式会社ライフアシスト

8110001010608 乗合代理店

https://www.life-assist.jp/fiduciary_duty/

https://www.life-assist.jp/fiduciary_duty/

306

株式会社ライフィ

5010401063854 乗合代理店

http://lify.co.jp/お客様本位の業務運営に関する方針/

307

株式会社ライフコミュニケーション

3160001011044 乗合代理店

www.life-communication.com/

308

株式会社ライフサロン

9010001108064 乗合代理店

https://hoken.lifesalon.jp/topics/30802/

https://hoken.lifesalon.jp/topics/30804/

309

株式会社ライフステーション

6012801004395 乗合代理店

http://life-st.co.jp/fd-life

http://life-st.co.jp/fd-life

310

ライフ ナビ パートナーズ株式会社

3011501014906 乗合代理店

http://www.lifenavipartners.co.jp/

311

株式会社ライフプラザパートナーズ

6011001057262 乗合代理店

http://www.lifeplaza.co.jp/blocks/index/00200

310002008943 乗合代理店

https://www.fa-a.co.jp/company_info/operationpolicy

http://fics.jp/okyakusama/

http://www.b-minded.com/news.html

https://196816.co.jp/fiduciary_duty.html

https://www.hoken-station.co.jp/kpi/

https://www.holos.jp/upimages/information0592_1.pdf?rand=589993942

https://all-in-one-cms.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/www.lifeplaza.co.jp/files/2018-06-29_02.pdf
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312

ライフマイスター株式会社

9180001102067 乗合代理店

http://www.lifemeister.com/images/concept/fd_declare_2.pdf

313

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

5010701012585 乗合代理店

https://www.rml.co.jp/r_m_l/privacy/fiduciary-duty.html

314

リブラス株式会社

2460101004034 乗合代理店

https://livelus.co.jp/fd/

315

リライアブル・ライフ・インシュアランス株式会社

3220001019007 乗合代理店

http://www.reliable-life.com/operation/ins/gyoumu.html

316

株式会社Liv.Design

5180001106897 乗合代理店

http://www.liv-design.jp/policy/index4.html

317

株式会社リンクス

8310001004250 乗合代理店

https://www.rincs1998.co.jp/administration/

318

株式会社ＬＯＴＥ(ＬＯＴＥグループ)

5011101060398 乗合代理店

http://www.lote.jp/fiduciaryduty.html

319

株式会社ワイエムライフプランニング

3250001016050 乗合代理店

http://www.ymlp.co.jp/company.html#fiduciary-duty

320

株式会社ワンダフルライフ

8020001091888 乗合代理店

http://w-life.co/hoshin/

321

エスティ保険サービス株式会社

4011101037983 損害保険代理店

http://www.sthoken.com/policy.html

322

三泉商事株式会社

6190001014982 損害保険代理店

http://www.sansen-s.co.jp/

323

有限会社ＴＮ保険ひろば

3320002009343 損害保険代理店

http://ins-hiroba.com/

324

アフラック保険サービス株式会社

8011101034572 生命保険募集人

http://www.afis.co.jp/company/fiduciary.html

325

いしだ保険事務所

生命保険募集人

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ishida-hoken_kouhyou.pdf

326

不破保険

生命保険募集人

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/fuwa-hoken_kouhyou.pdf

327

株式会社ユニバーサルファミリー

5011201005716 生命保険募集人

http://www.lifemeister.com/images/index/pdf/seika-kpi.pdf

https://livelus.co.jp/fd/

http://www.ymlp.co.jp/uploads/files/2018_fiduciary.pdf

http://ins-hiroba.com/

http://www.universal-family.co.jp/

（注１）上記リストは、「取組方針」の公表を行った金融事業者から金融庁に提供された情報を基に作成したものであり、それぞれのリンクに掲載されている情報を含め、金融庁がその内容を保証するものではない。
（注２）掲載順は、「小分類」ごとに整理したうえで、五十音順としている。
（注３）URLについては、リスト作成の技術上リンク先に飛ばない事業者もあることをご了承ください。
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金融商品取引業者等
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

取組方針

自主的KPI

共通KPI

618

158

53

1

アーク証券株式会社

5010001035460 第一種金商業者

2

RBCｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｹｯﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

2700150004488 第一種金商業者

https://www.rbccm.com/assets/rbccm/docs/jp/rbctky2.pdf

3

あい証券株式会社

9010401057968 第一種金商業者

http://cn.isec.jp/resource/2009/05/okyakusamahonninogyoumuunneinikannsuruhoushin2.pdf

4

IS証券株式会社

2010001107097 第一種金商業者

http://www.is-sec.co.jp/policy/co.html

5

相生証券株式会社

8140001039636 第一種金商業者

http://www.aioi-sec.com/pdf/okyakusamahoni170929.pdf

6

ICAP東短証券株式会社

5010001129072 第一種金商業者

店頭設置。

7

藍澤證券株式会社

5010001036574 第一種金商業者

http://www.aizawa.co.jp/company/fiduciary/index.html

8

株式会社アイネット証券

5010001086256 第一種金商業者

https://inet-sec.co.jp/company/cs-policy.jsp

http://www.ark-sec.co.jp/pdf/20170630.pdf

http://www.is-sec.co.jp/policy/co.html

https://www.aizawa.co.jp/company/fiduciary/kpi.html

9

アヴァトレード・ジャパン株式会社

2010401081157 第一種金商業者

http://www.avatrade.co.jp/compliance/customer/

10

あおぞら証券株式会社

4010401074415 第一種金商業者

http://www.aozora-sec.co.jp/basic_policy/

11

あかつき証券株式会社

9010001042585 第一種金商業者

http://www.akatsuki-sc.com/compliance/cs_policy/

12

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

4010401061149 第一種金商業者

https://www.axa-im.co.jp/ja/c/document_library/get_file?uuid=542edf19-8267-442f-8698-fa93a4654b25&groupId=11308&roleIds=10138-10139-10143-10141

13

阿波証券株式会社

3480001000080 第一種金商業者

http://www.pawa.co.jp/policies/customeroriented.html

http://www.pawa.co.jp/news/2018/06/26/000056.html

14

安藤証券株式会社

4180001033886 第一種金商業者

http://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.html

http://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.html

http://www.ando-sec.co.jp/investment-trust/fund_kpi/fund_kpi_2018.html

15

EZインベスト証券株式会社

2010001092422 第一種金商業者

https://www.ezinvest-sec.jp/ClientOrientedBusiness

16

eワラント証券株式会社

9010401088237 第一種金商業者

https://www.ewarrant.co.jp/corp/fiduciary/

17

池田泉州ＴＴ証券株式会社

7120001175343 第一種金商業者

http://www.sittsec.co.jp/fiduciary.html

http://www.sittsec.co.jp/images/fiduciary/kpi.pdf

http://www.sittsec.co.jp/images/fiduciary/kpi.pdf

18

石動証券株式会社

3230001008933 第一種金商業者

http://www.isurugi-sec.co.jp/home/honni

19

https://www.ichiyoshi.co.jp/cust/05

https://www.ichiyoshi.co.jp/cust/06

http://www.iwaicosmo.co.jp/corporate/article/fiduciary/

http://www.iwaicosmo.co.jp/corporate/article/fiduciary/

いちよし証券株式会社

7010001036845 第一種金商業者

https://www.ichiyoshi.co.jp/cust

20

今村証券株式会社

9220001001223 第一種金商業者

http://www.imamura.jp/guide/cs_policy.html

21

岩井コスモ証券株式会社

5120001077418 第一種金商業者

http://www.iwaicosmo.co.jp/corporate/article/fiduciary/

22

インヴァスト証券株式会社

4010401068672 第一種金商業者

http://www.invast.jp/legal/cs_policy.html

23

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社

4010001100892 第一種金商業者

https://www.interactivebrokers.co.jp/download/ibsj/JP-customer-oriented-business-policies.pdf

24

ヴァンテージ・キャピタル・マーケッツ・ジャパン株式会社

8010401121758 第一種金商業者

http://vcmjp-newweb.s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com/pdfs/お客様本位の業務運営方針.pdf

25

株式会社上田トラディション証券

2010401081058 第一種金商業者

http://uts.traditionasia.com/assets/document/operationpolicy.pdf

26

上田八木証券株式会社

3010001108516 第一種金商業者

http://www.uedayagi-sec.co.jp/sub_19fiduciaryduty.html

27

ウェルスナビ株式会社

3010001167611 第一種金商業者

https://www.wealthnavi.com/fiduciaryduty

28

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社

2010001109218 第一種金商業者

http://images.newsletters.wellsfargointernational.com/Web/WellsFargoInternational/%7B549005fe-d312-4456-8403-c7288d8b1f3c%7D_51915011WFSJapan(Nov17).pdf?elqTrackId=a6e7a14e22084745b4699566005f1df4&elqaid=924&elqat=2

29

エアーズシー証券株式会社

2010001086531 第一種金商業者

http://www.airssea.co.jp/policy/customer.html

30

エイチ・エス証券株式会社

3011101043198 第一種金商業者

https://www.hs-sec.co.jp/hs/fiduciary.htm

31

ｴｲﾁ･ｴｽ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

7700150003601 第一種金商業者

（日）https://www.hsbc.co.jp/ja-jp/hsbc-securities-legal-information
（英）https://www.hsbc.co.jp/en-gb/hsbc-securities-legal-information

32

永和証券株式会社

7120001077366 第一種金商業者

http://www.eiwa-sec.co.jp/customer_first.html

33

ANZ証券株式会社

8010001183182 第一種金商業者

http://www.anz.co.jp/policy/s_policy/

34

株式会社ＡＦＴ

9011101038358 第一種金商業者

http://www.aft.co.jp/aft/policy/

35

エース証券株式会社

5120001077368 第一種金商業者

http://www.ace-sec.co.jp/aceinfo/ace_fiduciary.html

36

エービーエヌ･アムロ･クリアリング証券株式会社

7010401069874 第一種金商業者

https://www.abnamroclearing.com/en/what-we-do/regulations-and-disclosures/asia-pacific/index.html

37

エキサイトワン株式会社

6010401091251 第一種金商業者

https://arena-fx.co.jp/cspolicy.php

38

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

7010001125714 第一種金商業者

39

SBI FXトレード株式会社

2010401096907 第一種金商業者

40

ＳＢＩジャパンネクスト証券株式会社

2010001139289 第一種金商業者

http://ja.japannext.co.jp/pub_data/jnx_policy/business_directive_ja.pdf

https://www.hs-sec.co.jp/hs/fiduciary_kpi.htm

http://www.ace-sec.co.jp/aceinfo/ace_fiduciary_kpi.html

http://www.ace-sec.co.jp/aceinfo/ace_fiduciary_common.html

http://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html

http://www.smbcnikko.co.jp/customer/index.html

http://www.smfg.co.jp/customer/pdf/20180921_torikumi.pdf

https://www.sbifxt.co.jp/company/fiduciary_duty.html

https://www.sbifxt.co.jp/company/fiduciary_duty_kpi_2017.html
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41

株式会社SBI証券

3010401049814 第一種金商業者

https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=cor https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=cor https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=cor
porate&dir=corporate&file=home_fiduciaryduty.html
porate&dir=corporate&file=home_fiduciaryduty_02.html
porate&dir=corporate&file=home_fiduciaryduty_02.html

42

ＳＢＩプライム証券株式会社

3010401133031 第一種金商業者

http://sbiprime.com/#showlink

43

エスピーシー証券株式会社

1010001072235 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/spcs_kouhyou.pdf

44

愛媛証券株式会社

8500001005782 第一種金商業者

http://www.ehime-sc.co.jp/customer/#houshin

45

株式会社ＦＸトレード・フィナンシャル

8010401062465 第一種金商業者

http://www.fxtrade.co.jp/corporate/cs_policy

46

株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ

3011001049147 第一種金商業者

https://www.fxprime.com/notice/fiduciaryduty.html

47

株式会社FXブロードネット

6010001113323 第一種金商業者

https://www.fxbroadnet.com/customer_policy.jsp

48

ＦＦＧ証券株式会社

2290001010521 第一種金商業者

http://www.ffg-sec.co.jp/company/#customerfirst

49

ＦＰＬ証券株式会社

6011401018319 第一種金商業者

https://www.fpl-sec.co.jp/customer-first-policy.html

50

株式会社ＦＰＧ証券

8010401054347 第一種金商業者

http://www.fpg.jp/company/policy.html

51

EVOLUTION JAPAN証券株式会社

2011001041856 第一種金商業者

http://www.evofinancialgroup.com/ejam/wpcontent/uploads/2018/03/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9
%E9%87%9D.pdf

52

ＭＣＰアセット・マネジメント株式会社

3010001136277 第一種金商業者

http://www.mcp-am.jp/fiduciary_duty/

53

OANDAJapan株式会社

4010001122945 第一種金商業者

https://www.oanda.jp/customerfirst.php

54

岡三証券株式会社

5010001082560 第一種金商業者

55

岡三オンライン証券株式会社

2010001097479 第一種金商業者

56

岡三にいがた証券株式会社

8110001023502 第一種金商業者

https://www.okasan-niigata.co.jp/fiduciary/

57

岡地証券株式会社

5180001034941 第一種金商業者

http://www.okachi-sec.co.jp/fiduciaryduty_policy/

58

株式会社お金のデザイン

2010001155055 第一種金商業者

https://www.money-design.com/policy/fiduciary

59

岡安証券株式会社

2120001077379 第一種金商業者

http://www.okayasu-sec.co.jp/important/pdf/okyakusama_hon-i_gyoumu_torikumi.pdf

60

岡安商事株式会社

2120001136572 第一種金商業者

http://www.okayasu-shoji.co.jp/corp_09/fiduciaryduty.htm

61

おきぎん証券株式会社

4360001000348 第一種金商業者

http://www.okigin-sec.co.jp/financial/fiduciary

62

株式会社外為オンライン

5010001110692 第一種金商業者

https://www.gaitameonline.com/customer.jsp

63

株式会社外為どっとコム

7010401052335 第一種金商業者

http://www.gaitame.com/company/management.html

https://www.gaitame.com/company/management.html#gyoumu

64

外為ファイネスト株式会社

2010001063860 第一種金商業者

http://www.gaitamefinest.com/customer_first_policy.php

http://www.gaitamefinest.com/customer_first_policy.php

65

香川証券株式会社

7470001000210 第一種金商業者

http://www.kagawa-sc.co.jp/compliance/customer/

66

カネツFX証券株式会社

7010001121795 第一種金商業者

http://www.kanetsufx.co.jp/kaisha/fiduciary.htm

67

カブドットコム証券株式会社

5010001066670 第一種金商業者

https://kabu.com/company/policy/fiduciary.html

https://kabu.com/company/policy/fiduciary.html
https://kabu.com/pdf/Eikpdf/info/fiduciary.pdf

68

木村証券株式会社

6180001035443 第一種金商業者

http://www.kimurasec.co.jp/fiduciaryduty.html

http://www.kimurasec.co.jp/fiduciaryduty.html

69

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

2010001067085 第一種金商業者

http://www.capital.co.jp/jp/company/cs_policy.html

http://www.capital.co.jp/jp/company/cs_report.html

70

キャンターフィッツジェラルド証券株式会社

3010401135127 第一種金商業者

http://www.cantor.com/global/asia/japan-eng/client-oriented-business-conduct-policy/

71

九州ＦＧ証券株式会社

7330001024198 第一種金商業者

https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/download/pdf?fileNo=38&backF = 1

72

京銀証券株式会社

5130001058417 第一種金商業者

https://www.kyogin-sec.co.jp/basic_policy.html

73

共和証券株式会社

8010001041456 第一種金商業者

http://www.kyowa-sec.co.jp/fiduciaryduty.html

74

極東証券株式会社

2010001041478 第一種金商業者

http://www.kyokuto-sec.co.jp/files/okyakusamahoni.pdf

http://www.kyokuto-sec.co.jp/files/okyakusamahoni_kpi.pdf

75

グリｰンズレッジ・アジア・リミテッド

5700150004114 第一種金商業者

http://www.greensledgeasia.com/uploads/galokyakusamahoni2018.pdf

http://www.greensledgeasia.com/our-business/select-transactions/

76

クリエイトジャパン株式会社

5010001141300 第一種金商業者

http://www.create-japan.co.jp/contents/inportance/i12.html

77

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ

2700150004595 第一種金商業者

http://www.ca-cib.co.jp/group/basicpolicy.html

78

クレディ･スイス証券株式会社

2010401059260 第一種金商業者

https://www.credit-suisse.com/corporate/ja/customer-oriented-business.html

https://www.credit-suisse.com/corporate/ja/customer-oriented-business/kpi-pb.html

79

ぐんぎん証券株式会社

6070001031858 第一種金商業者

http://www.gunginsec.co.jp/news/pdf/20170628.pdf

http://www.gunginsec.co.jp/news/pdf/20180629.pdf

http://www.gunginsec.co.jp/news/pdf/20190131.pdf

80

株式会社KKRキャピタル・マーケッツ

5010001112318 第一種金商業者

http://www.kkr.com/_files/pdf/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%A
B%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf

81

ごうぎん証券株式会社

7280001006887 第一種金商業者

http://www.goginsec.co.jp/pdf/fdtorikumi.pdf

http://www.goginsec.co.jp/pdf/20181115.pdf

http://www.goginsec.co.jp/pdf/20181115.pdf

82

光世証券株式会社

6120001077409 第一種金商業者

https://www.kosei.co.jp/company/fiduciary.html

83

ＫОＹО証券株式会社

9010001069629 第一種金商業者

http://www.koyo-sec.co.jp/policy/customer_first.php

http://www.koyo-sec.co.jp/pdf/document/customer_first_result.pdf

84

ゴールドマン・サックス証券株式会社

9010401059056 第一種金商業者

https://www.goldmansachs.com/japan/who-we-are/business-standards/business-principles-in-japan-/index.html

https://www.goldmansachs.com/japan/who-we-are/business-standards/business-principles-in-japan-/progress-report20181212.pdf

85

寿証券株式会社

7180001035954 第一種金商業者

http://www.kotobuki-sec.co.jp/policies.html

http://www.ffg-sec.co.jp/company/#customerfirst

http://www.ffg-sec.co.jp/company/#customerfirst

http://www.okasan.co.jp/fiduciary.html

http://www.okasan.co.jp/fiduciary.html

http://www.okasan.co.jp/fiduciary.html

https://www.okasan-online.co.jp/policy/fiduciary.html

https://www.okasan-online.co.jp/policy/fiduciary.html

https://www.okasan-online.co.jp/policy/fiduciary.html

http://www.okigin-sec.co.jp/financial/fiduciary

https://kabu.com/company/policy/kpi_disclosure/201803.html

https://www.kyogin-sec.co.jp/com/pdf/kpi.pdf
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86

サクソバンク証券株式会社

8010401082810 第一種金商業者

https://www.home.saxo/ja-jp/legal/sales-policy-customer-first/saxo-sales-policy-customer-first

87

篠山証券株式会社

3140001041720 第一種金商業者

http://sasayama-sec.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/58d0af4a9c95c1a12ec6acf865b42f6a-1.pdf

88

SAMURAI証券株式会社

6010401097182 第一種金商業者

http://sajp-sec.co.jp/businessoperation.html

89

三縁証券株式会社

7180001090446 第一種金商業者

http://www.sanen-sec.co.jp/fiduciary.html

90

三京証券株式会社

1010001133846 第一種金商業者

http://www.sankyo-sec.co.jp/cspolicy.html

91

三晃証券株式会社

1011001017097 第一種金商業者

http://www.sanko-sec.co.jp/fiduciary/

92

サンワード貿易株式会社

1011101061516 第一種金商業者

http://www.sunward-t.co.jp/policy/policy18.html

93

ｼｰ･ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾏｰｹｯﾂ（ｼﾞｬﾊﾟﾝ）ｲﾝｸ

9700150000134 第一種金商業者

店頭設置。

94

GMOクリック証券株式会社

4011001045946 第一種金商業者

https://www.click-sec.com/corp/info/fiduciary/

95

JFX株式会社

1010001123038 第一種金商業者

http://www.jfx.co.jp/category/company/customer.html

96

ＪＰアセット証券株式会社

6010001131671 第一種金商業者

http://www.j-pa.co.jp/houshin/

97

JPモルガン証券株式会社

6010001095702 第一種金商業者

http://www.jpmorgan.co.jp/jpmpdf/1320738158682.pdf

98

ジェイ・ボンド東短証券株式会社

5010001139716 第一種金商業者

http://www.jbond.co.jp/kokyaku-houshin.pdf

99

ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド（証券会社）

6700150000921 第一種金商業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/jefferies__kouhyou.pdf

100

四国アライアンス証券株式会社

4500001000003 第一種金商業者

http://www.iyobank.co.jp/library/new/press/17-064.pdf

101

静岡東海証券株式会社

2080001002829 第一種金商業者

http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/policy/#1000

102

静銀ティーエム証券株式会社

4080001005788 第一種金商業者

http://www.shizugintm.co.jp/policy/kodokeikaku.html

http://www.shizugintm.co.jp/policy/kodokeikaku.html

103

七十七証券株式会社

1370001040057 第一種金商業者

https://www.77sec.co.jp/showimage/pdf?fileNo=36

https://www.77sec.co.jp/showimage/pdf?fileNo=60

104

シティグループ証券株式会社

7010001113388 第一種金商業者

http://www.citigroup.jp/jp/about/disclosures/pdf/policy_for_client_orietnted_business_conduct_j_0629.pdf

105

島大証券株式会社

4230001001235 第一種金商業者

http://shimadai.com/common/images/policy/FD_201709.pdf

106

株式会社証券ジャパン

1010001057418 第一種金商業者

http://www.secjp.co.jp/corporate/policy/fiduciary/

107

上光証券株式会社

6430001007813 第一種金商業者

http://jyokoshoken.co.jp/gyomuuneihoshin

108

荘内証券株式会社

1390001006312 第一種金商業者

https://www.shonaisc.co.jp/uneihoushin/

109

新大垣証券株式会社

6200001013677 第一種金商業者

http://www.shin-ogaki.co.jp/pdf/kokyaku.pdf

110

しんきん証券株式会社

1010001046305 第一種金商業者

http://www.shinkinsec.jp/policy/torikumi.html

111

株式会社しん証券さかもと

3220001002994 第一種金商業者

http://shin-sec-sakamoto.jp/app-def/S-102/contents/?page_id=2840

112

新生証券株式会社

7010001078565 第一種金商業者

http://www.shinsei-sec.co.jp/policy4/index.html

113

新林証券株式会社

9230001001222 第一種金商業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/shinbayashi_kouhyou.pdf

114

スーパーファンド・ジャパン株式会社

8010001096211 第一種金商業者

http://www.superfund.co.jp/HP11/SF_Content.aspx?disclaimer=ok?menu=5&sub=8&id=195

115

スコシア・セキュリティーズ・アジア・リミテッド

4700150000980 第一種金商業者

http://www.scotiasecurities.jpn.scotiabank.com/pdf/Japan_4.10.18_20180322.pdf

116

スターツ証券株式会社

4011701004276 第一種金商業者

https://www.starts-sc.com/privacy/detail12.html

117

スタンダードチャータード証券株式会社

8010001170008 第一種金商業者

https://www.sc.com/jp/scsj/legal/fiduciary-duty-policy.html

118

セントラル短資FX株式会社

9010401073057 第一種金商業者

http://www.central-tanshifx.com/company/attitude/fiduciary-duty

119

セントラル東短証券株式会社

7010001053279 第一種金商業者

http://www.ctsec.co.jp/doc/fiduciary.pdf

120

セントレード証券株式会社

3010001093163 第一種金商業者

http://www.centrade.co.jp/sec/company/pdf/policy2.pdf

121

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

4010401068862 第一種金商業者

https://www.societegenerale.asia/jp/disclosure-information/sec/sec-policy-for-customer-oriented-business-conduct/

122

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社

3011101027812 第一種金商業者

http://www.sjnk-dc.co.jp/~/media/sjnkdc/files/news/20170928.pdf

123

大熊本証券株式会社

7330001002724 第一種金商業者

http://www.daikumamoto.co.jp/compliance/images/operational_basic_policy.pdf

124

株式会社だいこう証券ビジネス

1010001139323 第一種金商業者

https://www.daiko-sb.co.jp/fiduciaryduty/index.html

125

第四証券株式会社

7110001023107 第一種金商業者

https://www.daishi-sec.co.jp/policy/fiduciary.html

126

大山日ノ丸証券株式会社

1270001000442 第一種金商業者

https://www.daisenhinomaru.co.jp/compliance/img/fiduciary.pdf

127

大万証券株式会社

8180001037553 第一種金商業者

http://www.daiman.co.jp

128

大和証券株式会社

9010001063235 第一種金商業者

129

髙木証券株式会社

4120001059656 第一種金商業者

130

竹松証券株式会社

4220001004081 第一種金商業者

http://www.takematsu.jp/cat5/cat/post_35.html

http://sasayama-sec.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/aa38a1911e603e587c6d70b71a048604.pdf

https://www.click-sec.com/corp/info/fiduciary/

http://www.j-pa.co.jp//houshin/

http://www.secjp.co.jp/data/KPI20180626.pdf

http://www.shizugintm.co.jp/policy/kodokeikaku.html

http://www.secjp.co.jp/data/KPI20181122.pdf

http://www.shinkinsec.jp/policy/pdf/20180615_01.pdf

https://www.societegenerale.asia/fileadmin/user_upload/Societe_Generale_websites/Asia/Japan/JP/1._PDF/SGKK_Disclosu
re_Information/KPI20180627_JPN.pdf

https://www.daishi-sec.co.jp/policy/fiduciary.html

https://www.daishi-sec.co.jp/policy/fiduciary.html

http://www.daiwa.jp/policy/fiduciary.html

http://www.daiwa.jp/policy/fiduciary_example.html

http://www.daiwa.jp/policy/fiduciary_kpi.html

https://www.takagi-sec.co.jp/fiduciary-duty.html

https://www.takagi-sec.co.jp/information/pdf/KPInokouhyou.pdf

https://www.takagi-sec.co.jp/information/pdf/kyoutukpi.pdf
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131

立花証券株式会社

7010001049582 第一種金商業者

132

田原証券株式会社

9180301007726 第一種金商業者

http://tahara-sec.co.jp/gyomuunei.pdf

133

タレットプレボンETP株式会社

2010401057594 第一種金商業者

https://www.tullettprebon.com/Documents/tpJapan/お客様本位の業務運営を実現するための方針.pdf

134

ちばぎん証券株式会社

4040001034601 第一種金商業者

http://www.chibagin-sec.co.jp/info/fiduciary.html

135

チャイエックス・ジャパン株式会社

8010401080962 第一種金商業者

https://www.chi-x.co.jp/legal-policy/policy-1/

136

中銀証券株式会社

3260001012197 第一種金商業者

http://www.chugin-sec.jp/images/pdfs/fiduciaryduty.pdf

137

頭川証券株式会社

2230001010485 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/zukawa_kouhyou.pdf

138

tsumiki証券株式会社

3011201020444 第一種金商業者

https://www.tsumiki-sec.com/company/anshin/

139

株式会社DMM.com証券

7010001105352 第一種金商業者

https://securities.dmm.com/service_policy/

140

DBS証券株式会社

1010001174849 第一種金商業者

https://www.dbs.com/jp/securities/default.page

141

DBJ証券株式会社

5010401036496 第一種金商業者

http://www.dbj-sec.jp/information/business-conduct-policy.html

142

デューカスコピー・ジャパン株式会社

3010401095833 第一種金商業者

https://www.dukascopy.jp/about/company/fiduciary-duty/

143

ドイツ証券株式会社

7010001094546 第一種金商業者

https://japan.db.com/jp/content/fiduciary_duty_dbtokyo_dsi.html

https://japan.db.com/jp/content/fiduciary_duty_dbtokyo_dsi.html

144

東海東京証券株式会社

5180001088789 第一種金商業者

http://www.tokaitokyo.co.jp/policy/fiduciary_duty.html

http://www.tokaitokyo.co.jp/policy/kpi.html

145

東岳証券株式会社

1010001088396 第一種金商業者

http://www.easthillfx.co.jp/jp/about_14.asp

146

東郷証券株式会社

3011101037679 第一種金商業者

https://mypage.togo-sec.co.jp/docs/fiduciary_duty.pdf

147

東短ICAP株式会社

4010001070839 第一種金商業者

http://www.totanicap.com/お客様本位の業務運営に関する方針.pdf

148

東武証券株式会社

7030001052139 第一種金商業者

http://www.tobusec.jp/news/%e3%80%8c%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e6%9c%ac%e4%bd%8d%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8e%9f%e5%89%87%e3
%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

149

とうほう証券株式会社

5380001025912 第一種金商業者

http://toho-sec.co.jp/guide/abt_cmp_fiduciary.html

150

東洋証券株式会社

7010001051893 第一種金商業者

http://www.toyo-sec.co.jp/fiduciary_duty/index.html

151

徳島合同証券株式会社

6480001001407 第一種金商業者

http://www.tg-sec.co.jp/longterm.html

152

とちぎんＴＴ証券株式会社

5060001000039 第一種金商業者

http://www.tochigintt.co.jp/img/pdf/201810okyakusama_footer.pdf

153

富岡証券株式会社

2070001011847 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/tomioka_kouhyou.pdf

154

トレイダーズ証券株式会社

8010401061351 第一種金商業者

http://www.traderssec.com/policy/fiduciary/

155

内藤証券株式会社

7120001077507 第一種金商業者

http://www.naito-sec.co.jp/company/fiduciary_duty.html

156

長野證券株式会社

6100001000553 第一種金商業者

https://naganosec.co.jp/customer/

157

中原証券株式会社

5010001052745 第一種金商業者

http://www.nakahara-sec.co.jp/service/duty.htm

158

ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・ジャパン・リミ
テッド（証券）

6700150000005 第一種金商業者

https://www.natwestmarkets.com/natwest-markets/our-locations/tokyo-important-information-jp.html

159

ナティクシス日本証券株式会社

1010001137079 第一種金商業者

https://apac.cib.natixis.com/api_website_feature/files/download/1916/8-.pdf

160

南都まほろば証券株式会社

4150001005962 第一種金商業者

http://nara-sec.co.jp/kokyakuhonninohyoumuunnei%20wojitugennsurutame29.6.16(11P).pdf

161

西日本シティＴＴ証券株式会社

7290001035613 第一種金商業者

http://www.nnfh.co.jp/fiduciaryduty.html

162

西村証券株式会社

3130001018364 第一種金商業者

http://www.nishimura-sec.co.jp/other/FD.pdf

163

日産証券株式会社

6010001053429 第一種金商業者

https://www.nissan-sec.co.jp/im/fiduciary.html

164

日本相互証券株式会社

6010001062256 第一種金商業者

http://www.bb.jbts.co.jp/governance/fiduciaryduty.html

165

ニュース証券株式会社

1011001036691 第一種金商業者

http://www.news-sec.co.jp/Portals/0/oshirase/kokyakuhoni.pdf

166

野畑証券株式会社

6180301001707 第一種金商業者

http://www.nobata.co.jp

167

野村證券株式会社

6010001074037 第一種金商業者

168

バークレイズ証券株式会社

4010401086856 第一種金商業者

169

八十二証券株式会社

170

パトナム・インベストメンツ証券株式会社

171
172
173

http://www.1ban.co.jp/policy/09.html

http://www.chibagin-sec.co.jp/info/pdf/kpi.pdf

http://www.chibagin-sec.co.jp/info/pdf/kpi.pdf

http://www.chugin-sec.jp/images/pdfs/fiduciaryduty.pdf

http://www.chugin-sec.jp/images/pdfs/fiduciaryduty.pdf

http://www.tokaitokyo.co.jp/policy/fiduciary_kpi.html

http://toho-sec.co.jp/guide/kpi.pdf

http://www.tochigintt.co.jp/img/pdf/201810fd.pdf

http://www.tochigintt.co.jp/img/pdf/20190225KPI.pdf

http://www.traderssec.com/policy/fiduciary/kpi/

https://naganosec.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/work_290618FD-1.pdf

https://www.natwestmarkets.com/natwest-markets/our-locations/tokyo-important-information-jp.html

http://www.nnfh.co.jp/assets/pdf/fiduciaryduty/torikumijokyo.pdf

https://www.nissan-sec.co.jp/im/fiduciary-kpi.html

https://www.nissan-sec.co.jp/im/fiduciary-kpi.html

http://www.nomura.co.jp/guide/cs_policy.html

http://www.nomura.co.jp/guide/pdf/cs_policy.pdf

https://www.nomura.co.jp/guide/pdf/cs_policy_kpi.pdf

https://www.barclays.co.jp/home/Conduct-customer-oriented-business/

https://www.barclays.co.jp/content/dam/barclays-jp/pdfs/homepdfs/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%B8
%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf

8100001009493 第一種金商業者

http://www.82sec.co.jp/info/fd.html

http://www.82sec.co.jp/info/fd.html

http://www.82sec.co.jp/info/fd.html

4010401043023 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/putnam_kouhyou.pdf

浜銀TT証券株式会社

9020001057269 第一種金商業者

http://www.hamagintt.co.jp/company/fiduciary.html

http://www.hamagintt.co.jp/company/fiduciary.html

http://www.hamagintt.co.jp/company/fiduciary.html

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社

3011001034066 第一種金商業者

https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/fiduciary.htm

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

4010001095142 第一種金商業者

https://www.bnymellon.com/jp/ja/securities-company-japan-ltd.jsp
https://www.bnymellon.com/jp/en/securities-company-japan-ltd.jsp

174

ばんせい証券株式会社

6010001069383 第一種金商業者

http://www.bansei-sec.co.jp/compliance/index_gyomuhoushin.html

175

播陽証券株式会社

6140001060791 第一種金商業者

http://www.banyo-sec.co.jp/line6.html
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176

BNPパリバ証券株式会社

3010001135007 第一種金商業者

http://www.bnpparibas.jp/jp/legal-information/policy-on-cobc/

177

ＢＧＣショウケンカイシャリミテッド（東京支店）

9700150006429 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/bgc_kouhyou.pdf

178

ＰＷＭ日本証券株式会社

3010001063926 第一種金商業者

http://www.pwm.co.jp/cf_policy.html

179

光証券株式会社

2140001010354 第一種金商業者

http://www.hikarishoken.com/notification

180

ひびき証券株式会社

4120001077369 第一種金商業者

http://www.hibiki-sec.co.jp/dt/customer.html

181

ひまわり証券株式会社

3010401046621 第一種金商業者

https://sec.himawari-group.co.jp/

182

百五証券株式会社

8190001004123 第一種金商業者

183

ひろぎん証券株式会社

5240001018847 第一種金商業者

184

ヒロセ通商株式会社

9120001106932 第一種金商業者

http://hirose-fx.co.jp/category/company/policy/customer.html

185

広田証券株式会社

1120001077537 第一種金商業者

http://www.hirota-sec.co.jp/pdf/fd.pdf

186

フィデリティ証券株式会社

2010401054864 第一種金商業者

https://www.fidelity.jp/fskk/about-fidelity/company-info/fiduciary-duty.page?

187

フィリップ証券株式会社

9010001052923 第一種金商業者

http://www.phillip.co.jp/legal_notice/fiduciaryduty_policy.php

188

FOREX EXCHANGE株式会社

2010001141146 第一種金商業者

https://www.forex-exchange.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/230f9e3c331a8bf8ce4ad77b8f09f8a4.pdf

189

武甲証券株式会社

1030001090912 第一種金商業者

http://buko.co.jp/company/policy.php

190

株式会社フジトミ

5010001144278 第一種金商業者

https://www.fujitomi.co.jp/fiduciaryduty/

191

二浪証券株式会社

6500001003565 第一種金商業者

http://www.futanami-sec.co.jp/

192

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社

7010401044662 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/bbh_kouhyou.pdf

193

ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社

4010401091419 第一種金商業者

https://www.blackstone.com/japan-disclaimer

194

プレミア証券株式会社

9010001091517 第一種金商業者

https://www.premiere-sec.co.jp/business_operation/

195

ヘッジファンド証券株式会社

4010001133356 第一種金商業者

https://hedgefund-sec.com/policy/customer.html

196

ほくほくTT証券株式会社

2230001016433 第一種金商業者

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

197

益茂証券株式会社

9210001003848 第一種金商業者

http://www.masumo.co.jp/privacy/gyoumuunei.php

198

松井証券株式会社

2010001057425 第一種金商業者

http://www.matsui.co.jp/company/governance/fiduciary_duty/

199

松阪証券株式会社

8190001010559 第一種金商業者

https://www.matsusaka-sec.co.jp/cms/wp-content/uploads/2018/01/a46ce852f79aa35accd3850aa597a01d.pdf

200

マディソン証券株式会社

6010001121276 第一種金商業者

http://www.madison-sec.co.jp/cs_policy.html

201

株式会社マネースクエア

5010401112058 第一種金商業者

http://www.m2j.co.jp/company/about/fiduciary.php

202

株式会社マネーパートナーズ

6010401075907 第一種金商業者

https://www.moneypartners.co.jp/aboutus/rules/cs-policy.html

203

マネックス証券株式会社

1010001064546 第一種金商業者

https://info.monex.co.jp/company/fiduciary.html

204

丸國証券株式会社

2010001057219 第一種金商業者

http://www.marukuni.co.jp/index/policy/customer-principle.pdf

205

丸三証券株式会社

1010001057236 第一種金商業者

https://www.marusan-sec.co.jp/customer_oriented/pdf/customer_oriented_2018.pdf

206

丸近證券株式会社

6130001018898 第一種金商業者

http://www.maruchika-shoken.co.jp/common/cs_policy.html

207

丸八証券株式会社

7180001040756 第一種金商業者

208

三木証券株式会社

6010001058023 第一種金商業者

209

みずほ証券株式会社

210
211

http://www.bnpparibas.jp/jp/legal-information/cobc-disclosure/

http://www.pwm.co.jp/utility/cf_policy-report.pdf

http://www.pwm.co.jp/utility/kyotsu_KPI.pdf

http://www.105sec.co.jp/kokyaku.html

http://www.105sec.co.jp/pdf/20180626_kokyaku_torikumi_news.pdf

http://www.105sec.co.jp/pdf/20190128_kpi_news.pdf

http://www.hirogin-sec.co.jp/company/policy/fd.html

http://www.hirogin-sec.co.jp/company/inc/pdf/policy/current_status_2017.pdf

http://www.hirogin-sec.co.jp/company/inc/pdf/policy/current_status_2017.pdf

https://www.hirota-sec.co.jp/pdf/kpi.pdf

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

http://www.hokuhoku-fg.co.jp/fd.html

https://info.monex.co.jp/company/fiduciary/specific-policy.html

https://info.monex.co.jp/company/fiduciary/specific-policy.html

https://www.marusan-sec.co.jp/customer_oriented/pdf/kpi_new.pdf

https://www.marusan-sec.co.jp/customer_oriented/pdf/kyoutuukpi_new.pdf

http://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/detail.php?nid=526

http://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/detail.php?nid=528

http://www.maruhachi-sec.co.jp/cms/ir_news/detail.php?nid=529

http://www.miki-sec.co.jp/company/service.html

http://www.miki-sec.co.jp/company/service.html

http://www.miki-sec.co.jp/company/service.html

7010001008687 第一種金商業者

https://www.mizuho-sc.com/company/management_policy/fiduciary/index.html

https://www.mizuho-sc.com/company/management_policy/fiduciary/index.html

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/policy/fiduciary/pdf/actionplan2018.pdf

三田証券株式会社

6010001058171 第一種金商業者

https://mitasec.com/pdf/investors/customer-oriented.pdf

三津井証券株式会社

2210001003788 第一種金商業者

https://www.mitsui-sc.co.jp/policy/

212

三菱商事アセットマネジメント株式会社

3010001063224 第一種金商業者

http://www.mcasset.com/fiduciary_duty.html

213

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

4010001129098 第一種金商業者

http://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/governance_fd.html

http://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/000013261.pdf

http://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/000013261.pdf

214

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社

9010001096111 第一種金商業者

http://www.pb.mufg.jp/rwd/products/legalnotice/fiduciary_duty/

http://www.pb.mufg.jp/rwd/products/legalnotice/PDF/fiduciary_duty_mumspb.pdf

http://www.pb.mufg.jp/rwd/products/legalnotice/PDF/fiduciary_duty_mumspb.pdf

215

水戸証券株式会社

6010001058238 第一種金商業者

https://www.mito.co.jp/policy/fd.html

https://www.mito.co.jp/policy/fd2.html

https://www.mito.co.jp/policy/fd3.html

216

三豊証券株式会社

3470001010097 第一種金商業者

http://www.mitoyo-sec.co.jp/compliance/index.html

217

都証券株式会社

2130001022788 第一種金商業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/miyako_kouhyou.pdf

218

みらい證券株式会社

7010001058567 第一種金商業者

http://www.miraisec.co.jp/html/cs_policy.htm

219

むさし証券株式会社

7030001016837 第一種金商業者

https://www.musashi-sec.co.jp/company/operations.php

https://www.musashi-sec.co.jp/company/operations02.php

https://www.musashi-sec.co.jp/company/kpi.php

220

明和證券株式会社

2010001058778 第一種金商業者

http://www.meiwa-sec.co.jp/service/kokyakuhoni.html

https://www.mitsui-sc.co.jp/policy/PDF/KPI20180331.pdf
http://www.mcasset.com/fiduciary_duty.html
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221

めぶき証券株式会社

1060001007582 第一種金商業者

222

メリルリンチ日本証券株式会社

5010001030858 第一種金商業者

http://www.japan.ml.com/legal_notices_policies/client_oriented_business_principles_J.asp

223

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

2011001046046 第一種金商業者

（日) http://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/governance_fd.html
（英) http://www.morganstanley.co.jp/en/legal-notices/client-oriented-business-conduct-msms

224

山形證券株式会社

3390001002029 第一種金商業者

http://www.yamagatashoken.co.jp/okyakusama/index.html

225

山二証券株式会社

2010001059264 第一種金商業者

http://www.yamani-sec.co.jp/11.html

226

山和証券株式会社

5010001059245 第一種金商業者

227

ＵＢＳ証券株式会社

2010001139727 第一種金商業者

①https://www.ubs.com/jp/ja/initiatives.html
②https://www.ubs.com/global/ja/legal/country/japan/disclaimer-8.html

228

豊証券株式会社

6180001041714 第一種金商業者

http://www.yutaka-sec.co.jp/policy/customer.php

229

豊商事株式会社

6010001059649 第一種金商業者

http://www.yutaka-shoji.co.jp/cs_policy/

230

株式会社ライブスター証券

2010001048052 第一種金商業者

http://www.live-sec.co.jp/corporate/fiduciary-duty.htm?footer

231

楽天証券株式会社

5010701021660 第一種金商業者

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/fiduciary/

232

リーディング証券株式会社

6010001090224 第一種金商業者

https://www.leading-sec.com/company_info/policy_and_declaration/fiduciary_duty_policy

233

リクイドネット証券株式会社

8010401061376 第一種金商業者

http://www.liquidnet.com/#/liquidnet-japan/legal-information/

234

リテラ・クレア証券株式会社

4010001058041 第一種金商業者

http://www.retela.co.jp/fiduciary/

235

ロンナル・フォレックス株式会社

6010401068745 第一種金商業者

http://www.ronnaru.jp/cs_policy.html

236

ワイエム証券株式会社

1250001007423 第一種金商業者

http://www.ymsec.co.jp/fiduciary/

http://www.ymsec.co.jp/fiduciary/efforts.pdf

237

ワイジェイＦＸ株式会社

1011001041056 第一種金商業者

https://www.yjfx.jp/fiduciaryduty/

https://www.yjfx.jp/pdf/fiduciarysituation.pdf

238

ワンアジア証券株式会社

7011101031587 第一種金商業者

http://www.one-asia.co.jp/conp_20170720.pdf

239

株式会社One Tap BUY

3010001156746 第一種金商業者

https://www.onetapbuy.co.jp/customer_first.html

240

アーク東短オルタナティブ株式会社

2010001135602 第二種金商業者

https://ark-aaa.jp/page-809/

241

株式会社青山財産ネットワークス

4010401087540 第二種金商業者

http://www.azn.co.jp/tabid/293/Default.aspx

242

ウエルインベストメント株式会社

3011101026293 第二種金商業者

http://www.weruinvest.com/links.html

243

株式会社ＡＳＴＥＲＩＳＫ

8010001129326 第二種金商業者

http://japanplacementagent.com/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%90%86%E5%BF%B5/

244

株式会社エコスタイル

5010001122052 第二種金商業者

https://www.ecostyle-fund.com/corporate_profile/cs_policy/

245

ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社

5010401073969 第二種金商業者

https://www.sbi-sociallending.jp/pages/management_policy

246

SBIリーシングサービス株式会社

4010401130688 第二種金商業者

https://www.sbils.co.jp/policy/#policy4

247

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱

8010401021784 第二種金商業者

http://www.necap.co.jp/company/csr/thinking/index.html

248

株式会社ＦＰＧ

3010001086522 第二種金商業者

http://www.fpg.jp/company/policy.html

249

MULエナジーインベストメント株式会社

7010001171163 第二種金商業者

http://www.mul-ei.co.jp/client.html

250

株式会社ＡＬＬアセットパートナーズ

8240001048313 第二種金商業者

https://www.aap-gr.jp/privacy/other10.html

251

岡藤商事株式会社

6120001077375 第二種金商業者

http://www.okato.co.jp/OKATO/cs_policy/index.html

252

おひさま自然エネルギー株式会社

7180001105922 第二種金商業者

http://aichi-ohisamanet.co.jp/wp-content/uploads/2012/07/28d29f74d9f843aab00dfaf8f9d9d042.pdf

253

株式会社クラウドファンディング

5011001097433 第二種金商業者

https://jitsugen.co.jp/fiduciary/

254

株式会社クロスポイント・アドバイザーズ

9010401085804 第二種金商業者

http://xpoint.jp/policy/

255

有限会社ｻﾝﾃﾞｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ

2010402015246 第二種金商業者

https://www.sundaytc.co.jp/information/kanyuu

256

サヴィルズ・ジャパン株式会社

8010401055808 第二種金商業者

http://jp.savills.co.jp/footer/client-centric-approach.aspx

257

株式会社GCM

1011001050627 第二種金商業者

http://www.e-gcm.jp/fiduciary-duty/

258

株式会社G1サラブレッドクラブ

6010401085006 第二種金商業者

https://www.g1tc.co.jp/information/kanyuu

259

株式会社JPHF

7010401071970 第二種金商業者

店頭設置。

260

有限会社社台サラブレッドクラブ

2010402006740 第二種金商業者

https://www.shadaitc.co.jp/information/kanyuu

261

ストラテジック・パートナーズ株式会社

7290001031372 第二種金商業者

https://www.strategicpartners.co.jp/customer_policy.html

262

ソシエテジェネラルエアクラフトリーシング株式会社

9010401050667 第二種金商業者

https://www.societegenerale.asia/jp/disclosure-information/sgal/operationpolicy/

263

大和企業投資株式会社

3010001153347 第二種金商業者

http://www.daiwa-inv.co.jp/customer.html

264

東急リバブル株式会社

8011001025952 第二種金商業者

http://www.livable.co.jp/f_policy.html

265

ニッセイアセットマネジメント株式会社

9010001025953 第二種金商業者

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/180604_press.pdf

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/fdkihonhoushin.html

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_02.pdf

http://www.mebuki-fg.co.jp/policy/pdf/fd_03.pdf

http://www.morganstanley.co.jp/ja/legal-notices/client-oriented-business-conduct-msms

https://www.yamawa-sec.co.jp/policy/cs_policy/

https://www.yamawa-sec.co.jp/policy/cs_policy/
https://www.ubs.com/global/ja/legal/country/japan/disclaimer-8.html

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/fiduciary/

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/fiduciary/kpi/

http://www.retela.co.jp/fiduciary/pdf/fiduciaryduty.pdf

http://www.retela.co.jp/fiduciary/pdf/fiduciaryduty.pdf

https://www.onetapbuy.co.jp/customer.html

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/180604_press.pdf
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266

日本クラウド証券株式会社

2010001077101 第二種金商業者

https://crowdbank.jp/fiduciary-duty/

267

パンテオン地所株式会社

4010001063545 第二種金商業者

http://www.pantheon.co.jp/houshin.html

268

ヒルトップ・キャピタル株式会社

6010401092852 第二種金商業者

店頭設置。

269

株式会社ファンドクリエーション

7010001140218 第二種金商業者

http://www.fundcreation.co.jp/pdf/20180518kokyaku.pdf

270

フィンテックグローバル株式会社

7010401025761 第二種金商業者

http://www.fgi.co.jp/company/fiduciary/

271

フォーサイトビジネスジャパン株式会社

4120001170867 第二種金商業者

http://www.foresightbusinessjp.com/files/gyomu_unei.pdf

272

福岡地所Ｒ＆Ｉ株式会社

7010001160959 第二種金商業者

店頭設置。

273

プロップテック株式会社

2010401121920 第二種金商業者

https://www.太陽光ファンド.net/410077036603

274

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

9010001030409 第二種金商業者

http://www.mecyes.co.jp/fiduciary

275

三菱UFJリース株式会社

4010001049866 第二種金商業者

http://www.lf.mufg.jp/policy/fiduciaryduty.html

276

株式会社ミナトマネジメント

9010401061029 第二種金商業者

http://minatomanagement.co.jp/profile/

277

みらいアセットマネジメント株式会社

6010001114593 第二種金商業者

http://www.mirai-am.co.jp/info/customer.html

278

株式会社リサ・パートナーズ

4010401061289 第二種金商業者

http://www.risa-p.com/corporate-profile/fiduciaryduty/

279

リニューアブル・ジャパン株式会社

6010401097868 第二種金商業者

http://www.rn-j.com/privacy/#content04

280

株式会社ロジコム

2012801017228 第二種金商業者

https://logicom.jp/fiduciary_duty/

281

あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社

9010001065933 投資運用業者

http://www.igam.co.jp/policy/principle

282

あおぞら投信株式会社

4010001158535 投資運用業者

http://www.aozora-im.co.jp/pdf/fiduciary.pdf

283

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

9011301011486 投資運用業者

http://www.alamco.co.jp/company/okyakusamahoninogyoumuunei/index.html

284

アールジェイ・インベストメント株式会社

5010401123328 投資運用業者

http://www.rjinvestment.co.jp/ja/client/

285

あすかアセットマネジメント株式会社

5010001126689 投資運用業者

http://www.asuka-asset.com/pdf/顧客本位の業務運営に関する方針.pdf

286

アストマックス投信投資顧問株式会社

2010401079382 投資運用業者

http://www.astmaxam.com/about/customer_oriented-business.html

287

アセットマネジメントOne株式会社

9010001021473 投資運用業者

http://www.am-one.co.jp/company/fiduciary/

288

アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社

3010001130008 投資運用業者

店頭設置。

http://www.lf.mufg.jp/pdf/policy/fiduciaryduty.pdf

https://logicom.jp/fiduciary_duty/

http://www.alamco.co.jp/newsrelease/2018/k40fjo0000001skf-att/news20180927_okyakusama.pdf

http://www.am-one.co.jp/company/fiduciary/

http://www.am-one.co.jp/pdf/amoai/release/8/20180629.pdf

289

アッシュモアジャパン株式会社

6010001133395 投資運用業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ashmore1_kouhyou.pdf

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ashmore2_kouhyou.pdf

290

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社

9010401008780 投資運用業者

http://www.aberdeen-asset.co.jp/ja/japanretail/asi-capabilities/trust

http://www.aberdeen-asset.co.jp/ja/japanretail/asi-capabilities/trust

291

アムンディ・ジャパン株式会社

9010001062807 投資運用業者

https://www.amundi.co.jp/company/aj_commitment.html

292

アライアンス・バーンスタイン株式会社

7010001010313 投資運用業者

http://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/cobc

293

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

4010401053740 投資運用業者

https://jp.allianzgi.com/

294

ありがとう投信株式会社

4010501022769 投資運用業者

https://www.39asset.co.jp/company/fiduciary.html

295

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

1010401075960 投資運用業者

http://aristagora.com/businessoperationpolicy

296

EGWアセットマネジメント株式会社

6010401094171 投資運用業者

（日）http://egwam.com/japanese/policies-on-client-oriented-business-conduct.html
（英）http://egwam.com/policies-on-client-oriented-business-conduct.html

297

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

2010001066780 投資運用業者

https://www.eastspring.co.jp/about-us/cobc

298

イオンリートマネジメント株式会社

2010001145972 投資運用業者

https://www.aeon-reitm.co.jp/ja/fiduciary/index.html

299

池田泉州投資顧問株式会社

8120001074412 投資運用業者

http://www.ikegin-im.co.jp/pdf/gyoumuunei.pdf

300

いちご投資顧問株式会社

6010001139913 投資運用業者

https://www.ichigo.gr.jp/customer_oriented_business_conduct/

301

いちよしアセットマネジメント株式会社

8010001036852 投資運用業者

http://www.ichiyoshiam.jp/company/policy/fiduciary-duty.html

302

株式会社イデラキャピタルマネジメント

1010401061886 投資運用業者

http://www.idera-capital.com/fiduciaryduty/index.html

303

ｲﾄｰﾋﾟｱ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

5010401092762 投資運用業者

http://www.itopia-am.com/cs_policy.html

304

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

7010401061146 投資運用業者

http://www.invesco.co.jp/funds/pdf/20180801_Principles_for_Customer-Oriented_Business_Conduct.pdf

305

インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィッ
ク・インク

8700150005976 投資運用業者

http://www.invesco-gre.co.jp/ja/principle/index.html

306

株式会社ウィズ・パートナーズ

2010401050707 投資運用業者

http://www.whizp.com/customer/

307

ｳｴﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

7700150000136 投資運用業者

https://www.wellington.com/japan/disclosure

308

株式会社ウエルス・スクエア

9010001173125 投資運用業者

http://www.wsquare.co.jp/terms/customer-oriented-business-policy/

309

HSBC投信株式会社

3010001124868 投資運用業者

http://www.assetmanagement.hsbc.com/jp/footer/clientcent.html

310

HCアセットマネジメント株式会社

1010001081038 投資運用業者

https://www.hcax.com/fiduciary/

http://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/cobc2017

https://www.39asset.co.jp/news/2018/09/000834.html

http://www.wsquare.co.jp/terms/data/kpi.pdf

https://www.hcax.com/fiduciary/pdf/fiduciary2018-9.pdf
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311

エー・アイ・キャピタル株式会社

3010001111065 投資運用業者

http://www.aicapital.co.jp/eprcobo

http://www.aicapital.co.jp/news

312

ＡＤインベストメント・マネジメント株式会社

5010001093244 投資運用業者

http://adim.co.jp/fiduciary_duty/

http://adim.co.jp/fiduciary_duty/

313

SGアセットマックス株式会社

7010601044363 投資運用業者

http://www.sg-assetmax.co.jp/customer-first.html

314

SBIアセットマネジメント株式会社

2010401045054 投資運用業者

http://www.sbiam.co.jp/gaiyo/gaiyo_fd.html

315

SBI地方創生アセットマネジメント株式会社

9010401137051 投資運用業者

https://www.sbi-rram.co.jp/houshin/fiduciary-duty.html

316

SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社

2010401122035 投資運用業者

http://www.sbibim.co.jp/fiduciaryduty/index.html

317

SPCアセットマネジメント株式会社

9010001099915 投資運用業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/spcam_kouhyou.pdf

318

NNインベストメント・パートナーズ株式会社

4010001065839 投資運用業者

https://www.nnip.com/ja-JP/non-professional/about/customer-focus

319

NTT都市開発投資顧問株式会社

1010001165427 投資運用業者

http://www.nttud-am.co.jp/fiduciary_duty.html

320

エネクス・アセットマネジメント株式会社

4010401107488 投資運用業者

https://www.enex-am.jp/principle/

321

エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社

2010001170203 投資運用業者

https://www.epic-partners.jp/inquiry/customerfirst

322

FGIキャピタル・パートナーズ株式会社

1010401080787 投資運用業者

http://www.fgicp.com/fiduciary_duty.html

323

ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社

7010001096996 投資運用業者

https://www.mfs.com/content/dam/mfs-enterprise/mfscom/toshin/fiduciary_duty.pdf

324

MCUBS MidCity株式会社

7120001112098 投資運用業者

http://www.mcubs-midcity.com/others/fiduciary.html

325

エム・ユー投資顧問株式会社

1010001016976 投資運用業者

http://www.mu-iv.co.jp/company/value.html

326

株式会社LCパートナーズ

9010401097592 投資運用業者

https://lcpartners.co.jp/fiduciary_duty.html

327

LCR不動産投資顧問株式会社

5010001125583 投資運用業者

店頭設置。

328

大江戸温泉アセットマネジメント株式会社

6010001167518 投資運用業者

https://corporate.ooedoonsen.jp/am/ja/policy/index.html

329

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社

3010001169673 投資運用業者

https://www.anam.co.jp/ja/customer/

330

岡三アセットマネジメント株式会社

3010001062358 投資運用業者

https://www.okasan-am.jp/company/fiduciary.html

331

オリックス・アセットマネジメント株式会社

2010401042324 投資運用業者

https://www.orix.co.jp/oam/ja/customer/index.html

332

鹿島不動産投資顧問株式会社

2010401073757 投資運用業者

http://www.kajima-reia.com/management/

333

鎌倉投信株式会社

8021001010747 投資運用業者

https://pskimst04.blob.core.windows.net/wpmedia/kokyakuhoni.pdf

334

カレラアセットマネジメント株式会社

6010001141324 投資運用業者

http://www.carrera-am.co.jp/operation_policy.html

335

キャピタル アセットマネジメント株式会社

2010001090483 投資運用業者

http://www.capital-am.co.jp/guide/fiduciaryduty.html

336

クローバー・アセットマネジメント株式会社

2120001113885 投資運用業者

https://www.clover-am.co.jp/promise/

337

グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社

9010001079223 投資運用業者

http://www.garc.co.jp/ja/fiduciary_duty/index.html

338

Ｋ２アドバイザーズ・ジャパン株式会社

1010401089440 投資運用業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/k2_kouhyou.pdf

339

KDDIアセットマネジメント株式会社

3010001188789 投資運用業者

https://www.kddi-am.com/terms/fiduciary/

340

京阪アセットマネジメント株式会社

3120001182970 投資運用業者

http://www.keihan-am.co.jp/customer.html

341

ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社

3010001191537 投資運用業者

https://kenedix-ip.com/service_policy.pdf

342

ケネディクス不動産投資顧問株式会社

3010401092863 投資運用業者

http://kenedix-fm.com/kokyaku.html

343

興和不動産投資顧問株式会社

9010401070772 投資運用業者

http://www.kowa-kia.co.jp/policy2/

344

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

8010401009945 投資運用業者

https://www.gsam.com/japan/gsitm/company/client-first.html

345

コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

8010001107348 投資運用業者

https://www.comgest.co.jp/client/

346

https://www.nnip.com/ja-JP/non-professional/about/customer-focus

http://www.capital-am.co.jp/guide/fiduciaryduty.html

https://www.gsam.com/japan/gsitm/company/client-first.html

コモンズ投信株式会社

5010001113497 投資運用業者

https://www.commons30.jp/company/fiduciary.php

347

株式会社ザイマックス不動産投資顧問

6010401071039 投資運用業者

https://www.xymax.co.jp/xy-reia/kokyaku/

348

サヴィルズ・アセット・アドバイザリー株式会社

3010401095973 投資運用業者

http://jp.savills.co.jp/footer/client-centric-approach.aspx

349

CREリートアドバイザーズ株式会社

6010001106335 投資運用業者

https://crera.co.jp/ja/policy/

350

GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社

6010401092530 投資運用業者

http://www.glpja.com/basic.html

351

株式会社GCIアセット・マネジメント

5010001076579 投資運用業者

http://www.gci.jp/jp/service/cs_policy.html

352

株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント

9010401040809 投資運用業者

店頭設置。

店頭設置。

353

株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ

4010001082710 投資運用業者

店頭設置。

店頭設置。

354

JAGインベストメントマネジメント株式会社

2010001162530 投資運用業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/jim_kouhyou.pdf

355

ＪＰ投信株式会社

6010001169910 投資運用業者

http://www.jp-toushin.japanpost.jp/about/philosophy.html

https://www.commons30.jp/files/uploads/NewsRelease_20180928_kpi.pdf

https://crera.co.jp/ja/policy/

http://www.jp-toushin.japanpost.jp/about/philosophy.html
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356

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

6010001098507 投資運用業者

https://www.jpmorganasset.co.jp/wps/portal/Corporate/Fiduciary

357

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社

3010001012362 投資運用業者

https://www.janushenderson.com/jpii/content/about-us-henderson-jp

358

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

4010001032203 投資運用業者

http://www.j-rea.co.jp/ja/customer/index.html

359

ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｸｾﾚﾝﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

6010401057310 投資運用業者

http://www.jeam.co.jp/customer/

360

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社

1011001073173 投資運用業者

http://www.jhra.co.jp/ja/principles/

361

ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社

9010401046145 投資運用業者

http://www.j-reitad.co.jp/principles/index.html

362

Julius Baer Wealth Management Ltd.

4700150003265 投資運用業者

http://www.juliusbaer.com/jp/ja/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%A2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A
6/%E8%A6%8F%E5%88%B6%E9%9D%A2%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%A4%BA/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E
6%A

363

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

6010001077097 投資運用業者

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/policies2/

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/clientoriented2018/

364

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

4010001046310 投資運用業者

http://www.skam.co.jp/fiduciary_duty/
http://www.skam.co.jp/files/topics/43230_ext_01_0.pdf

http://www.skam.co.jp/files/topics/43424_ext_01_0.pdf

365

新生インベストメント・マネジメント株式会社

1010001076871 投資運用業者

http://www.shinsei-investment.com/company/index.html

366

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

2010001066608 投資運用業者

https://www.simplexasset.com/fiduciary.html

367

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

1020001108566 投資運用業者

http://www.soam.co.jp/pdf/cs_policy.pdf

368

スターアジア投資顧問株式会社

4010401119021 投資運用業者

http://starasia-im.com/

369

スターツアセットマネジメント株式会社

7010001090371 投資運用業者

https://www.starts.co.jp/asset/policy_cf/

370

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

2010401034817 投資運用業者

https://www.ssga.com/apac/jp/individual-investors/ja/about-us/client-first.html
https://www.ssga.com/apac/jp/institutional-investor/ja/about-us/client-first.html

371

株式会社ストラテジックキャピタル

6011001091831 投資運用業者

http://stracap.jp/customer_oriented

372

スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント

3010001099284 投資運用業者

http://www.sparxatm.com/fiduciary.html

373

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

5010701017007 投資運用業者

https://www.sparx.co.jp/fiduciary.html

374

住商リアルティ・マネジメント株式会社

1010001112429 投資運用業者

http://www.sumisho-rm.co.jp/footerlinks/operation_policy.html

375

https://www.jpmorganasset.co.jp/wps/portal/Corporate/Fiduciary

http://www.j-reitad.co.jp/principles/index.html

http://www.soam.co.jp/pdf/kpi.pdf

http://stracap.jp/pdf/kpi/kpi.pdf

https://www.sparx.co.jp/pdf/fiduciary/sam_kpi_20180627.pdf

セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社

5010001130641 投資運用業者

http://seiryuam.com/fiduciaryduty.html

376

積水ハウス・アセットマネジメント株式会社

8811001098825 投資運用業者

http://sekisuihouse-am.co.jp/policy/

377

セゾン投信株式会社

1013301022479 投資運用業者

https://www.saison-am.co.jp/guide/fiduciary/

378

センコー・アセットマネジメント株式会社

9120001183047 投資運用業者

http://senkoam.com/c_policy/index.html

379

双日リートアドバイザーズ株式会社

1010001126932 投資運用業者

http://www.sojitz-sra.com/customer/index.html

380

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

7010001031160 投資運用業者

https://www.sjnk-am.co.jp/resources/e4/e47a4fe7d4cc0683e408a3b7f8abe5b6.pdf

381

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

1010001090170 投資運用業者

(日) http://www.mc-dream.com/customer-oriented-business/
(英) http://www.mc-dream.com/english/customer-oriented-business/

382

大和証券投資信託委託株式会社

2010001049257 投資運用業者

https://www.daiwa-am.co.jp/company/service_policy.html

https://www.daiwa-am.co.jp/company/service_policy.html

383

大和住銀投信投資顧問株式会社

7010001049285 投資運用業者

https://www.daiwasbi.co.jp/company/fiduciary/index.html

https://www.daiwasbi.co.jp/company/images/28/DSBI_KPI.pdf

384

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社

1010001131684 投資運用業者

http://www.dh-am.com/operation/

http://www.dh-am.com/operation/

385

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社

5010001090258 投資運用業者

http://www.daiwareal.co.jp/fiduciary-policy.html

http://www.daiwareal.co.jp/fiduciary-policy.html

386

タカラアセットマネジメント株式会社

9011101068215 投資運用業者

http://takara-am.co.jp/fiduciary_duty/

387

タッチストーン･キャピタル･マネージメント株式会社

1010401058098 投資運用業者

https://www.touchstone-cm.com/ja/fiduciary-duty/

388

タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社

9010001159082 投資運用業者

https://www.towerswatson.com/ja-JP/Services/our-solutions/investment

389

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

9010601038669 投資運用業者

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/fiduciary/

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/fiduciary/pdf/fiduciary2017.pdf

390

中銀アセットマネジメント株式会社

6260001004357 投資運用業者

http://www.chugin-am.jp/torikumi.pdf

http://www.chugin-am.jp/torikumi.pdf

391

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

1010401064261 投資運用業者

http://www.tdasset.co.jp/company/principles/fiduciary/

http://www.tdasset.co.jp/company/principles/fiduciary/

392

ＤＢＪアセットマネジメント株式会社

1010001104938 投資運用業者

http://www.dbj-am.jp/fiduciary/basicpolicy.html

393

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

3700150001229 投資運用業者

https://www4.troweprice.com/gis/content/dam/tpd/legal-documents/COBC_JP.PDF

394

Dimensional Japan Ltd.

4700150001194 投資運用業者

https://japan.dimensional.com/business-policy

395

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

6010001024529 投資運用業者

https://funds.dws.com/jp/AboutUs/Policies

396

東海東京アセットマネジメント株式会社

6010001094638 投資運用業者

http://www.tfr.co.jp/publics/index/64/

397

東急不動産ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

2011001051137 投資運用業者

https://www.tokyu-tlcm.co.jp/policy/co_policy.html

398

東急不動産リート・マネジメント株式会社

6011001062477 投資運用業者

http://www.tokyu-trm.co.jp/client/

399

東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会
社

2011001036914 投資運用業者

http://www.tokyu-reim.co.jp/unei_index.html

400

東京海上アセットマネジメント株式会社

3010001034076 投資運用業者

http://www.tokiomarineam.co.jp/company/fiduciary_duty

https://www.saison-am.co.jp/guide/fiduciary/saison_kpi.html

https://www.sjnk-am.co.jp/dat/annualreport.pdf

https://www.touchstone-cm.com/ja/fiduciary-duty/

http://www.tokyu-trm.co.jp/client/

http://www.tokiomarineam.co.jp/company/fiduciary_duty
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401

東京建物不動産投資顧問株式会社

9010001112405 投資運用業者

http://www.tt-ia.com/aboutus/operations.html

402

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

1010001068852 投資運用業者

http://www.jpr-reit.co.jp/about/trim/

403

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社

2010401064913 投資運用業者

http://www.tosei-asset.co.jp/basic_policy/

404

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

9010001132378 投資運用業者

http://toranotecasset.com/2017/09/26/torikumi/

405

ドルトン・キャピタル・ジャパン株式会社

8010701026987 投資運用業者

http://www.daltoncapital.co.jp/company/fiduciary

406

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

2010001074899 投資運用業者

https://www.im.natixis.com/intl/resources/principles-for-customer
-oriented-business-conduct
https://www.im.natixis.com/intl/resources/review-on-principles-for-customer-oriented-business-conduct

407

南都投資顧問株式会社

4150001001615 投資運用業者

http://www.nantobank.co.jp/company/profile/pdf/toushikomon-01.pdf

408

日興アセットマネジメント株式会社

8010401072159 投資運用業者

http://www.nikkoam.com/about/fiduciary

409

ニッセイアセットマネジメント株式会社

9010001025953 投資運用業者

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/170626_press.pdf
https://www.nam.co.jp/company/info/fiduciary.html

410

ニッセイリアルティマネジメント株式会社

5010001171545 投資運用業者

http://nissay-realty.co.jp/policy/cs_policy.html

411

日土地アセットマネジメント株式会社

7010001040723 投資運用業者

http://www.nittochi-am.co.jp/fiduciary.html

412

日本エンジェルズ・インベストメント株式会社

6010701033779 投資運用業者

http://www.naic.co.jp/policy/customerFirst.html

413

日本バリュー・インベスターズ株式会社

9010001096796 投資運用業者

https://www.nippon-value.com/disclaimer/09_j.html

414

日本ビルファンドマネジメント株式会社

1010001070890 投資運用業者

http://www.nbf-m.com/client/index.html

http://www.nbf-m.com/client/index.html

415

ニューバーガー・バーマン株式会社

6010001126515 投資運用業者

https://www.nb.com/Documents/Public/ja-jp/Principalsforclientorientedbusinessconduct201806.pdf

https://www.nb.com/Documents/Public/ja-jp/Principalsforclientorientedbusinessconduct201806.pdf

416

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

7010001054095 投資運用業者

https://www.ja-asset.co.jp/company/fiduciary/index.html

https://www.ja-asset.co.jp/company/fiduciary/index.html

417

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

5010401048979 投資運用業者

https://www.northerntrust.com/documents/legal/japan/principles-on-customer-oriented-business-conduct-jp.pdf?bc=25750181

https://www.northerntrust.com/documents/legal/japan/customer-oriented-business-operations-jp.pdf

418

野村アセットマネジメント株式会社

7010001054021 投資運用業者

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/cobo/

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/cobo/kpi.html

419

野村不動産投資顧問株式会社

1011101034744 投資運用業者

（日）http://www.nre-am.co.jp/policy.html
（英）http://www.nre-am.co.jp/english/policy.html

（日）http://www.nre-am.co.jp/policy.html
（英）http://www.nre-am.co.jp/english/policy.html

420

https://www.barclays.co.jp/content/dam/barclays-jp/pdfs/homepdfs/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%B8
%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E6%96%B9%E9%87%9D

バークレイズ投信投資顧問株式会社

5010401086855 投資運用業者

https://www.barclays.co.jp/home/Conduct-customer-oriented-business/

421

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

8010001011855 投資運用業者

https://www.pinebridge.co.jp/business_domain/efforts_to_improve_trust.html

422

株式会社長谷工不動産投資顧問

2010401059104 投資運用業者

http://www.haseko.co.jp/hreim/customer/index.html

423

阪急阪神リート投信株式会社

7120001106884 投資運用業者

http://www.hhram.co.jp/fiduciary.html

424

ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社

3010001068479 投資運用業者

http://www.bnpparibas-am.jp/servlets/Query?SRC=bnppip/page/customer_oriented

425

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

8010001040648 投資運用業者

http://www.bnymellonam.jp/about/operations

426

PGIMジャパン株式会社

7010001098893 投資運用業者

http://www.pgimjp.com/service_policy.html

427

ピクテ投信投資顧問株式会社

4010001027269 投資運用業者

https://www.pictet.co.jp/company/about/Declarations

428

ピムコジャパンリミテッド

4700150005220 投資運用業者

https://japan.pimco.com/ja-jp/general/jp-legal-pages/fiduciary-duty-policy

429

ヒューリックプライベートリートマネジメント株式会社

2010001179491 投資運用業者

https://www.hulicprm.co.jp/fiduciary/

430

ヒューリックリートマネジメント株式会社

6010001152552 投資運用業者

http://hulicrm.co.jp/file/customer_20171213.pdf

431

ファーストブラザーズ投資顧問株式会社

5010001140418 投資運用業者

http://www.firstbrothers.com/about_us/fbam/doc04.html

432

ファイブスター投信投資顧問株式会社

3010001124760 投資運用業者

http://www.fivestar-am.co.jp/f_duty.pdf

433

ファンドクリエーション・アール・エム株式会社

6010001140193 投資運用業者

http://www.fcrm.co.jp/pdf/20180518.pdf

434

フィデリティ投信株式会社

1010401025734 投資運用業者

https://www.fidelity.co.jp/fij/about/fiduciaryduty.html

435

フィンテックアセットマネジメント株式会社

3010401060069 投資運用業者

http://www.fgiam.co.jp/fiducialy.html

436

http://www.nikkoam.com/about/fiduciary/esg-20180126

http://nissay-realty.co.jp/policy/cs_policy.html

https://www.nippon-value.com/disclaimer/img/NVI%20Client%20First%20Conduct%20-%20KPI.pdf

http://www.bnymellonam.jp/about/operations/kpi

https://www.fidelity.co.jp/fij/about/fiduciaryduty.html

株式会社福岡リアルティ

1290001023664 投資運用業者

https://fukuoka-realty.jp/fiduciaryduty/index.html

437

富国生命投資顧問株式会社

1010001042238 投資運用業者

http://www.fukoku-cm.co.jp/
http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/businessmanagement.html

438

ブラックロック・ジャパン株式会社

9010001125976 投資運用業者

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/corporate-information/principle

439

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

4010001069955 投資運用業者

http://www.franklintempleton.co.jp/content-japan/PDFs/Client-Oriented_201708.pdf

440

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

4010001107665 投資運用業者

http://www.principalglobal.jp/kokyaku.html

441

ブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミ
テッド

5700150005228 投資運用業者

https://www.bluebay.jp/disclaimer/fiduciary/

442

プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社

1010401045063 投資運用業者

http://www.premier-reit.co.jp/principle/index.html

443

プロファウンドＢＭＳアセットマネジメント株式会社

5010001114875 投資運用業者

http://www.pbam.co.jp/customer-oriented/index.html

444

プロロジス・リート・マネジメント株式会社

5010001147479 投資運用業者

http://www.prologis-rm.co.jp/

445

ベアリングス・ジャパン株式会社

3010001028755 投資運用業者

https://www.barings.com/barings-japan/regulatory-information

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/corporate-information/principle

http://www.prologis-rm.co.jp/
https://www.barings.com/barings-japan/regulatory-information
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446

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

6010001026748 投資運用業者

http://www.bayview.co.jp/customer-oriented/index.html

447
448

平和不動産アセットマネジメント株式会社

5010401040523 投資運用業者

https://www.heiwa-am.co.jp/policy/

ヘルスケアアセットマネジメント株式会社

4010001157280 投資運用業者

http://www.hcam.co.jp/policy/index.html

449

ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社

4010401067419 投資運用業者

http://www.hcmp.jp/f6_basicrule.html

450

株式会社ポートフォリア

2010901027584 投資運用業者

http://portfolia.jp/about/fiduciary.html

451

株式会社星野リゾート・アセットマネジメント

5010001132786 投資運用業者

http://www.hoshinoresort-am.com/#pageTop

452

株式会社マーキュリアインベストメント

2010001126667 投資運用業者

http://www.mercuria.jp/fiduciary/index.html

453

マーサー・インベストメンツ株式会社

6010401063936 投資運用業者

https://mijl.mercer.co.jp/management-policy.html

454

マッコーリーアセットマネジメント株式会社

2010001156193 投資運用業者

https://static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/jp-ja/docs/customer-oriented-business-management-policy.pdf

455

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社

1010001106942 投資運用業者

http://www.mamj.co.jp/file/BusinessManagementPolicy.pdf

456

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

4010001170135 投資運用業者

https://www.msvip.co.jp/company/#fiduciary

457

マリモ・アセットマネジメント株式会社

9010401118670 投資運用業者

http://marimo-am.co.jp/

458

丸紅アセットマネジメント株式会社

5010001113670 投資運用業者

http://www.marubeni-asset.com/policy/index.html

459

みずほ不動産投資顧問株式会社

5010001112185 投資運用業者

https://www.mizuho-rem.co.jp/post-521/

https://www.mizuho-rem.co.jp/post-521/

460

みずほリートマネジメント株式会社

8010001094207 投資運用業者

https://www.mizuho-reit.co.jp/post-592/

https://www.mizuho-reit.co.jp/post-592/

461

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

4010401049128 投資運用業者

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/

462

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

8010001114914 投資運用業者

http://www.smtam.jp/company/policy/fiduciary/

http://www.smtam.jp/shared/images/company/policy/fiduciary/images/PR2018_005.pdf

463

株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント

3010001091365 投資運用業者

(日)https://www.naf-m.jp/c_policy/index.html
(英)https://www.naf-m.jp/english/c_policy/index.html

464

三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社

8010001132692 投資運用業者

http://www.f-reit.co.jp/ja/customer/

465

三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社

4010001170028 投資運用業者

http://www.mflp-m.co.jp/ja/c_policy/index.html

466

三井物産・イデラパートナーズ株式会社

5010401118641 投資運用業者

http://www.mitsui-idera.com/ja/policy/

467

三井物産リアルティ・マネジメント株式会社

1010001109929 投資運用業者

http://www.mbrm.co.jp/jp/customer/

468

三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社

4010001088781 投資運用業者

http://www.m-lp.net/c_policy/index.html

469

三井不動産投資顧問株式会社

3010001058166 投資運用業者

https://www.mfia.co.jp/customer.html

470

三菱地所投資顧問株式会社

8010001075000 投資運用業者

http://www.mecinvest.com/fiduciary.html

471

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

4010001071663 投資運用業者

http://www.mc-ubs.com/fiduciary/

472

三菱ＵＦＪ国際投信（株）

9010001034550 投資運用業者

https://www.am.mufg.jp/corp/houshin/action.html

①https://www.am.mufg.jp/corp/houshin/efforts.html
②https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_181227.pdf

473

明治安田アセットマネジメント株式会社

8010401040306 投資運用業者

http://www.myam.co.jp/about/fiduciary/

http://www.myam.co.jp/about/fiduciary/efforts/

474

メッツラー・アセット・マネジメント株式会社

6010001074136 投資運用業者

http://www.metzler-asset.co.jp/disclaimer1.html

475

メットライフアセットマネジメント株式会社

1010601038668 投資運用業者

https://investments.metlife.com/regulatory-disclosures-japan

476

森トラスト・アセットマネジメント株式会社

3010401040228 投資運用業者

http://www.mt-am.jp/policy/index.html

http://www.mt-am.jp/policy/index.html

477

森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社

7010401120100 投資運用業者

http://www.mt-ham.jp/ja/fiduciary-duty/

http://www.mt-ham.jp/ja/fiduciary-duty/

478

森ビル・インベストメントマネジメント株式会社

8010401029687 投資運用業者

http://www.morifund.co.jp/pdf/csguide.pdf

1010401071588 投資運用業者

https://www.heiwa-am.co.jp/policy/

http://www.f-reit.co.jp/ja/customer/

479

森ビル不動産投資顧問株式会社

480

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

9011001026405 投資運用業者

http://www.morganstanley.com/im/publication/msjpf/material/fiduciarydutypolicy_msim_ja.pdf?1498467904362

481

安田不動産投資顧問株式会社

1010001090724 投資運用業者

http://www.yasuda-am.co.jp/policy/index.html

482

UIGアセットマネジメント株式会社

5010401067608 投資運用業者

http://www.uig-am.com/file/business_management_policy.pdf

483

UBSアセット・マネジメント株式会社

4010001031576 投資運用業者

http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/ClientFocus

http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/ClientFocus

484

UBPインベストメンツ株式会社

4010001095794 投資運用業者

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2Fiduciary%20Duty%e5%ae%a3%e8%a8%80%ef%bc%88%e6%9c%80%e7%b5%82%e7%89%88%ef%bc%89(Japanese).pdf

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83
%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e5%ae%a3%e8%a8%80%e3%81%ae%e9%81%b5%e5%ae%88%e7%8a%b6%e6%b3%81.pdf?pdf=%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%87%e
3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e5%ae%a3%e8%a8%80%e3%81%ae%e9%81%b5%e5%ae
%88%e7%8a%b6%e6%b3%81

485

株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ

6010001133602 投資運用業者

http://www.yukijapan.com/gyomuunei.html

486

ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社

3010401056026 投資運用業者

http://www.umj-jp.com/files/user/pdf/Client%20policy.pdf

487

楽天投信投資顧問株式会社

1010701021680 投資運用業者

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/fiduciary/

488

ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社

8010401058901 投資運用業者

http://www.lazardnet.com/lam/global/pdfs/FiduciaryDuty.pdf

489

ラッセル・インベストメント株式会社

6010401037394 投資運用業者

https://russellinvestments.com/jp/legal/customer-oriented

490

リクソー投信株式会社

6010401068539 投資運用業者

http://www.lyxor.co.jp/fiduciary-duty/

http://mori-advisory.com/principle/index.html
http://www.morganstanley.com/im/publication/msjpf/material/fiduciarydutypolicy_msim_ja.pdf?1498467904362

http://www.lyxor.co.jp/fiduciary-duty/kpi/
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491

株式会社リサ投資顧問

3010401060333 投資運用業者

http://www.risa-p.com/partners/group/rifas/fiduciaryduty/

492

りそなアセットマネジメント株式会社

5010601048309 投資運用業者

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/index.html

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary/torikumi.html

493

レオス・キャピタルワークス株式会社

1010001082655 投資運用業者

https://www.rheos.jp/corporate/fiduciaryduty.html

https://www.rheos.jp/corporate/kpi.html

494

株式会社レガロキャピタル

5040001042388 投資運用業者

http://www.regalo-capital.am/businessop-policy/index.html

495

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

5010001048652 投資運用業者

http://www.leggmason.co.jp/about/fiduciary_duty/index.html

http://www.leggmason.co.jp/about/fiduciary_duty/index.html

496

ロベコ・ジャパン株式会社

3010401107935 投資運用業者

https://www.robeco.com/media/3/3/6/3368cdc483931da896238eca1fc173bf_status-of-efforts-to-realize-customeroriented-business-operations_tcm11-12379.pdf

https://www.robeco.com/media/3/3/6/3368cdc483931da896238eca1fc173bf_status-of-efforts-to-realize-customer-oriented-business-operations_tcm1112379.pdf

497

ワイエムアセットマネジメント株式会社

2250001015730 投資運用業者

http://www.ymam.co.jp/company/ymfg.html

http://www.ymam.co.jp/company/ymfg.html

498

IFA JAPAN 株式会社

4010001139683 投資助言・代理業者 http://www.ifa-japan.co.jp/about/fiduciary/

http://www.ifa-japan.co.jp/about/fiduciary/

499

アイガー･キャピタル株式会社

2010401094778 投資助言・代理業者 http://www.eigercap.com/pg58.html

500

株式会社アイリンクインベストメント

8290001030563 投資助言・代理業者 http://www.ilinkinvestment.com/kokyaku

501

ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾗﾝﾄﾞ･(ｼﾞｬﾊﾟﾝ)･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

9700150006180 投資助言・代理業者 http://www.asialand.com/ja/information-on-affiliates-asia-pacific-land-japan-limited/

502

株式会社あすなろ

3040002080117 投資助言・代理業者 https://1376partners.com/contents34.php?adl=

503

アルボーン・パートナーズ投資顧問株式会社

8010001097564 投資助言・代理業者

504

いちご地所株式会社

1010001125620 投資助言・代理業者 https://www.ichigo.gr.jp/customer_oriented_business_conduct_jisho/

505

株式会社いちよし経済研究所

7010001036853 投資助言・代理業者 https://www.ichiyoshi-research.co.jp/policy/compliance

506

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

4010001071853 投資助言・代理業者 https://www.ibbotson.co.jp/about-us/investorfirstpolicy/

507

株式会社SXA

5010901021411 投資助言・代理業者 https://www.sigmaxyz.com/sxa/fiduciaryduty/

508

株式会社SQIジャパン

1010401086900 投資助言・代理業者 http://kabumai.com/article/fiduciary

509

ＮＳＮ株式会社

6030001011178 投資助言・代理業者 http://www.kaboo.co.jp/uneihoushin.htm

510

FPアバンダンス株式会社

7180001116498 投資助言・代理業者 http://mirai-toushi.com/kinshouhou/

511

M&G Real Estate Japan株式会社

5010001148048 投資助言・代理業者

https://www.mandg.jp/-/media/Literature/Japan/Principles-for-Client-Oriented-Business-Operations-8.pdf

512

M&G Investments Japan株式会社

5010401124078 投資助言・代理業者

https://www.mandg.jp/-/media/Literature/Japan/Principles-for-Client-Oriented-Business-Operations-10.pdf

513

ＭＵＬ不動産投資顧問株式会社

2010001175334 投資助言・代理業者 http://www.mul-ra.co.jp/pdf/customer.pdf

514

おカネ学株式会社

1010001169642 投資助言・代理業者

515

ケネディクス株式会社

3010401036044 投資助言・代理業者 http://www.kenedix.com/company/customer_oriented.html

516

株式会社クマガイサポート

7070001010621 投資助言・代理業者 https://www.maestro-stock.com/fiduciary_policy.html

517

Savills Investment Management Asia Limited

3700150006095 投資助言・代理業者 http://savillsim.jp/news/お客様本位の業務運営に関する方針.aspx

518

サムライ・キャピタル株式会社

2010401081264 投資助言・代理業者 http://www.samurai-cap.com/japanese/ourstrengths/mission.php#menu

519

サンアローズ・インベストメント株式会社

8011101046865 投資助言・代理業者 http://sunarrows.co.jp/basic_policy.html

520

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス

3010001095663 投資助言・代理業者 店頭設置。

521

JLL森井鑑定株式会社

7010001125004 投資助言・代理業者 https://jll-morii.co.jp/fiduciary-duties/

522

株式会社Sol Grandis

9010001122998 投資助言・代理業者 http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/solgrandis_kouhyou.pdf

523

株式会社大和ファンド・コンサルティング

1010001106901 投資助言・代理業者 http://www.daiwa-fc.co.jp/corporateinformation/3index.html

524

匠投資顧問株式会社

2010001092059 投資助言・代理業者 http://takumi-fund.co.jp/cs/index.html

525

チャタム・フィナンシャル・ピーティーイー・リミテッド

526

デュエットリサーチ株式会社

8010001157624 投資助言・代理業者 http://www.duetresearch.com/fiduciary.html

527

株式会社東海東京調査センター

9010001074983 投資助言・代理業者 http://www.ttrc.co.jp/policy/fiduciary_duty.html

528

株式会社トータルアセットデザイン

2010401034759 投資助言・代理業者 http://www.ttassetdesign.co.jp/company/info.html#policies

529

株式会社トリロジー

1122001017258 投資助言・代理業者 https://www.trgy.co.jp/about-us/company/fiduciary/

530

トレード・サイエンス株式会社

8010001135506 投資助言・代理業者 http://www.trade-sc.jp/about.html

531

株式会社和キャピタル

1010401123100 投資助言・代理業者 http://www.nagomicap.com/fiduciary_duty

532

農林中金バリューインベストメンツ株式会社

3010001163354 投資助言・代理業者 https://www.nvic.co.jp/fiduciary_duty/

533

ハヤテインベストメント株式会社

5010001100421 投資助言・代理業者 https://www.hayate.co.jp/corp/fiduciary/

534

阪急阪神不動産投資顧問株式会社

6120001104757 投資助言・代理業者 http://www.hh-reia.com/assets/dl/fiduciaryduty.pdf

535

フューチャーストック株式会社

2120001128859 投資助言・代理業者 http://www.futurestock.jp/22_unei.html

投資助言・代理業者

(日) http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/albournepartnersjapan1_kouhyou.pdf
(英) http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/albournepartnersjapan2_kouhyou.pdf

https://www.ibbotson.co.jp/wp-content/uploads/2018/05/投資家第一方針-取組状況開示-20180508-final.pdf

http://ria-japan.co.jp/wp-content/uploads/2017/09/FD201709%E3%80%80RIA-JAPAN-1.pdf

店頭設置。

https://188vqi2ejmpt39ibznmg95a1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/09/Policies-on-Client-OrientedBusiness-Conduct.pdf
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536

フラトン・ファンド・マネジメント・ジャパン株式会社

4010001156092 投資助言・代理業者

537

ヘッジファンドダイレクト株式会社

4010401070554 投資助言・代理業者 https://hedgefund-direct.co.jp/company/pdf/fiduciaryduty.pdf

538

マネーブレイン株式会社

3010001164542 投資助言・代理業者 https://moneybrain.co.jp/fiduciary-duty/

539

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

6010401097447 投資助言・代理業者 http://morningstarasset.jp/pdf/fiduciaryduty.pdf

540

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

8011001037411 投資助言・代理業者

（日）http://www.morganstanley.co.jp/ja/legal-notices/client-oriented-business-conduct-msc
（英）http://www.morganstanley.co.jp/en/legal-notices/client-oriented-business-conduct-msc

541

UBSジャパン・アドバイザーズ株式会社

5010001173624 投資助言・代理業者

https://www.ubs.com/global/ja/legal/country/japan/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid/col1/linklist_1813195084/link_1685638828.0634252127.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS9hc3N
ldHMvY2MvZ2xvYmFsL2xlZ2FsL2RvYy9jdXN0b21lci1vcmllbnRlZC1idXNpbmVzcy1vcGVyYXRpb25zLWphLnBkZg==/customer-oriented-business-operations-ja.pdf

542

株式会社リーブル

8150001008870 投資助言・代理業者 http://www.japan-kabu.com/unei.pdf

543

株式会社大和証券グループ本社

4010001008855 指定親会社

http://www.daiwa-grp.jp/corporate/corporate_04_01.html

544

IFA法人エチュード株式会社

4040001102102 金融商品仲介業者

https://www.ifa-etude.co.jp/declaration/

545

ＩＦＡ法人ＭＫ３株式会社

8010401115834 金融商品仲介業者

http://ifa-mk3.co.jp/fiduciaryduty.php

546

株式会社アイエルアイパートナーズ

9290001043770 金融商品仲介業者

www.ilipartners.com/contents/customer/

547

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

3020001046095 金融商品仲介業者

http://aip-financial.com/fiduciary.html

548

AVALON株式会社

5010001141192 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/avalon_kouhyou.pdf

549

株式会社アエルワールド

8010701020494 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/aerworld_kouhyou.pdf

550

アセットマネジメントあさくら

7010001145282 金融商品仲介業者

http://asakurakei.com/fiduciary_duty.cfm

551

株式会社アセットワークス

5070001025992 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/assetworks_kouhyou.pdf

552

株式会社アドバンスエステート

7080101003706 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/advanceestate_kouhyou.pdf

553

あゆみ資産相談株式会社

4120901015790 金融商品仲介業者

http://ayumishisansoudan.com/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%
82%a3%e3%83%bc%e5%ae%a3%e8%a8%80/

554

株式会社アレース・インベストメント

3011001097162 金融商品仲介業者

http://ares-investment.jp/wp-content/uploads/2017/12/torikumi_hoshin.pdf

555

アンテ・リシェス株式会社

6140001097909 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/anterichesse_kouhyou.pdf

556

株式会社アンバー・アセット・マネジメント

1010401110239 金融商品仲介業者

http://ambercorp.co.jp/media/

557

株式会社泉アソシエイツ

7120001172489 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/iassociates_kouhyou.pdf

558

有限会社イシヅファイナンシャルサービス

6240002048116 金融商品仲介業者

http://www.ishizu-s.com/concept.html

559

いちよしビジネスサービス株式会社

2010001087942 金融商品仲介業者

http://www.ichiyoshi-bs.co.jp/compliance

560

インテグリティ株式会社

3010001123242 金融商品仲介業者

http://www.integrity-inc.jp/fiduciary_duty.html

561

株式会社ABC保険グループ

7330001020098 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/ABCinsurance_kouhyou.pdf

562

SBIマネープラザ株式会社

7010001144417 金融商品仲介業者

http://www.sbi-moneyplaza.co.jp/company/fiduciaryduty.php

563

株式会社FCインベストメント・アドバイザーズ

9010001126264 金融商品仲介業者

http://www.fcia.co.jp/pdf/kokyaku.pdf

564

ＦＰパートナーズ株式会社

5020001105683 金融商品仲介業者

http://fp-p.onamae.jp/

565

株式会社FPアライアンス

3120001119386 金融商品仲介業者

http://fpalliance.net/170928.pdf

566

FPブレーン株式会社

1040001011306 金融商品仲介業者

http://www.fpbrain.co.jp/first/forcustomers

567

株式会社ＦＰフローリスト

9020001100111 金融商品仲介業者

http://kakeinomadoguchi.com/company/fiduciary.html

568

株式会社えんファイナンシャル

9170001014544 金融商品仲介業者

https://www.enfin.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%AE%A3%E8%A8%
80/

569

株式会社オールアセットマネジメント

2010001109333 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/aam_kouhyou.pdf

570

GAIA株式会社

5010001108951 金融商品仲介業者

http://www.gaiainc.jp/company/fiduciary.html

571

絆アセットマネジメント株式会社

6060001006605 金融商品仲介業者

http://www.kizuna-asset.com/okyakusama.html

572

株式会社Good Moneyger

7010401117880 金融商品仲介業者

https://vesta.onl/l/20171208/doc/policy.pdf

573

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

4010001148247 金融商品仲介業者

http://crea-lp.com/fiduciary-duty/

574

株式会社幻冬舎アセットマネジメント

3011001108984 金融商品仲介業者

http://www.gentosha-am.com/ifa_lp/declare.html

575

株式会社財コンサルティング

1120001110355 金融商品仲介業者

http://4143.com/compliance/operationpolicy.html

576

株式会社埼玉IFA

1030001122574 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/saitamaIFA_kouhyou.pdf

577

サステイナブル・パートナー株式会社

3360002019330 金融商品仲介業者

http://www.sustainable-partner.co.jp/fiduciary

578

CSアセット株式会社

9180001107611 金融商品仲介業者

http://cs-asset.com/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%81%8B%E5%96%B6%E6%96%B9%E9%87%9D

579

株式会社シェアティブ

3010401056414 金融商品仲介業者

http://www.sharetive.co.jp/company/fiduciary.pdf

580

シグマ株式会社

7180001111276 金融商品仲介業者

http://www.fp-sigma.com/company_overview.html

http://www.fullertonfund.com/CMS/Uploads/Files/JPN_Policy_for_Customer-Oriented_Business_Operations_Sep2017.pdf

https://moneybrain.co.jp/kpi/

http://www.daiwa.jp/policy/fiduciary_example.html

http://www.ishizu-s.com/service.html
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581

SHIPS株式会社

3500001018731 金融商品仲介業者

http://ships-ifa.com/fd/

582

株式会社 Japan Asset Management

1010701034633 金融商品仲介業者

https://www.japan-asset-management.com/blank-5

583

湘南証券年金プランニング株式会社

1021001004508 金融商品仲介業者

https://www.shonansec-planning.com/aboutus/unensengen.html

584

株式会社住まいと保険と資産管理

8010001074571 金融商品仲介業者

http://www.mylifenavi.net/fiduciary.html

585

生活デザイン株式会社

2010701017736 金融商品仲介業者

http://www.370415.com/howto/index.html

586

株式会社セフネット

2010101001992 金融商品仲介業者

http://sefnet.co.jp/img/consultant/sengen.pdf

587

セントラル商事株式会社

6010001048098 金融商品仲介業者

http://www.central-shoji.co.jp/cspolicy.html

588

大起産業株式会社

9180001037461 金融商品仲介業者

http://www.daikiweb.co.jp/aboutus/fiduciary.html

589

株式会社だいとく投資ビレッジ

9180001106869 金融商品仲介業者

http://www.daitoku-iv.co.jp/houshin/#fiduciary-duty

590

株式会社WTパートナーズ

8010001178810 金融商品仲介業者

http://wt-partners.jp/management/

591

投資家サポート株式会社

7120001198716 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/toushikasupport_kouhyou.pdf

592

株式会社なかがみフィナンシャルパートナーズ

5012401032120 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/nakagami_kouhyou.pdf

593

なかがわ証券アドバイザー株式会社

4290001045359 金融商品仲介業者

http://www.i-nakagawa.co.jp/custom.html

594

日産証券プランニング株式会社

3120001167220 金融商品仲介業者

http://www.nissansec-planning.com/cspolicy/index.html

595

日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社

2010001139925 金融商品仲介業者

http://www.nihon-fs.co.jp/honi.html

596

株式会社ノースアイランド

3010001090276 金融商品仲介業者

https://www.knowsi-land.co.jp/customer-policy/

597

株式会社バリューアドバイザーズ

8010001152006 金融商品仲介業者

http://value-advisers.co.jp/declaration/

598

株式会社Bicman Asia

8300001004292 金融商品仲介業者

http://bicman-asia.com/compliance

599

BIG TREE株式会社

3030001125105 金融商品仲介業者

https://big-tree.co.jp/fiduciary_duty/

600

ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社

9120001169095 金融商品仲介業者

http://www.hibiki-fa.co.jp/customer.html

601

株式会社ファーラウト

1190001011514 金融商品仲介業者

https://www.faroute.jp/satisfaction/

602

ファイナンシャルスタンダード株式会社

8020001097638 金融商品仲介業者

https://fstandard.co.jp/fd_declaration/

603

株式会社Fan

1230001006674 金融商品仲介業者

http://fancorp.jp/fiduciary-duty.html

604

株式会社VIA

6150001020514 金融商品仲介業者

http://via0202.jp/fiduciary/

605

株式会社フィナンシャルクリエイト

9011401015800 金融商品仲介業者

https://www.financial-create.co.jp/blank-1

606

株式会社フィナンシャルリンクサービス

3010701022859 金融商品仲介業者

http://www.f-ls.co.jp/company.html#h3-01

607

株式会社ブルクアセット

8080401022719 金融商品仲介業者

https://burgasset-ifa.co.jp/declaration/

608

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

2120001208462 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/peregrine_kouhyou.pdf

609

株式会社Horizon

6290001072005 金融商品仲介業者

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/horizon_kouhyou.pdf

610

マイウェルスマネジメント株式会社

3010001149213 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/mywealth_kouhyou.pdf

611

Malolo Partners Japan 株式会社

7120001175038 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/malolo_kouhyou.pdf

612

株式会社みかたはいる

6480001008666 金融商品仲介業者

https://mikatahairu.wixsite.com/mikatahairu/blank-10

613

みさわ財産コンサルティング株式会社

7100001018223 金融商品仲介業者

http://misawakaikei.jp/zaisan/

614

株式会社ユニオン証券アドバイザーズ

3011201019668 金融商品仲介業者

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/union_kouhyou.pdf

615

リーファス株式会社

1010001182612 金融商品仲介業者

https://www.re-fas.com/fd

616

株式会社LONE PINE FINANCIAL

9040001101859 金融商品仲介業者

https://www.lpf.co.jp/123622345827096264122030112398269892120936939219422345935328.html

617

東京海上メザニン株式会社

8010001157203 適格機関投資家等特 http://www.tmmz.co.jp/operations.html
例業務届出者

618

株式会社ファンドクリエーショングループ

8010001145769 適格機関投資家等特 http://www.fc-group.co.jp/pdf/kokyakuhoni.pdf
例業務届出者

（注１）上記リストは、「取組方針」の公表を行った金融事業者から金融庁に提供された情報を基に作成したものであり、それぞれのリンクに掲載されている情報を含め、金融庁がその内容を保証するものではない。
（注２）掲載順は、「小分類」ごとに整理したうえで、五十音順としている。
（注３）URLについては、リスト作成の技術上リンク先に飛ばない事業者もあることをご了承ください。
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（別紙１）
銀行等代理業者
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

1

日本郵便株式会社

取組方針

自主的KPI

共通KPI

1

0

0

1010001112577 郵便局銀行代理業者 http://www.post.japanpost.jp/about/fiduciary/index.html

金融会社
取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

1

東京短資株式会社

その他

1010001061452 特定金融会社等

取組方針

自主的KPI

共通KPI

1

0

0

http://www.tokyotanshi.co.jp/fiduciary_duty.html

※ 金融庁の所管する法律に基づいて免許・許可・登録等を受けている業者以外の者。

取組方針等の公表を行ったウェブページアドレス（ＵＲＬ）

主たる事業の種別

金融事業者の名称

法人番号
小分類

1

オフィスベネフィット

2

株式会社MILIZE

―

その他

2010401081677 その他

取組方針

自主的KPI

共通KPI

2

0

0

https://www.officebenefit.com/fiduciary/index.html
https://milize.co.jp/fd

（注１）上記リストは、「取組方針」の公表を行った金融事業者から金融庁に提供された情報を基に作成したものであり、それぞれのリンクに掲載されている情報を含め、金融庁がその内容を保証するものではない。
（注２）掲載順は、「小分類」ごとに整理したうえで、五十音順としている。
（注３）URLについては、リスト作成の技術上リンク先に飛ばない事業者もあることをご了承ください。
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