
令和２年３月末現在

登録があった
経済産業局等

事業者名 都道府県名 本店所在地 代表者 登録番号（個別）

株式会社日専連ニックコーポレーション 北海道 北見市北2条西1丁目16番地の1 弓山　充康 北海道（個）第１号-３
株式会社日専連釧路 北海道 釧路市北大通2丁目7番地 伊勢　邦彦 北海道（個）第２号-３
株式会社日専連パシフィック 北海道 苫小牧市表町3丁目2番地11号 藤川　勇治 北海道（個）第３号-３
株式会社ニッセンレンエスコート 北海道 札幌市中央区南2条西2丁目13番地 竹田　淳 北海道（個）第４号-３
株式会社エヌシーおびひろ 北海道 帯広市西5条南14丁目5番地 所　紀夫 北海道（個）第５号-３
株式会社日専連ジェミス 北海道 帯広市西2条南8丁目8番地 臼井　呉行 北海道（個）第６号-３
株式会社SPサービス 北海道 札幌市中央区大通西5丁目8番地 工　慎一 北海道（個）第８号-２
株式会社日専連パートナーズ 岩手県 盛岡市中ノ橋通一丁目１４番２１号 玉山　哲 東北(個）第１号－３
株式会社日専連ライフサービス 宮城県 仙台市青葉区中央一丁目３番１号 羽生　正弘 東北(個）第３号－３
株式会社日専連ホールディングス 青森県 青森市長島２丁目１８番６号 木村　哲夫 東北(個）第６号－３
株式会社エヌシーおおだて 秋田県 大館市御成町三丁目５番５６号 小林　一夫 東北(個）第７号－３
福島信用販売株式会社 福島県 郡山市中町１４番２６号 小針　久美 東北(個）第８号－３
日立キャピタル株式会社 東京都 港区西新橋一丁目３番１号 川部　誠治 関東(個)第 2号-3
株式会社エポスカード 東京都 中野区中野四丁目３番２号 斎藤　義則 関東(個)第 4号-3
株式会社オリエントコーポレーション 東京都 千代田区麹町五丁目２番地１ 河野　雅明 関東(個)第 6号-3

株式会社ジャックス
北海道
東京都

函館市若松町２番５号（登記上の本店）
渋谷区恵比寿四丁目１番１８号  恵比寿ネオナート（主たる営業所）

板垣　康義 関東(個)第 7号-3

株式会社クレディセゾン 東京都 豊島区東池袋三丁目１番１号 山下　昌宏 関東(個)第 8号-3
三菱電機クレジット株式会社 東京都 品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 関東(個)第 9号-3
スバルファイナンス株式会社 東京都 渋谷区恵比寿一丁目１９番１５号 髙橋　充 関東(個)第10号-3
プレミア株式会社 東京都 港区虎ノ門二丁目１０番４号　オークラプレステージタワー 柴田　洋一 関東(個)第11号-3
MMCダイヤモンドファイナンス株式会社 東京都 港区芝五丁目３４番６号 服部　俊彦 関東(個)第12号-3
株式会社常陽銀行 茨城県 水戸市南町二丁目５番５号 笹島　律夫 関東(個)第13号-3
株式会社丸八アセット 神奈川県 横浜市港北区新横浜３丁目８番地１２ 岡本　八大 関東(個)第14号-3
株式会社日産フィナンシャルサービス 千葉県 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地1 内村　直友 関東(個)第15号-3
ソフトバンク株式会社 東京都 港区東新橋一丁目９番１号 宮内　謙 関東(個)第16号-3
株式会社横浜銀行 神奈川県 横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 川村　健一 関東(個)第17号-3

ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 東京都 千代田区丸の内一丁目９番２号
マイケル・
ウェザオール

関東(個)第18号-3

イオンプロダクトファイナンス株式会社 東京都 千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 河田　和彦 関東(個)第20号-3
株式会社ライフエンジェル 東京都 品川区東品川二丁目３番１２号 谷田　昌広 関東(個)第21号-3
スズキファイナンス株式会社 静岡県 浜松市南区高塚町３００番地 鈴木　敏明 関東(個)第22号-3
株式会社ＮＴＴドコモ 東京都 千代田区永田町二丁目１１番１号 丸山　誠治 関東(個)第23号-3
スルガ銀行株式会社 静岡県 沼津市通横町２３番地 米山　明広 関東(個)第26号-3
高千穂商事株式会社 東京都 千代田区鍛治町一丁目７番４号 佐伯　竜幸 関東(個)第27号-3

ＫＤＤＩ株式会社 東京都
新宿区西新宿二丁目３番２号（登記上の本店）
千代田区飯田橋三丁目１０番１０号（主たる営業所）

田中　孝司 関東(個)第29号-3

株式会社ホンダファイナンス 東京都 千代田区九段南２丁目１番３０号　イタリア文化会館ビル 髙橋　明宏 関東(個)第30号-3

メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 東京都 品川区東品川四丁目１２番４号
アレクサン
ダー・クリア

関東(個)第31号-3

株式会社三井住友銀行 東京都 千代田区丸の内一丁目１番２号 髙島　誠 関東(個)第34号-3
ＣＢＳフィナンシャルサービス株式会社 東京都 目黒区青葉台三丁目１番１２号 山田　美穂 関東(個)第35号-3
株式会社かんそうしん 東京都 千代田区外神田二丁目１８番１０号 野原　浩二 関東(個)第37号-3
株式会社ダブルラック 東京都 品川区東品川四丁目１３番１４号 野澤　克巳 関東(個)第38号-3
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株式会社エービーシーキャピタル 東京都 千代田区丸の内三丁目１番１号 大石　忠幸 関東(個)第39号-3

京葉住設株式会社 千葉県
市川市市川南四丁目２番１１号（登記上の本店）
船橋市市場３丁目１７番１号（主たる営業所）

広瀬　徳和 関東(個)第40号-3

ポルシェファイナンシャルサービスジャパン株式会社 東京都 港区虎ノ門一丁目２３番１号 大西　秀一 関東(個)第41号-3
フレンドトラスト株式会社 東京都 千代田区内神田三丁目１３番２号 安藤　濶 関東(個)第42号-3
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 東京都 品川区北品川四丁目７番３５号 横瀬　正幸 関東(個)第43号-3
ヤマトクレジットファイナンス株式会社 東京都 豊島区高田三丁目１５番１０号 西田　勢津子 関東(個)第45号-3
株式会社キャンパス 東京都 新宿区高田馬場四丁目９番１０号 大久保　直 関東(個)第47号-3
静岡ガスクレジット株式会社 静岡県 静岡市駿河区八幡一丁目５番３８号 磯部　智明 関東(個)第48号-3
株式会社オートバックスフィナンシャルサービス 東京都 江東区豊洲五丁目６番５２号 平田　功 関東(個)第49号-3

株式会社東武カードビジネス 東京都
豊島区西池袋一丁目１番２５号(登記上の本店）
豊島区西池袋一丁目１０番１０号　東武アネックスビル８階(主たる営業所)

尾形　正昭 関東(個)第50号-3

株式会社ビジョン 東京都 港区芝大門二丁目６番６号 小倉　幸一 関東(個)第54号-3
ワイズ・ファイナンシャル・インベストメント株式会社 東京都 渋谷区円山町５－１８道玄坂スクエア６F 永田　雄三 関東(個)第55号-3
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都 千代田区丸の内二丁目７番１号 三毛　兼承 関東(個)第56号-3
株式会社アークファイナンス 栃木県 宇都宮市駅前通り三丁目1番１号薄井ビル３F 金沢　基竜 関東(個)第57号-3

タイヘイ株式会社
千葉県
東京都

匝瑳市八日市場イ2614番地(登記上の本店)
江戸川区松江七丁目8番10号(主たる営業所)

太田　健治郎 関東(個)第58号-3

東京ガスリース株式会社 東京都 新宿区西新宿三丁目７番１号 五領田　周司 関東(個)第61号-3
株式会社日専連静岡 静岡県 静岡市葵区呉服町二丁目７番地の２６ 森　惠一 関東(個)第62号-3
ライフティ株式会社 東京都 中央区日本橋堀留町１丁目１番５号　日本橋堀留ビル２F 髙木　秀平 関東(個)第63号-3
株式会社メディカルクレジットサービス 東京都 文京区関口一丁目８番６号－１００５号 管谷　利紀 関東(個)第65号-3
株式会社ジャパンデンタル 東京都 新宿区西新宿一丁目１３番８号 今井　範嗣 関東(個)第67号-3
株式会社メディファンス 東京都 中央区京橋一丁目４番１０号 阿久津　勝一 関東(個)第68号-3
フレックス株式会社 東京都 港区北青山二丁目５番８号 藤崎　孝行 関東(個)第69号-3
ポケットカード株式会社 東京都 港区芝公園一丁目１番１号 髙垣　晴雄 関東(個)第70号-3
ニチクレ株式会社 東京都 中央区銀座一丁目１８番６号 道面　義雄 関東(個)第72号-3
日本住宅ローン株式会社 東京都 渋谷区代々木二丁目１番１号 安藤　直広 関東(個)第73号-3
楽天カード株式会社 東京都 世田谷区玉川一丁目14番1号 穂坂　雅之 関東(個)第74号-2
三菱ＵＦＪリース株式会社 東京都 千代田区丸の内一丁目５番１号 栁井　隆博 関東(個)第75号-2

サンワフィナンシャル株式会社 栃木県
宇都宮市塙田三丁目３番５号（登記上の本店）
宇都宮市駅前通り三丁目１番１号（主たる営業所）

松井　経夫 関東(個)第76号-2

株式会社オリコフォレントインシュア 東京都 港区芝浦四丁目９番２５号 山本　浩泰 関東(個)第77号-2

株式会社セディナ
愛知県
東京都

名古屋市中区丸の内三丁目23番20号（登記上の本店）
港区港南二丁目16番４号(主たる営業所)

小野　直樹 中部(個)第2号-3

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都 港区芝浦一丁目２番３号 神代　顕彰 近畿(個)第１号-3

イオンクレジットサービス株式会社 東京都
千代田区神田錦町一丁目１番地（登記上の本店）
千代田区神田錦町三丁目２２番地（主たる営業所）

齋藤　達也
関東(個)第80号-2

株式会社みずほ銀行 東京都
千代田区大手町一丁目５番５号（登記上の本店）
千代田区内幸町一丁目1番5号(主たる営業所)

藤原　弘治 関東(個)第81号-2

オリックス・クレジット株式会社 東京都 立川市曙町二丁目22番20号 山科　裕子 関東(個)第82号-2
株式会社群馬銀行 群馬県 前橋市元総社町１９４番地 深井　彰彦 関東(個)第85号-2
株式会社Ｐａｉｄｙ 東京都 港区赤坂九丁目７番１号 杉江　陸 関東(個)第86号-1

株式会社アプラス
大阪府
東京都

大阪市浪速区湊町一丁目２番３号（登記上の本店）
千代田区外神田三丁目１２番８号住友不動産秋葉原ビル内（主たる営業

清水　哲朗 近畿(個)第2号-3

セイシン株式会社 東京都 文京区音羽一丁目２６番１１号  大和出版ビル３階 林　裕 関東(個)第87号-1
スパイス株式会社 東京都 目黒区東山一丁目５番４号　KDX中目黒ビル 小川　健司 関東（個）第88号-１
楽天銀行株式会社 東京都 世田谷区玉川一丁目１４番１号 永井　啓之 関東(個)第89号-1
株式会社共立ファイナンシャルサービス 東京都 千代田区外神田２丁目１７－３ 伊藤　亮 関東(個)第90号-1
株式会社アスマイル 神奈川県 横浜市中区不老町一丁目２番地１ 石川　栄一 関東(個)第91号-1



ライフギャランティー株式会社 東京都 港区芝二丁目３１－１９ 増井　啓司 関東(個)第92号-1
株式会社オークサービス 東京都 港区北青山二丁目５番８号 佐藤　正樹 関東(個)第94号-1
株式会社アトム 東京都 豊島区西池袋三丁目６番１８号 青井　忠四郎 関東(個)第95号-1
株式会社サクシード 東京都 港区西新橋三丁目１３番７号　VORT虎ノ門south１１F 髙田　朋宏 関東(個)第96号-1
株式会社ワンダーステージ 東京都 港区新橋六丁目１７番１７号 前坂　啓太 関東(個)第97号-1
ＵＱコミュニケーションズ株式会社 東京都 港区港南二丁目１６番１号　品川イーストワンタワー 野坂　章雄 関東(個)第98号-1
株式会社エン・コーポレーション 東京都 台東区台東四丁目７番６号 西山　惠子 関東(個)第99号
株式会社ヤマダファイナンスサービス 群馬県 高崎市栄町１番１号 古谷野　賢一 関東(個)第100号
株式会社ニューアート・フィンテック 東京都 中央区銀座一丁目１５番２号 中山　雅之 関東(個)第101号
西京カード株式会社 東京都 江東区木場二丁目17番16号 海老沼　昭行 中国(個)第8号-3
ペッツファーストクレジット株式会社 東京都 目黒区目黒二丁目１０番１１号 岸田　歩 関東(個)第102号

中央出版クレジット株式会社 愛知県
名古屋市名東区姫若町３番地の２（登記簿上本店）／
長久手市城屋敷８０１番地（主たる営業所）

倉智　貞義 中部（個）第１号－３

サーラフィナンシャルサービス株式会社 愛知県 豊橋市立花町５７番地 石川　洋 中部(個）第４号－３
株式会社ワイエムエイチ 愛知県 名古屋市中区栄一丁目１４番１４号 坂井　康子 中部(個）第５号－３
第一信販株式会社 三重県 鈴鹿市算所二丁目５番１号 小林　俊明 中部(個）第６号－３
東邦総合サービス株式会社 愛知県 名古屋市熱田区桜田町１９番１８号 堀内　明彦 中部(個）第７号－３
ジャストファイナンス株式会社 愛知県 名古屋市中区栄二丁目６番１号ＲＴ白川ビル 井内　克之 中部(個）第９号－３
愛知クレジットサービス株式会社 愛知県 名古屋市昭和区白金三丁目１８番２６号 山本　大志 中部(個）第１０号－３
日健クレジット株式会社 岐阜県 羽島市福寿町浅平一丁目３２番地 森　伸夫 中部(個）第１１号－３
トヨタファイナンス株式会社 愛知県 名古屋市西区牛島町６番１号 西　利之 関東（個）第３６号－３
株式会社アロー 愛知県 名古屋市中川区高畑二丁目１４４番地 林　正律 中部（個）第１２号－１
京都信販株式会社 京都府 京都市中京区六角通烏丸東入堂ノ前町２３０番地の２　大輝六角ビル内 大西　佑輝 近畿（個）第３号－３
株式会社プライメックスキャピタル 大阪府 大阪市中央区南船場2丁目１番３号 渡邉　佳洋 近畿（個）第４号－３
シャープファイナンス株式会社 大阪府 大阪市中央区安土町二丁目３－１３　大阪国際ビルディング 中北　清貴 近畿（個）第５号－３
マツダクレジット株式会社 大阪府 大阪市北区中之島三丁目３番２３号 福原　和幸 近畿（個）第６号－３
中野殖産株式会社 兵庫県 尼崎市昭和通１丁目４番１号 中野　堯氏 近畿（個）第８号－３
株式会社クボタクレジット 大阪府 大阪市浪速区敷津東１丁目２番４７号 鶴岡　雅俊 近畿（個）第９号－３
ヤンマークレジットサービス株式会社 大阪府 大阪市北区鶴野町１番９号 冨藤　泰 近畿（個）第１１号－３
大阪ガスファイナンス株式会社 大阪府 大阪市中央区備後町三丁目６番１４号 福嶋　幸太郎 近畿（個）第１２号－３
イデアカード株式会社 大阪府 大阪市中央区今橋２丁目４番１０号 勝木　雷太 近畿（個）第１３号－３
大和ハウスフィナンシャル株式会社 大阪府 大阪市中央区備後町一丁目５番２号 長田　裕 近畿（個）第１４号－３
株式会社日本プラム 京都府 京都市下京区四条通堀川西入唐津屋町５３６番地 桃城　昌男 近畿（個）第１６号－３
ダイハツ信販株式会社 大阪府 池田市ダイハツ町1番1号 武田　裕介 近畿（個）第１７号－３
株式会社キャネットクレジット 京都府 京都市下京区堀川通綾小路下ル綾堀川町２９６番地 榎本　幸雄 近畿（個）第１８号－２
株式会社滋賀銀行 滋賀県 大津市浜町１番３８号 高橋　祥二郎 近畿（個）第１９号
アーチ企業株式会社 大阪府 大阪市淀川区宮原４丁目４番６３号 秋本　一郎 九州（個）第１３号－３
山陰信販株式会社 鳥取県 米子市東福原２丁目１番１号 青山　隆一 中国（個）第４号－３
株式会社エヌケーシー 鳥取県 鳥取市戎町４７１番地　　 竹内　茂喜 中国（個）第５号－３
株式会社山陰合同銀行 島根県 島根県松江市魚町１０番地 石丸　文男 中国（個）第６号－３
株式会社広島銀行 広島県 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 部谷　俊雄 中国（個）第７号－３
株式会社中国NCクレジット 鳥取県 倉吉市上井３６１－１ 尾田　厚夫 中国（個）第９号－２
天満屋カードサービス株式会社 岡山県 岡山市北区本町６－３６ 藤田　明久 中国（個）第１０号－２

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局



株式会社いよてつカードサービス 愛媛県 愛媛県松山市湊町六丁目6番地1 髙岡　浩 四国(個)第１号－３

株式会社えるく 愛媛県
愛媛県松山市千舟町三丁目3番地8（登記上の本店）
愛媛県松山市湊町三丁目4番地6
松山銀天街ショッピングセンターＧＥＴ！2F（主たる営業所）

稲垣　純二 四国(個)第２号－３

株式会社エヌ・シー・ビー 高知県 高知県高知市本町二丁目3番4号 光明院　賢 四国(個)第３号－３
株式会社百十四銀行 香川県 香川県高松市亀井町5番地の１ 綾田　裕次郎 四国(個)第４号－３
株式会社伊予銀行 愛媛県 愛媛県松山市南堀端町1番地 大塚　岩男 四国(個)第５号－３
株式会社ライフショップ 愛媛県 愛媛県松山市南江戸三丁目４番７号 黒川　昇 四国(個）第６号－３
株式会社アスト 愛媛県 愛媛県松山市湊町五丁目５番地７　双和第３市駅前ビル５F 小林　良成 四国（個）第７号－２
株式会社オーシー 大分県 大分市末広町２丁目３番２８号 後藤　哲憲 九州（個）第１号－３
モデルクレジット株式会社 福岡県 久留米市日吉町２４番地の２ 二又　一郎 九州（個）第２号－３
株式会社エヌシーくまもと 熊本県 熊本市中央区坪井２丁目２番４２号 橋本　日出男 九州（個）第３号－３
株式会社日専連ﾍﾞﾈﾌﾙ 福岡県 北九州市小倉北区堺町１丁目６番１５号 岩本　浩一 九州（個）第４号－３
株式会社宮崎信販 宮崎県 宮崎市高千穂通１丁目３番３０号 大森　一仁 九州（個）第５号－３
株式会社モデル百貨 長崎県 佐世保市塩浜町１番１８号 豊増　信作 九州（個）第７号－３
株式会社日専連ファイナンス 熊本県 熊本市中央区安政町６番５号 大谷　均 九州（個）第８号－３
九州日本信販株式会社 福岡県 北九州市八幡東区東田１丁目６番１５号 塩塚　茂 九州（個）第１０号－３
Ｊトラストカード株式会社 宮崎県 宮崎市千草町４－１７ 杉浦　彰彦 九州（個）第１４号－３
西部ガスリビング株式会社 福岡県 福岡市東区箱崎ふ頭３丁目１番３５号 工藤　青史 九州（個）第１６号－３
株式会社エクセル 福岡県 福岡市博多区博多駅前２丁目５番１０号 瀬戸口　和弘 九州（個）第１８号－３

株式会社ｅコーポレーション 福岡県
春日市光町３丁目１５番　ＲＫコーポ２Ｆ（登記上の本店）
福岡市博多区竹丘町２丁目１－４（主たる営業所）

衞藤　秀蔵 九州（個）第２０号－２

株式会社ワンライフ 鹿児島県 鹿児島市山之口町6番18号ル・フェール鹿児島山之口201号 瀬戸口　和弘 九州（個）第２１号－２
ワイジェイカード株式会社 福岡県 福岡市博多区博多駅前三丁目４番２号 安藤　聰 九州（個）第２２号－１
株式会社ＯＣＳ 沖縄県 沖縄県那覇市松山2丁目3番10号 林　秀寛 沖縄（個）第３号－３
沖縄セルラー電話株式会社 沖縄県 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号 湯淺　英雄 沖縄（個）第４号－３

沖縄総合事務局

四国経済産業局

九州経済産業局
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