














資料１２－１－７

平成15年6月30日現在
証券会社名称 郵便番号 本店所在地 登録番号

【国内証券会社】計231社 藍澤証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－２０－３ 関東財務局長（証）第1号
赤木屋証券㈱ 103-0027 中央区日本橋２－７－１ 関東財務局長（証）第2号
オリックス証券㈱ 103-0013 中央区日本橋人形町１－３－８ 関東財務局長（証）第3号
イー・トレード証券㈱ 106-6019 港区六本木１－６－１ 関東財務局長（証）第6号
岡三証券㈱ 103-8278 中央区日本橋１－１７－６ 関東財務局長（証）第7号
日本グローバル証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１３－２ 関東財務局長（証）第8号
金十証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－１５ 関東財務局長（証）第11号
日本ｱｼﾞｱ証券㈱ 103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-7-9 関東財務局長（証）第12号
金山証券㈱ 103-0016 中央区日本橋小網町１１－８ 関東財務局長（証）第14号
堂島関東証券㈱ 101-0052 千代田区神田小川町１－８－１ 関東財務局長（証）第15号
黒川木徳証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－１６－３ 関東財務局長（証）第16号
エイチ・エス証券㈱ 150-0043 渋谷区道玄坂1-12-1 関東財務局長（証）第18号
共和証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町８－３ 関東財務局長（証）第19号
極東証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－４－７ 関東財務局長（証）第20号
センチュリー証券㈱ 103-0023 中央区日本橋本町２－７－１ 関東財務局長（証）第21号
中央証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町1－5－3 関東財務局長（証）第24号
三栄証券㈱ 104-0031 中央区京橋３－１２－７ 関東財務局長（証）第26号
十字屋証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１７ 関東財務局長（証）第27号
城南証券㈱ 144-0052 大田区蒲田５－９－１２ 関東財務局長（証）第28号
新光証券㈱ 104-8481 中央区八重洲２－４－１ 関東財務局長（証）第29号
大成証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－１０ 関東財務局長（証）第32号
泉証券㈱ 103-0001 中央区日本橋小伝馬町１１－９ 関東財務局長（証）第36号
立花証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－１３－１４ 関東財務局長（証）第37号
多摩証券㈱ 198-8681 東京都青梅市住江町５１ 関東財務局長（証）第39号
あさひリテール証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町３－２－15 関東財務局長（証）第40号
ワールド日栄証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－６ 関東財務局長（証）第41号
ﾕｰｴﾌｼﾞｪｲつばさ証券㈱ 100-8138 千代田区大手町1-1-3 関東財務局長（証）第44号
中原証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町４－４－１ 関東財務局長（証）第46号
成瀬証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町４－２ 関東財務局長（証）第47号
三晃証券㈱ 151-0053 渋谷区代々木２－１３－４ 関東財務局長（証）第49号
日産証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－６ 関東財務局長（証）第51号
みずほインベスターズ証券㈱ 103-8658 中央区日本橋茅場町１－１３－１６ 関東財務局長（証）第53号
日本協栄証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－２－１８ 関東財務局長（証）第54号
東洋証券㈱ 103-8678 中央区日本橋１－２０－５ 関東財務局長（証）第56号
のぞみ証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀２－２４－２ 関東財務局長（証）第57号
松井証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－２０－７ 関東財務局長（証）第58号
丸宏大華証券㈱ 103-8640 中央区日本橋兜町３－３ 関東財務局長（証）第62号
丸國証券㈱ 103-0016 中央区日本橋小網町１０－２ 関東財務局長（証）第61号
丸三証券㈱ 103-0027 中央区日本橋２－５－２ 関東財務局長（証）第63号
丸和証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀１－５－１ 関東財務局長（証）第65号
三木証券㈱ 103-0027 中央区日本橋１－２０－９ 関東財務局長（証）第66号
リテラ・クレア証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１１ 関東財務局長（証）第67号
三田証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１７ 関東財務局長（証）第68号
水戸証券㈱ 103-0027 中央区日本橋３－１３－５ 関東財務局長（証）第69号
室清証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－１０ 関東財務局長（証）第70号
明和証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－１５ 関東財務局長（証）第71号
三菱証券㈱ 100-6317 千代田区丸の内二丁目４番１号 関東財務局長（証）第72号
山二証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－６－１７ 関東財務局長（証）第75号
山丸証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町３－１１ 関東財務局長（証）第77号
山和証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町１－３ 関東財務局長（証）第78号
東海東京証券㈱ 104-8371 中央区京橋１－７－１ 関東財務局長（証）第79号
小田原証券㈱ 250-0011 神奈川県小田原市栄町１－１４－４ 関東財務局長（証）第81号
よこはま証券㈱ 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町２９－５ 関東財務局長（証）第82号
東武証券㈱ 330-0802 埼玉県さいたま市宮町１－３６ 関東財務局長（証）第85号
武甲証券㈱ 368-0031 埼玉県秩父市上野町１１－１２ 関東財務局長（証）第86号
武蔵証券㈱ 360-0042 埼玉県熊谷市本町２－８６ 関東財務局長（証）第87号
ジーク証券㈱ 301-0836 茨城県竜ヶ崎市字寺後３５８５－４ 関東財務局長（証）第88号
臼木証券㈱ 317-0071 茨城県日立市鹿島町１－５－１０ 関東財務局長（証）第89号
宇都宮証券㈱ 320-0801 栃木県宇都宮市池上町４－４ 関東財務局長（証）第90号
富岡証券㈱ 370-2343 群馬県富岡市七日市８８９－２ 関東財務局長（証）第91号
丸大証券㈱ 103-0026 中央区日本橋兜町７－８ 関東財務局長（証）第92号
飯田証券㈱ 395-0043 長野県飯田市通り町３－３４ 関東財務局長（証）第94号
長野証券㈱ 380-0845 長野県長野市西後町６０６－８ 関東財務局長（証）第95号
アルプス証券㈱ 386-0018 長野県上田市常田２－３－３ 関東財務局長（証）第97号
国府証券㈱ 952-1325 新潟県佐渡郡佐和田町大字窪田１９－７ 関東財務局長（証）第99号
新潟証券㈱ 940-0061 新潟県長岡市城内町3-8-26 関東財務局長（証）第101号
新和証券㈱ 951-8068 新潟県新潟市上大川前通八番町１２５１－１ 関東財務局長（証）第102号
丸福証券㈱ 940-0062 新潟県長岡市大手通１－５－５ 関東財務局長（証）第104号
日本相互証券㈱ 104-8309 中央区京橋１－１－１ 関東財務局長（証）第107号
みずほ証券㈱ 100-0004 千代田区大手町１－５－１ 関東財務局長（証）第108号
農中証券㈱ 100-0004 千代田区大手町１－７－２ 関東財務局長（証）第109号
しんきん証券㈱ 104-0031 中央区京橋１－１－１ 関東財務局長（証）第121号
ガーバン東短証券㈱ 105-0001 港区虎ノ門4-3-9 関東財務局長（証）第123号
セントラル短資証券㈱ 103-0021 中央区日本橋本石町３－２－６ 関東財務局長（証）第124号
ディー・ブレイン証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－９－２ 関東財務局長（証）第125号
アクシーズ・ジャパン証券㈱ 103-0021 中央区日本橋本石町１－２－１ 関東財務局長（証）第127号
メリルリンチ日本証券㈱ 100-8180 千代田区大手町1-1-3 関東財務局長（証）第129号
日商岩井証券㈱ 106-0032 港区六本木１－４－３３ 関東財務局長（証）第130号
スパークス証券㈱ 141-0032 品川区大崎1-11-2 関東財務局長（証）第131号
日本インベスターズ証券㈱ 163-0635 新宿区西新宿１－２５－１ 関東財務局長（証）第132号
アイティーエム証券㈱ 103-0016 中央区日本橋小網町9-3 関東財務局長（証）第133号
コアパシフィック山一証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀２－２４－２ 関東財務局長（証）第134号
未来証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町１－９－４ 関東財務局長（証）第136号
伊藤忠キャピタル証券㈱ 103-0023 中央区日本橋本町４－８－１６ 関東財務局長（証）第139号
日立クレジット証券㈱ 105-0003 港区西新橋２－１５－１２ 関東財務局長（証）第140号
野村ファンドネット証券㈱ 103-0024 中央区日本橋小舟町３－２ 関東財務局長（証）第141号
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証券会社名称 郵便番号 本店所在地 登録番号
大和証券㈱ 100-8101 千代田区大手町２－６－４ 関東財務局長（証）第142号
大和証券エスエムビーシー㈱ 103-8289 中央区八重洲１－３－５ 関東財務局長（証）第143号
日本ティー・ピー・ピー証券㈱ 103-0013 中央区日本橋人形町２－２６－５ 関東財務局長（証）第144号
三菱商事証券㈱ 100-0005 千代田区丸の内２－２－１ 関東財務局長（証）第145号
ＳＭＢＣフレンド証券㈱ 103-8221 中央区日本橋兜町７－１２ 関東財務局長（証）第146号
ゲット証券㈱ 103-0014 中央区日本橋蠣殻町１－４－１ 関東財務局長（証）第147号
DLJﾃﾞｨﾚｸﾄ・ｴｽｴﾌｼﾞｰ証券㈱ 101-0051 千代田区神田神保町1-105 関東財務局長（証）第148号
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ・ﾄﾚｰﾄﾞﾌﾞｯｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ証券㈱ 100-0005 千代田区丸の内２－３－２ 関東財務局長（証）第149号
マネックス証券㈱ 100-6219 千代田区丸の内１－１１－１ 関東財務局長（証）第152号
日興ビーンズ証券㈱ 104-0033 中央区新川１－２８－３８ 関東財務局長（証）第153号
損保ジャパンシグナ証券㈱ 163-0650 新宿区西新宿１－２５－１ 関東財務局長（証）第157号
エル・ピー・エル日本証券㈱ 102-0075 千代田区三番町２ 関東財務局長（証）第158号
ソフトバンク・フロンティア証券㈱ 106-6019 港区六本木１－６－１ 関東財務局長（証）第159号
セブンキャピタル証券㈱ 105-0012 港区芝大門１－１２－１６ 関東財務局長（証）第160号
ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑ証券㈱ 104-0033 中央区新川１－２８－２５ 関東財務局長（証）第161号
ジェット証券㈱ 101-0051 千代田区神田神保町3-2-4 関東財務局長（証）第162号
スターツ証券㈱ 134-0088 江戸川区西葛西６-１０-６ 関東財務局長（証）第163号
㈱PRS証券 150-0012 渋谷区広尾１－１３－１ 関東財務局長（証）第164号
ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ証券㈱ 100-0005 千代田区丸の内1－5－1 関東財務局長（証）第166号
ﾄﾚｲﾀﾞｰｽﾞ証券㈱ 106-0047 港区南麻布4-11-30 関東財務局長（証）第168号
Meネット証券㈱ 106-0032 港区六本木１－７－２７ 関東財務局長（証）第171号
いちよし証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀2－14－1 関東財務局長（証）第172号
萬成ﾌﾟﾗｲﾑｷｬﾋﾟﾀﾙ証券㈱ 104-0033 中央区新川1－21－2 関東財務局長（証）第173号
ｱｲ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ証券㈱ 104-0061 中央区銀座3－7－3 関東財務局長（証）第174号
オリエント証券㈱ 103-0023 中央区日本橋本町3－3－6 関東財務局長（証）第175号
ｴﾑﾃｨｰｴｽｼﾞｬﾊﾟﾝ証券㈱ 100-0005 千代田区丸の内3－4－1 関東財務局長（証）第177号
ジェービｨック証券㈱ 107-0052 港区赤坂1-7-19 関東財務局長（証）第183号
日本ファースト証券㈱ 103-0007 中央区日本橋浜町2-13-6 関東財務局長（証）第184号
ブライト証券㈱ 103-0025 中央区日本橋茅場町3-12-2 関東財務局長（証）第185号
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ証券㈱ 150-0031 渋谷区桜丘町22-14 関東財務局長（証）第186号
ファーストメイク証券㈱ 104-0032 中央区八丁堀2-30-15 関東財務局長（証）第187号
新生証券㈱ 100-8501 千代田区内幸町2-1-8 関東財務局長（証）第188号
ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ･ﾊﾘﾏﾝ証券投資顧問㈱ 105-0014 港区芝2-31-19 関東財務局長（証）第189号
ジャパンクロス証券㈱ 106-0032 港区六本木1-9-9 関東財務局長（証）第191号
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹｯﾂ証券㈱ 105-6014 港区虎ノ門4-3-1 関東財務局長（証）第192号
エンサイドットコム証券㈱ 101-0054 千代田区神田錦町１－１６－１ 関東財務局長（証）第193号
エスピーシー証券㈱ 104-0052 中央区月島1-8-3 関東財務局長（証）第194号
インベスコ証券㈱ 100-0011 千代田区内幸町1-1-1 関東財務局長（証）第195号
日興コーディアル証券㈱ 100-8325 千代田区丸の内3-3-1 関東財務局長（証）第196号
野村證券㈱ 103-8011 中央区日本橋1-9-1 関東財務局長（証）第197号
ワンアジア証券㈱ 160-0022 新宿区新宿3-17-5 関東財務局長（証）第198号
アクセス証券㈱ 103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-38-11 関東財務局長（証）第199号
ニュース証券㈱ 150-0002 渋谷区渋谷3-6-6 関東財務局長（証）第200号
エクセランド証券㈱ 105-6226 港区愛宕2-5-1 関東財務局長（証）第202号
ジャパンオルタナティブ証券㈱ 101-0051 千代田区神田神保町2-7-3 関東財務局長（証）第203号
ひまわり証券㈱ 105-0022 港区海岸1-11-1 関東財務局長（証）第204号
パトナム・インベストメンツ証券㈱ 105-0001 港区虎ノ門4丁目3番２０号 関東財務局長（証）第205号
AIP証券㈱ 107-0052 港区赤坂2丁目17番22号 関東財務局長（証）第206号
ジョイント証券㈱ 153-0063 目黒区目黒2丁目10番11号 関東財務局長（証）第207号
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱ 100-0011 千代田区内幸町1丁目1番1号 関東財務局長（証）第208号
プリヴェ・チューリッヒ証券㈱ 100-6036 千代田区霞が関３－２－５ 関東財務局長（証）第211号
ジェイ・ボンド証券株式会社 101-0051 港区虎ノ門５－１３－１ 関東財務局長（証）第209号
シーエー・エーエム証券㈱ 100-0011 千代田区内幸町一丁目２番２号 関東財務局長（証）第210号
ナショナル・オーストラリア証券㈱ 103-0022 中央区日本橋室町2丁目1番1号 関東財務局長（証）第212号
日本証券代行㈱ 103-8202 中央区日本橋茅場町１－２－４ 関東財務局長（証）第213号
インタースイストラスト証券㈱ 105-0001 港区虎ノ門四丁目3番20号 関東財務局長（証）第214号
エース証券㈱ 541-0053 大阪市中央区本町2丁目6番11号 近畿財務局長（証）第３号
岩井証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜1丁目5番5号 近畿財務局長（証）第６号
永和証券㈱ 541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7番22号 近畿財務局長（証）第７号
コスモ証券㈱ 541-8521 大阪市中央区今橋1丁目8番12号 近畿財務局長（証）第８号
大塚証券㈱ 542-0082 大阪市中央区島之内1丁目20番19号 近畿財務局長（証）第１０号
三京証券㈱ 541-0051 大阪市中央区備後町1丁目7番10号 近畿財務局長（証）第１１号
金吉証券㈱ 530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番20号 近畿財務局長（証）第１２号
光世証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜2-1-10 近畿財務局長（証）第１４号
髙木証券㈱ 530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-400号 近畿財務局長（証）第１６号
塚本證券㈱ 541-0042 大阪市中央区今橋1丁目8番14号 近畿財務局長（証）第１７号
内藤証券㈱ 541-0043 大阪市中央区高麗橋1丁目5番9号 近畿財務局長（証）第１８号
㈱ｴﾇｼｰｴｽ證券 541-0042 大阪市中央区今橋1-7-14 近畿財務局長（証）第２０号
日の出証券㈱ 541-0043 大阪市中央区高麗橋2丁目3番9号 近畿財務局長（証）第２１号
広田証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜1丁目1番24号 近畿財務局長（証）第２３号
こうべ証券㈱ 530-0047 大阪市北区西天満5丁目16番3号 近畿財務局長（証）第２４号
山源証券㈱ 541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目3番10号 近畿財務局長（証）第２６号
西村証券㈱ 600-8007 京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町65 近畿財務局長（証）第２９号
丸近證券㈱ 600-8033 京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町 近畿財務局長（証）第３１号
都証券㈱ 604-8143 京都市中京区東洞院綿小路下坂東屋町658 近畿財務局長（証）第３２号
六和証券㈱ 604-0837 京都市中京区東洞院通二条下ル瓦之町397-1 近畿財務局長（証）第３３号
相生証券㈱ 678-0006 兵庫県相生市本郷町7番34号 近畿財務局長（証）第３４号
篠山証券㈱ 669-2324 兵庫県篠山市東新町220番 近畿財務局長（証）第３６号
西脇証券㈱ 677-0043 兵庫県西脇市下戸田92番3号 近畿財務局長（証）第３８号
播陽証券㈱ 670-0921 兵庫県姫路市綿町80番地 近畿財務局長（証）第３９号
光証券㈱ 650-0001 神戸市中央区加納町３丁目４番２号 近畿財務局長（証）第４０号
奈良証券㈱ 639-1007 奈良県大和郡山市南郡山町212番地の7 近畿財務局長（証）第４１号
環証券㈱ 647-0081 和歌山県新宮市新宮7690番地の5 近畿財務局長（証）第４３号
神崎証券㈱ 527-0012 滋賀県八日市市本町2番18号 近畿財務局長（証）第４５号
エンゼル証券㈱ 530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-1000 近畿財務局長（証）第４６号
日本電子証券㈱ 541-0041 大阪市中央区北浜1丁目5番5号 近畿財務局長（証）第４７号
㈱パンタ・レイ証券 541-0041 大阪市中央区北浜2丁目5番13号 近畿財務局長（証）第４８号
タイコム証券㈱ 541-0053 大阪市中央区本町2-2-7 近畿財務局長（証）第４９号
ポートサテライト証券㈱ 651-0084 神戸市中央区磯部通３丁目２番１７号 近畿財務局長（証）第５０号
㈱だいこう証券ビジネス 541-8583 大阪市中央区北浜2丁目4番6号 近畿財務局長（証）第５１号
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証券会社名称 郵便番号 本店所在地 登録番号
安藤証券㈱ 460-0003 名古屋市中区錦３丁目２３－２１ 東海財務局長（証）第１号
岡地証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－２９ 東海財務局長（証）第２号
アーク証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄２丁目５－１１ 東海財務局長（証）第３号
木村証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目３－１７ 東海財務局長（証）第５号
寿証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－２ 東海財務局長（証）第７号
大徳証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－３０ 東海財務局長（証）第８号
大万証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄２丁目８－５ 東海財務局長（証）第１０号
田原証券㈱ 441-3421 愛知県渥美郡田原町大字田原字本町４１ 東海財務局長（証）第１１号
野畑証券㈱ 444-0059 愛知県岡崎市康生通西３丁目１８－２ 東海財務局長（証）第１２号
丸八証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目４－２８ 東海財務局長（証）第１４号
豊証券㈱ 460-0008 名古屋市中区栄３丁目７－１ 東海財務局長（証）第１６号
静岡東海証券㈱ 420-0064 静岡県静岡市本通１丁目２－１３ 東海財務局長（証）第１８号
伊勢証券㈱ 516-0072 三重県伊勢市宮後２丁目２５－１１ 東海財務局長（証）第１９号
松阪証券㈱ 515-0082 三重県松阪市魚町１７１７ 東海財務局長（証）第２０号
六ニ証券㈱ 511-0068 三重県桑名市中央町１丁目２９ 東海財務局長（証）第２１号
大石証券㈱ 503-0902 岐阜県大垣市栗屋町１ 東海財務局長（証）第２２号
新大垣証券㈱ 503-0864 岐阜県大垣市南頬町４丁目５０－３ 東海財務局長（証）第２４号
中泉証券㈱ 438-0078 静岡県磐田市中泉９６８ 東海財務局長（証）第２６号
ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ証券㈱ 460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 東海財務局長（証）第２７号
静銀ティーエム証券㈱ 420-0853 静岡県静岡市追手町１－１３ 東海財務局長（証）第２８号
上光証券㈱ 060-0001 札幌市中央区北１条西３丁目３第百生命札幌 北海道財務局長（証）第１号
大北証券㈱ 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目２－１４ 東北財務局長（証）第１号
荘内証券㈱ 998-0044 山形県酒田市中町１丁目１３－８ 東北財務局長（証）第２号
山形証券㈱ 990-0042 山形県山形市七日町２丁目１－４３ 東北財務局長（証）第３号
今村証券㈱ 920-0906 石川県金沢市十間町２５番地 北陸財務局長（証）第１号
坂本北陸証券㈱ 920-0917 石川県金沢市下堤町２５番地 北陸財務局長（証）第２号
竹松証券㈱ 920-0902 石川県金沢市尾張町１丁目１番２２号 北陸財務局長（証）第３号
益茂証券㈱ 910-0006 福井県福井市中央３丁目５番１号 北陸財務局長（証）第５号
三津井証券㈱ 910-0023 福井県福井市順化１丁目２１番１号 北陸財務局長（証）第６号
荒町証券㈱ 930-0028 富山県富山市荒町５番７号 北陸財務局長（証）第７号
石動証券㈱ 932-0057 富山県小矢部市本町２番１号 北陸財務局長（証）第８号
島大証券㈱ 930-0044 富山県富山市中央道り２丁目４番９号 北陸財務局長（証）第１０号
新林証券㈱ 930-0058 富山県富山市古鍛冶町６番５号 北陸財務局長（証）第１１号
頭川証券㈱ 933-0928 富山県高岡市守山町５番地の１ 北陸財務局長（証）第１２号
富証券㈱ 930-0046 富山県富山市堤町通り１丁目３番３号 北陸財務局長（証）第１４号
ウツミ屋証券㈱ 730-0031 広島市中区紙屋町２－２－２ 中国財務局長（証）第１号
八幡証券㈱ 730-0051 広島市中区大手町３－１－９ 中国財務局長（証）第２号
北田証券㈱ 710-0046 岡山県倉敷市中央１－４－１ 中国財務局長（証）第３号
津山証券㈱ 708-0023 岡山県津山市大手町６－８ 中国財務局長（証）第５号
カドヤ証券㈱ 680-0033 鳥取県鳥取市二階町１－１１３ 中国財務局長（証）第６号
大山日ノ丸証券㈱ 680-0841 鳥取県鳥取市吉方温泉３丁目１０１番地 中国財務局長（証）第７号
香川証券㈱ 760-8607 香川県高松市磨屋町４番地の８ 四国財務局長（証）第１号
三豊証券㈱ 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲１１５８番地の１ 四国財務局長（証）第２号
愛媛証券㈱ 796-0035 愛媛県八幡浜市字須崎５番地の２ 四国財務局長（証）第３号
二浪証券㈱ 790-0004 愛媛県松山市大街道２丁目６番地１ 四国財務局長（証）第５号
阿波証券㈱ 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地 四国財務局長（証）第６号
徳島合同証券㈱ 770-0844 徳島県徳島市中通町３丁目５－１ 四国財務局長（証）第７号
大熊本証券㈱ 860-0807 熊本県熊本市下通１丁目７番１９号 九州財務局長（証）第１号
飯塚中川証券㈱ 820-0042 福岡県飯塚市本町２１番６号 福岡財務支局長（証）第１号
前田証券㈱ 810-0001 福岡市中央区天神２丁目１４番２号 福岡財務支局長（証）第２号
佐世保証券㈱ 857-0864 長崎県佐世保市戸尾町３番６号 福岡財務支局長（証）第３号
ｽﾀｰﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ証券㈱ 812-0011 福岡市博多区博多駅前１丁目２番５号 福岡財務支局長（証）第５号
沖縄証券㈱ 900-0033 沖縄県那覇市久米２丁目４番１６号 沖縄総合事務局長（証）第１号
大宝証券㈱ 900-0015 沖縄県那覇市久茂地３丁目２１番１号 沖縄総合事務局長（証）第２号
ユナイテッドワールド証券㈱ 905-2172 沖縄県名護市字豊原224番地の3 沖縄総合事務局長（証）第3号
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資料１２－１－８ 外国証券会社一覧

平成1５年６月３０日 現在

外国証券会社 郵便番号 本店所在地又は在日支店(在日代表店)所在地 登録番号

【外国証券会社】 プルデンシャル証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－７ 大和生命ビル１４階 関東財務局長(外)第 3 号

計44社 日興シティグループ証券会社 東京支店 107-6122 東京都港区赤坂５－２－２０　赤坂パークビルヂング 関東財務局長(外)第 6 号

ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 107-6005 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル 関東財務局長(外)第 7 号

クレディ アグリコル インドスエズ証券会社 東京支店 101-0051 東京都千代田区神田神保町３－２９　住友不動産一ツ橋ビル 関東財務局長(外)第 10号

クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店 105-6002 東京都港区虎ノ門４－３－１　城山ＪＴトラストタワー 関東財務局長(外)第 11号

ドイツ証券会社 東京支店 100-6171 東京都千代田区永田町２－１１－１　山王パークタワー 関東財務局長(外)第 16号

リーマン・ブラザーズ証券会社 東京支店 107ｰ6036 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル３６階 関東財務局長(外)第 17号

アイエヌジー証券会社 東京支店 102－0085 東京都千代田区紀尾井町４－１　ニューオータニガーデンコート 関東財務局長(外)第 18号

ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京
支店

105-0001 東京都港区虎ノ門４－１－８  虎ノ門四丁目ＭＴビル 関東財務局長(外)第 19号

アール・ビー・エス証券会社 東京支店 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２　リバーサイド読売ビル 関東財務局長(外)第 20号

ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店 107-6015 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル 関東財務局長(外)第 21号

ＨＳＢＣ証券会社 東京支店 103-0027 東京都中央区日本橋３－１１－１　ＨＳＢＣビル 関東財務局長(外)第 23号

コメルツ証券会社 東京支店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－２－１ 東京海上ビル新館 関東財務局長(外)第 24号

エービーエヌ・アムロ証券会社 東京支店 105-0002 東京都港区愛宕二丁目5番1号 関東財務局長(外)第 25号

ウエストエルビー証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－２　富国生命ビル３階 関東財務局長(外)第 26号

ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社　東京支店 100ｰ0004 東京都千代田区大手町１－７－２　東京サンケイビル１８階 関東財務局長(外)第 27号

Ｊ．Ｐ．モルガン証券会社 東京支店 107-6151 東京都港区赤坂５－２－２０　赤坂パークビルヂング 関東財務局長(外)第 29号

ＨＶＢキャピタル証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ１８階 関東財務局長(外)第 31号

バークレイズ・キャピタル証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町２－２－２　アーバンネット大手町ビル１５階 関東財務局長(外)第 32号

クレスベール証券会社 東京支店 105-0001 東京都港区虎ノ門１－６－１２　大手町建物虎ノ門ビル９階 関東財務局長(外)第 36号

バンクオブアメリカ証券会社 東京支店 100-6115 東京都千代田区永田町２－１１－１　山王パークタワー１５階 関東財務局長(外)第 38号

ＣＩＢＣ証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３　日比谷国際ビル８階 関東財務局長(外)第 39号

ベアー・スターンズ（ジャパン）証券会社東京支店 105-6022 東京都港区虎ノ門４－３－１　城山ＪＴトラストタワー２２階 関東財務局長(外)第 40号

イー・ティー・インスティテューショナル証券会社 東京支店 107-0052 東京都港区赤坂２ー５ー３　日交山王ビル８階 関東財務局長(外)第 41号

キャンターフィッツジェラルド証券会社 東京支店 100-0013 東京都千代田区霞が関３－８－１　虎ノ門三井ビルディング14階 関東財務局長(外)第 43号

インスティネット証券会社 東京支店 106-0032 東京都港区六本木１ー９ー９　六本木ファーストビル７階 関東財務局長(外)第 44号

カナダ・ロイヤル・ドミニオン証券会社 東京支店 107-6032 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル３２階 関東財務局長(外)第 48号

ジェフリーズ証券 東京支店 100-0006 東京都千代田区有楽町１－５－１　朝日生命日比谷ビル３階 関東財務局長(外)第 51号

現代証券株式会社 東京支店 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３－１２－２　ＡＳＫビル６階 関東財務局長(外)第 52号

フィデリティ証券会社 東京支店 104-0033 東京都中央区新川１－８－８　アクロス新川ビル 関東財務局長(外)第 53号

ティーディー証券会社 東京支店 105-0001 東京都港区虎ノ門４－３－２０　神谷町MTビル１６階 関東財務局長(外)第 56号

シーディーシー・イクシス・キャピタル・マーケッツ証券会社
東京支店

105-0003 東京都港区西新橋１－２－９　日比谷セントラルビル９階 関東財務局長(外)第 57号

ＵＢＳ証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ 関東財務局長(外)第 58号

東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社 105-0003 東京都港区西新橋１－２－９　日比谷セントラルビル７階 関東財務局長(外)第 60号

アライアンス・バーンスタイン・ファンド証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ﾌｧｰｽﾄｽｲｳｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ１７階 関東財務局長(外)第 65号

ＫＢＣ証券会社 東京支店 107-0052 東京都港区赤坂２－１７－７　赤坂溜池タワー５階 関東財務局長(外)第 68号

モルガン・スタンレー証券会社 東京支店 150-6008 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイスタワー 関東財務局長(外)第 69号

シティコープ証券会社 東京支店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－３－１　東京銀行協会ビル８階 関東財務局長(外)第 70号

バンク・エー・アイ・ジー証券会社 東京支店   100-0004 東京都千代田区大手町２－２－２　アーバンネット大手町ビル１４階 関東財務局長(外)第 72号

エイアイジー日本証券会社 東京支店 100-8234 東京都千代田区丸の内１－１－３ ＡＩＧビル 関東財務局長(外)第 77号

バンカ・イミ証券会社 東京支店 105-0003 東京都港区西新橋3-24-10 ハリファックス御成門ビル 関東財務局長(外)第 78号

クレディ・リヨネ証券会社 東京支店 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３ 関東財務局長(外)第 79号

スイス・リー・キャピタルマーケッツ証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ　西館 関東財務局長(外)第 80号

チューリッヒ・キャピタルマーケッツ証券会社 東京支店 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｲｰｽﾄﾀﾜｰ４階 関東財務局長(外)第 81号

新規登録
H14.4. 30  エイアイジー証券会社
H14. 5. 7  バンカ・イミ証券会社
H15.1.31 クレディ・リヨネ証券営業譲渡準備会社
H15.2.26　スイス・リー・キャピタルマーケッツ証券会社
H15.2.2７　チューリッヒ・キャピタルマーケッツ証券会社
H15.4.4　CDC　IXIS証券会社
登録抹消（証券業廃止・営業譲渡等）
H14. 4.15  ジェンリ証券会社
H14.8.19 ウィリアム・ブレアー証券会社
H14.8.30　モルガン・スタンレー日本証券会社
H14.9.30　アメリカン・エキスプレス・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券会社
H14.12. 2 三菱トラストインターナショナル証券会社
H15.1.15 サスーン証券会社
H15.3.1　クレディ・リヨネ証券会社
H15.4.25　サムスン証券株式会社
H15.5.7　カザノブ証券会社
H15.5.8　カルエフピー・バンク証券会社
H15.6.30　CDC　IXIS証券会社
名称変更
H14. 4. 1  ＩＮＧベアリング証券会社→ アイエヌジー証券会社
H14. 6.10  インドスエズ ダブリュ・アイ・カー証券会社→クレディ アグリコル インドスエズ証券会社
H15. 1. 1 ティーアイアール証券会社→イー・ティー・インスティテューショナル証券会社
H15.2.3　ファースト・シカゴ東京海上→東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社
H15.3.1　クレディ・リヨネ証券営業譲渡準備会社→クレディ・リヨネ証券会社
H15.3.31　アライアンス・ファンド証券会社→アライアンス・バーンスタイン・ファンド証券会社
H15.4.7　日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社→日興シティグループ証券会社
H15.6.9　UBSウォーバーグ証券会社→UBS証券会社

－ 502 －
















