
登録の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
※認定を受けてい
る場合の認定番号

株式会社札幌北洋カード 北海道 札幌市中央区大通西3丁目1１番地 平林　誠司 北海道（包）第2号
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（包）第3号
株式会社日専連旭川 北海道 旭川市2条通8丁目144番地7 濱岡　雄史 北海道（包）第5号
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（包）第8号
道銀カード株式会社 北海道 札幌市中央区南2条西2丁目14番地 片山　知洋 北海道（包）第9号
株式会社北洋銀行 北海道 札幌市中央区大通西3丁目７番地 安田　光春 北海道（包）第10号
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（包）第11号
ＮＣカード株式会社 北海道 帯広市西5条南14丁目5番地 所　紀夫 北海道（包）第12号
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（包）第14号
株式会社秋田ジェーシービーカード 秋田県 秋田市大町二丁目４番４４号 工藤　孝徳 東北(包）第１号
株式会社秋田国際カード 秋田県 秋田市大町一丁目３番８号 土谷　真人 東北(包）第２号
株式会社岩手銀行 岩手県 盛岡市中央通一丁目２番３号 岩山　徹 東北(包）第３号
株式会社東邦カード 福島県 福島市大町４番４号 坂井 道夫 東北(包）第５号
みちのくカード株式会社 青森県 青森市奥野一丁目３番１２号 奥崎　栄一 東北(包）第６号
株式会社いわぎんクレジットサービス 岩手県 盛岡市中央通一丁目２番３号 柿木　康孝 東北(包）第７号
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(包）第８号
きたぎんユーシー株式会社 岩手県 盛岡市材木町２番２３号 藤田　克弘 東北(包）第９号
株式会社いわぎんディーシーカード 岩手県 盛岡市中央通一丁目２番３号 柿木　康孝 東北(包）第１０号
株式会社大東クレジットサービス 福島県 郡山市中町１９番１号 二瓶　一之 東北(包）第１２号
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 菅原　亨 東北(包）第１３号
あおぎんカードサービス株式会社 青森県 青森市古川一丁目１６番１６号 佐々木　知彦 東北(包）第１５号
株式会社東邦クレジットサービス 福島県 福島市大町４番４号 坂井　道夫 東北(包）第１７号
株式会社七十七カード 宮城県 仙台市宮城野区榴岡二丁目４番２２号 金井　清 東北(包）第１８号
株式会社青森銀行 青森県 青森市橋本一丁目９番３０号 成田　晋 東北(包）第１９号
株式会社東北ジェーシービーカード 岩手県 盛岡市本宮一丁目６番８号 小野寺　正浩 東北(包）第２０号
きらやかカード株式会社 山形県 山形市七日町二丁目６番３号 渡辺　一成 東北(包）第２２号
株式会社秋田銀行 秋田県 秋田市山王三丁目２番１号 新谷　明弘 東北(包）第２３号
株式会社ふくぎんリース＆クレジット 福島県 福島市万世町２番５号 髙萩　文彦 東北(包）第２４号
フィデアカード株式会社 秋田県 秋田市中通三丁目１番３４号 石原　敏之 東北(包）第２５号
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(包）第２６号
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(包）第２７号
株式会社東北しんきんカード 宮城県 仙台市若林区河原町一丁目２番８号 山口 盛雄 東北(包）第２８号
ゼビオカード株式会社 福島県 郡山市朝日三丁目2番24号 島貫　慶太 東北(包）第２９号
株式会社東邦銀行 福島県 福島市大町3番25号 佐藤　稔 東北(包）第３０号
やまぎんカードサービス株式会社 山形県 山形市十日町二丁目４番1号 三澤 好孝 東北(包）第３１号
株式会社荘内銀行 山形県 鶴岡市本町一丁目９番７号 田尾　祐一 東北(包）第３２号
株式会社北都銀行 秋田県 秋田市中通三丁目１番４１号 伊藤　新　 東北(包）第３４号
株式会社仙台銀行 宮城県 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 鈴木　隆 東北(包）第３５号
株式会社青森日商連 青森県 青森市中央一丁目１番２９号 薗　克己 東北(包）第３６号
株式会社秋田商店会クレジット 秋田県 秋田市旭北栄町２番３７号 竹谷　繁 東北(包）第３７号

三菱ＵＦＪニコス株式会社 東京都
文京区本郷三丁目３３番５号（登記上の本店）
千代田区外神田４－１４－１（主たる営業所）

石塚　啓 関東(包)第 1号

アコム株式会社 東京都 港区東新橋一丁目9番1号 木下　政孝 関東(包)第 5号

菱信ディーシーカード株式会社 東京都
渋谷区渋谷二丁目１９番１２号（登記上の本店）
千代田区外神田四丁目１４番１号（主たる営業所）

岡田　正記 関東(包)第 6号

登録包括信用購入あつせん業者一覧
※認定包括信用購入あっせん業者を含む

令和5年2月28日現在（249社、うち、認定を受けている事業者は1社）

関東経済産業局

東北経済産業局

北海道経済産業局



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(包)第 7号
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 飯盛　徹夫 関東(包)第 8号

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）

村上　亮 関東(包)第 9号

東和カード株式会社 群馬県 前橋市本町二丁目１４番地８号 小林　明 関東(包)第10号
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 水野　克己 関東(包)第11号
出光クレジット株式会社 東京都 墨田区両国二丁目１０番１４号 鈴木　勝也 関東(包)第12号
株式会社とちぎんカード・サービス 栃木県 宇都宮市江野町１番１２号 天海　靖久 関東(包)第14号
株式会社常陽銀行 茨城県 水戸市南町二丁目５番５号 秋野　哲也 関東(包)第15号
株式会社足利銀行 栃木県 宇都宮市桜四丁目１番２５号 清水　和幸 関東(包)第16号
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 東京都 品川区大崎一丁目６番３号 深山　庸 関東(包)第17号
長野カード株式会社 長野県 松本市大手二丁目２番１６号 近藤　正恭 関東(包)第18号
たいこうカード株式会社 新潟県 長岡市城内町二丁目２番地４ 大塚　幸夫 関東(包)第19号
ちば興銀カードサービス株式会社 千葉県 千葉市中央区本千葉町４番５号 池田　成樹 関東(包)第20号
北越カード株式会社 新潟県 長岡市今朝白一丁目９番２０号 松田　豊 関東(包)第21号
株式会社ダイイチ 神奈川県 川崎市川崎区砂子一丁目２番地１９ 村上　禎男 関東(包)第22号
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 風間　一彦 関東(包)第23号
株式会社めぶきカード 茨城県 水戸市南町三丁目４番１２号 星野　貢 関東(包)第25号
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 片岡　達也 関東(包)第26号
三井住友トラスト・カード株式会社 東京都 港区芝三丁目３３番１号 西村　智博 関東(包)第28号
商工中金カード株式会社 東京都 港区芝大門二丁目１２番１８号 中村　俊彦 関東(包)第29号
静銀セゾンカード株式会社 静岡県 静岡市駿河区南町１１番１号 音成　秀樹 関東(包)第30号

小田急電鉄株式会社 東京都
渋谷区代々木二丁目２８番１２号（登記上の本店）
新宿区西新宿一丁目８番３号（主たる営業所）

星野　晃司 関東(包)第32号

株式会社千葉銀行 千葉県 千葉市中央区千葉港1番２号 佐久間　英利 関東(包)第33号
ちばぎんディーシーカード株式会社 千葉県 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 菅生　謙二 関東(包)第34号
株式会社ジェーシービー 東京都 港区南青山五丁目１番２２号 濱川　一郎 関東(包)第36号
株式会社八十二カード 長野県 長野市大字中御所２１８番地１１ 北澤　吉美 関東(包)第38号
株式会社セブン・カードサービス 東京都 千代田区二番町４番地５ 水落　辰也 関東(包)第39号

ＮＴＴファイナンス株式会社 東京都
港区港南一丁目２番７０号（登記上の本店）
神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０（主たる営業所）

伊藤　正三 関東(包)第40号

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 東京都
中央区日本橋二丁目４番１号（登記上の本店）
中央区日本橋２－１２－１０　髙島屋グループ本社ビル（主たる営業所）

末吉　武嘉 関東(包)第41号

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 井伊　基之 関東(包)第43号
東京海上日動ファイナンス株式会社 東京都 大田区大森北一丁目５番１号 村井　馨 関東(包)第44号
山梨中銀ディーシーカード株式会社 山梨県 甲府市武田二丁目９番４号 松野　哲治 関東(包)第45号

株式会社コメリキャピタル 新潟県
新潟市南区清水４５０１番地１(登記上の本店)
新潟市中央区笹口一丁目１９番２４号(主たる営業所)

捧　雄一郞 関東(包)第46号

第四ジェーシービーカード株式会社 新潟県 新潟市中央区上大川前通８番町番１２４５番地だいし上大川前ビル 永塚　重松 関東(包)第47号

株式会社エムアイカード 東京都
新宿区新宿五丁目１７番１８号（登記上の本店）
中央区晴海一丁目８番１２号（主たる営業所）

梅田　貴生 関東(包)第48号

清水リース＆カード株式会社 静岡県 静岡市清水区富士見町２番１号 宇佐美　俊二 関東(包)第49号
株式会社ビューカード 東京都 品川区大崎一丁目５番１号 新井　健一郎 関東(包)第50号
スルガ銀行株式会社 静岡県 沼津市通横町２３番地 嵯峨　行介 関東(包)第52号

スルガカード株式会社
東京都
静岡県

中央区日本橋室町一丁目７番１号（登記上の本店）
沼津市大手町５丁目６番７号（主たる営業所）

佐藤　悟郎 関東(包)第54号

ちばぎんジェーシービーカード株式会社 千葉県 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 菅生　謙二 関東(包)第56号
りそなカード株式会社 東京都 江東区木場一丁目５番２５号 前田　哲哉 関東(包)第57号
株式会社京葉銀カード 千葉県 千葉市中央区本町三丁目２番６号 齋藤　健司 関東(包)第58号
第一生命カードサービス株式会社 東京都 千代田区平河町一丁目２番１０号　平河町第一生命ビルディング５階 角田　耕二 関東(包)第59号
株式会社群銀カード 群馬県 前橋市元総社町１９４番地 渡辺　紀幸 関東(包)第60号
朝日生命カードサービス株式会社 東京都 多摩市鶴牧一丁目２３番地 元田　亮一 関東(包)第61号



住信ＳＢＩネット銀カード株式会社 東京都 港区六本木一丁目４番５号 直海　知之 関東(包)第62号
株式会社労金カードサービス 東京都 千代田区神田猿楽町二丁目１番１４号 幸　彰 関東(包)第63号

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコー
ポレイテッド

アメリカ
合衆国
東京都

デラウエア州ウィルミントンオレンジ・ストリート１２０９　コーポレーション・ト
ラスト・センター（登記上の本店）
港区虎ノ門四丁目１番１号（主たる営業所）

吉本　浩之 関東(包)第64号

株式会社しんきんカード 東京都 豊島区東池袋三丁目１番１号 澁谷　哲一 関東(包)第66号
静銀ディーシーカード株式会社 静岡県 静岡市清水区草薙一丁目１３番１０号 平野　智久 関東(包)第67号
東日本銀ジェーシービーカード株式会社 東京都 台東区台東四丁目２９番１２号 田中　光好 関東(包)第68号
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 横井　啓之 関東(包)第70号
株式会社第四北越銀行 新潟県 新潟市中央区東堀前通七番町１０７１番地 並木　富士雄 関東(包)第72号
三井住友トラストクラブ株式会社 東京都 中央区晴海一丁目８番１０号トリトンスクエアX棟 五十嵐　幸司 関東(包)第74号
むさしのカード株式会社 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町一丁目１０番地８ 渡邊　稔 関東(包)第75号
きらぼしＪＣＢ株式会社 東京都 台東区東上野一丁目７番１５号 秋山　高志 関東(包)第76号
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 本山　裕二 関東(包)第79号
東急カード株式会社 東京都 世田谷区用賀四丁目１０番１号 梅原　昌弘 関東(包)第80号

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)

鈴木　熊野 関東(包)第84号

株式会社筑波銀行 茨城県
土浦市中央二丁目１１番７号（登記上の本店）
つくば市竹園一丁目７番（主たる営業所）

生田　雅彦 関東(包)第85号

株式会社八十二銀行 長野県 長野市大字中御所字岡田１７８番地８ 松下　正樹 関東(包)第86号
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 半沢　淳一 関東(包)第88号
第四ディーシーカード株式会社 新潟県 新潟市中央区上大川前通八番町1245番地 永塚　重松 関東(包)第89号

株式会社ゴールドポイントマーケティング 東京都
新宿区北新宿３丁目２０番１号（登記上の本店）
新宿区新宿５丁目３番１号（主たる営業所）

藤沢　和則 関東(包)第91号

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 野沢　弥裕 関東(包)第92号
株式会社東京クレジットサービス 東京都 千代田区一ツ橋二丁目６番３号 戸張　志知人 関東(包)第93号

株式会社静岡銀行 静岡県
静岡市葵区呉服町１丁目10（登記上の本店）
静岡市清水区草薙1丁目13番10号（主たる営業所）

八木　稔 関東(包)第96号

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(包)第97号
株式会社ゆうちょ銀行 東京都 千代田区丸の内二丁目７番２号 池田　憲人 関東(包)第98号
ライフカード株式会社 神奈川県 横浜市青葉区荏田西一丁目３番地２０ 北之坊　敏泰 関東(包)第100号
株式会社セブンＣＳカードサービス 東京都 千代田区二番町４番地５ 宮﨑　充宏 関東(包)第101号
株式会社ジェーシーアンドジー 東京都 墨田区江東橋２丁目１９番７号 冨井　美子 近畿(包)第19号

楽天カード株式会社 東京都
港区南青山二丁目6番21号（登記上の本店）
港区南青山二丁目6番21号1・2、7～16F（主たる営業所）

穂坂　雅之 関東(包)第102号

株式会社アイ・サポート 東京都 渋谷区渋谷一丁目８番７号 第２７ＳＹビル 本間　一浩 関東(包)第103号
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(包)第104号

SMBCファイナンスサービス株式会社
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）
江東区豊洲二丁目２番３１号(主たる営業所)

小野　直樹 中部(包)第１号

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 西野　敏哉 近畿(包)第２号

株式会社イオン銀行
東京都
千葉県

千代田区神田錦町三丁目２２番地（登記上の本店）
千葉市美浜区中瀬一丁目3番幕張テクノガーデンD棟(主たる営業所)

小林　裕明 関東(包)第106号

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

嶋田　貴之 近畿(包)第3号

auフィナンシャルサービス株式会社 東京都 港区西新橋二丁目３番１号 中井　武志 関東(包)第107号
株式会社バーチャルペイメント 東京都 千代田区岩本町二丁目１１番２号　イトーピア岩本町二丁目ビル 伊藤　壽浩 関東(包)第108号
CADA株式会社 東京都 千代田区内神田一丁目１４番１０号 鬼原　正博 関東(包)第110号
株式会社ライフフィナンシャルサービス 東京都 台東区台東一丁目２番１６号 武田　淳司 関東(包)第111号
ユーシーカード株式会社 東京都 港区台場二丁目３番２号 中西　章裕 関東(包)第113号
住信ＳＢＩネット銀行株式会社 東京都 港区六本木一丁目６番１号 円山　法昭 関東(包)第114号
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(包)第115号
株式会社きらぼし銀行 東京都 港区南青山三丁目１０番４３号 渡邊　壽信 関東(包)第116号



株式会社ローソン銀行 東京都 品川区大崎二丁目１番１号 鶴田　直樹 関東(包)第117号
株式会社ＩＳ　ｒｅｖｉｅｗ 東京都 千代田区岩本町二丁目１１番２号　イトーピア岩本町二丁目ビル 伊藤　壽浩 関東(包)第118号

株式会社にじいろライフ 東京都
港区六本木七丁目１８番１８号　住友不動産六本木通ビル（登記上の本
店）
千代田区岩本町二丁目１１番２号　イトーピア岩本町二丁目ビル（主たる営

福元　恒徳 関東(包)第119号

株式会社メルペイ 東京都 港区六本木六丁目１０番１号 山本　真人 関東(包)第120号 （認）第1号

メディカルペイメント株式会社 東京都
新宿区西新宿六丁目3番1号新宿アイランドウイング7階（登記上の本店）
千代田区岩本町二丁目１１番２号 イトーピア岩本町二丁目ビル（主たる営
業所）

三村　大介 関東(包)第121号

株式会社Paidy 東京都 港区赤坂九丁目７番１号　ミッドタウンタワー１２階 杉江　陸 関東(包)第122号
三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都 千代田区丸の内一丁目５番１号 栁井　隆博 関東(包)第123号
アルファノート株式会社 東京都 新宿区西新宿６－８－１ 川端　一行 関東(包)第124号
株式会社百五カード 三重県 津市栄町三丁目１２３番地１ 長合　教実 中部（包）第２号
株式会社北国クレジットサービス 石川県 金沢市片町二丁目２番１５号　北国ビルディング７階 中村　和哉 中部（包）第３号
株式会社愛銀ディーシーカード 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目２２番２０号 高橋　知之 中部（包）第４号
株式会社名古屋カード 愛知県 名古屋市中区上前津二丁目４番５号 倉地　孝治 中部（包）第６号
株式会社名古屋エム・シーカード 愛知県 名古屋市中区上前津二丁目４番５号 倉地　孝治 中部（包）第７号
富山ファースト・ディーシー株式会社 富山県 富山市掛尾町６２６番地 八幡　正之 中部（包）第８号
株式会社三十三カード 三重県 四日市市幸町２番４号 一色　孝三 中部（包）第９号
第三カードサービス株式会社 三重県 松阪市中央町３０３番地の１ 梅田　尚稔 中部（包）第１０号
株式会社北陸カード 富山県 富山市新富町一丁目２番１号 南　直樹 中部（包）第１１号
株式会社中部しんきんカード 愛知県 名古屋市中区錦一丁目４番６号 住田　裕綱 中部（包）第１２号
株式会社ＵＣＳ 愛知県 稲沢市天池五反田町１番地 後藤　秀樹 中部（包）第１３号
株式会社北國銀行 石川県 金沢市広岡二丁目１２番６号 杖村　修司 中部（包）第１４号
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（包）第１５号
株式会社十六カード 岐阜県 岐阜市神田町七丁目１２番地 吉村　文孝 中部（包）第１６号
株式会社百五銀行 三重県 津市岩田２１番２７号 杉浦　雅和 中部（包）第１７号
株式会社ＯＫＢペイメントプラット 岐阜県 大垣市郭町二丁目２５番地 髙桑　光範 中部（包）第１８号
株式会社中京カード 愛知県 名古屋市東区代官町２０番５号 西 秀介 中部（包）第１９号
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（包）第６９号
株式会社バローフィナンシャルサービス 愛知県 名古屋市中村区名駅南一丁目１６番２１号 米山　智 中部（包）第２１号
三井住友カード株式会社 大阪府 大阪市中央区今橋四丁目５番１５号 大西　幸彦 近畿（包）第１号
播州信用金庫 兵庫県 姫路市南駅前町110番地 和田　長平 近畿（包）第４号
株式会社紀陽カード 和歌山県 和歌山市本町四丁目４５番地 竹中　義人 近畿（包）第５号
株式会社紀陽カードディーシー 和歌山県 和歌山市本町四丁目４５番地 竹中　義人 近畿（包）第６号
株式会社しがぎんジェーシービー 滋賀県 大津市浜町１番１０号浜大津滋賀ビル３階 若林　岩男 近畿（包）第７号
福邦カード株式会社 福井県 福井市日之出4丁目11番13号 田中　宏毅 近畿（包）第８号
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（包）第９号
株式会社福井カード 福井県 福井市順化１丁目３番３号 朝倉　真博 近畿（包）第１０号
京都クレジットサービス株式会社 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７３１番地 多賀野　博一 近畿（包）第１１号
南都カードサービス株式会社 奈良県 生駒市東生駒一丁目６１番地７ 大田　直樹 近畿（包）第１２号
株式会社みなとカード 兵庫県 神戸市中央区西町３５番地 園尾　善雄 近畿（包）第１３号
南都ディーシーカード株式会社 奈良県 生駒市東生駒一丁目６１番地７ 大田　直樹 近畿（包）第１５号
JFRカード株式会社 大阪府 高槻市紺屋町２番１号 二之部　守 近畿（包）第１６号
株式会社滋賀ディーシーカード 滋賀県 大津市浜町１番１０号 岸田　寛司 近畿（包）第１７号
ニッセン・クレジットサービス株式会社 京都府 京都市南区西九条院町２６番地 竹本　理行 近畿（包）第２０号
京銀カードサービス株式会社 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７３１番地 多賀野　博一 近畿（包）第２２号
株式会社近畿しんきんカード 大阪府 大阪市北区西天満４丁目13番８号 髙橋　知史 近畿（包）第２４号
株式会社池田泉州ＶＣ 大阪府 大阪市北区豊崎三丁目２番１号 前川　浩司 近畿（包）第２７号
株式会社池田泉州DC 大阪府 大阪市北区豊崎三丁目２番１号 前川　浩司 近畿（包）第２８号
株式会社池田泉州ＪＣＢ 大阪府 大阪市北区豊崎三丁目２番１号 前川　浩司 近畿（包）第２９号
西日本旅客鉄道株式会社 大阪府 大阪市北区芝田二丁目４番２４号 長谷川　一明 近畿（包）第３０号

近畿経済産業局

中部経済産業局



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（包）第３１号
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（包）第３２号
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（包）第３３号
株式会社京阪カード 大阪府 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 畑中　利彦 近畿（包）第３５号
株式会社但馬銀行 兵庫県 豊岡市千代田町１番５号 坪田　奈津樹 近畿（包）第３６号
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（包）第３７号
株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 大阪府 大阪市浪速区湊町二丁目１番５７号 堀　元治 近畿（包）第３８号
株式会社京都銀行 京都府 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００番地 土井　伸宏 近畿（包）第３９号
株式会社福井銀行 福井県 福井市順化１丁目１番１号 林　正博 近畿（包）第４１号
株式会社ペルソナ 大阪府 大阪市北区茶屋町１９番１９号 伊野　雅之 近畿（包）第４２号
株式会社ＴＴクレジット 大阪府 大阪市中央区東心斎橋一丁目９番２４号 髙寺　淸 近畿（包）第４３号
株式会社青山キャピタル 広島県 福山市船町８番１４号 海山　博文 中国（包）第１号
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（包）第２号
トマトカード株式会社 岡山県 岡山市北区中山下１丁目９番１号 福井　康人 中国（包）第３号
株式会社ゆめカード 広島県 広島市東区二葉の里３丁目３番１号 岩木　一也 中国（包）第４号
株式会社山陰合同銀行 島根県 松江市魚町１０番地 山崎　徹 中国（包）第７号
しまぎんユーシーカード株式会社 島根県 松江市朝日町４８４番地１９ 吉川　隆博 中国（包）第８号
もみじカード株式会社 広島県 広島市中区銀山町４－１０ 栁田　清史 中国（包）第１０号
山陰信販株式会社 鳥取県 米子市東福原２丁目１番１号 古山　英明 中国（包）第１１号
ひろぎんカードサービス株式会社 広島県 広島市中区銀山町３番１号 坂井　浩司 中国（包）第１２号
株式会社やまぎんカード 山口県 下関市細江町２丁目２番１号 栁田　清史 中国（包）第１３号
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（包）第１４号
株式会社とりぎんカードサービス 鳥取県 鳥取市扇町９－２ 山上　惠吾 中国（包）第１５号
中銀カード株式会社 岡山県 岡山市北区柳町２丁目１１番２３号 三谷　泰輔 中国（包）第１６号
株式会社中国銀行 岡山県 岡山市北区丸の内1丁目１５番２０号 加藤　貞則 中国（包）第１７号
株式会社中国しんきんカード 広島県 広島市中区立町１－２４ 武田　龍雄 中国（包）第１９号
株式会社山口銀行 山口県 下関市竹崎町４－２－３６ 曽我　德將 中国（包）第２０号
株式会社広島銀行 広島県 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 清宗　一男 中国（包）第２２号
ひろぎん保証株式会社 広島県 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 旗手　雅崇 中国（包）第２３号
株式会社四国しんきんカード 香川県 高松市屋島西町1396番地1 臼井　智 四国(包)第１号
株式会社いよぎんディーシーカード 愛媛県 松山市三番町四丁目12番地1 金子　真 四国(包)第２号
株式会社百十四ジェーシービーカード 香川県 高松市田町11番地5 天野　延悦 四国(包)第３号
株式会社愛媛ジェーシービー 愛媛県 松山市勝山町2丁目4番地7 磯部　時夫 四国(包)第４号
株式会社百十四ディーシーカード 香川県 高松市田町11番地5 天野　延悦 四国(包)第５号
阿波銀カード株式会社 徳島県 徳島市西船場町二丁目12番地 阿部　丘 四国(包)第７号
株式会社高知カード 高知県 高知市知寄町一丁目4番30号 原　哲也 四国(包)第８号
トモニカード株式会社 徳島県 徳島市昭和町一丁目37番地 吉川　英雄 四国(包)第９号
株式会社いよてつカードサービス 愛媛県 松山市湊町六丁目6番地1 緒方　正存 四国(包)第１０号
株式会社えるく 愛媛県 松山市千舟町三丁目3番地8 福田　功司 四国(包)第１１号
株式会社エヌ・シー・ビー 高知県 高知市本町二丁目3番4号 松本　靖 四国(包)第１３号
株式会社伊予銀行 愛媛県 松山市南堀端町1番地 三好　賢治 四国(包)第１４号
株式会社四国銀行 高知県 高知市南はりまや町一丁目1番1号 山元　文明 四国(包)第１５号
株式会社百十四銀行 香川県 高松市亀井町5番地の１ 綾田　裕次郎 四国(包)第１６号
株式会社フジ・カードサービス 愛媛県 松山市宮西一丁目2番1号 三秋　忍 四国(包)第１７号
九州カード株式会社 福岡県 福岡市博多区博多駅前４丁目３番１８号 川本　惣一 九州（包）第１号
株式会社オーシー 大分県 大分市末広町２丁目３番２８号 兒玉　雅紀 九州（包）第２号
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（包）第３号
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（包）第５号
肥銀カード株式会社 熊本県 熊本市中央区上通町１０番１号　肥後上通ビル４階 神谷　英文 九州（包）第７号
株式会社エヌシーｶﾞｲﾄﾞショップ 鹿児島県 鹿児島市東千石町２番３０号 田中　信一郎 九州（包）第９号
株式会社鹿児島カード 鹿児島県 鹿児島市泉町３番３号 野﨑　満雄 九州（包）第１１号
株式会社日専連ベネフル 福岡県 北九州市小倉北区堺町１丁目６番１５号 馬場　康暢 九州（包）第１２号

四国経済産業局

九州経済産業局

中国経済産業局



株式会社FFGカード 福岡県 福岡市西区姪浜駅南1丁目７番１号 権藤　尚彦 九州（包）第１７号
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 関本　泰三 九州（包）第２０号
株式会社大分カード 大分県 大分市中央町２丁目９番２２号 菊口　邦弘 九州（包）第２２号
株式会社モデル百貨 長崎県 佐世保市塩浜町１番１８号 原田　正道 九州（包）第２３号
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（包）第２４号
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（包）第２６号
株式会社九州しんきんカード 熊本県 熊本市中央区花畑町１０番３１号　コスモス花畑町ビル 板垣　衛 九州（包）第２７号
宮銀カード株式会社 宮崎県 宮崎市橘通東一丁目７番４号第一宮銀ビル７階 大坪　泰三 九州（包）第２８号
NexusCard株式会社 宮崎県 宮崎市千草町４－１７ 飯森　義英 九州（包）第３０号
株式会社佐賀銀行 佐賀県 佐賀市唐人二丁目７番２０号 坂井　秀明 九州（包）第３２号
株式会社福岡銀行 福岡県 福岡市中央区天神二丁目１３番１号 五島　久 九州（包）第３３号
株式会社筑邦銀行 福岡県 久留米市諏訪野町２４５６－１ 佐藤　清一郎 九州（包）第３４号
シティックスカード株式会社 福岡県 福岡市中央区西中洲８番３号 明永　基信 九州（包）第３５号
株式会社井筒屋ウィズカード 福岡県 北九州市小倉北区船場町１番１号 江本　幸二 九州（包）第３６号
PayPayカード株式会社 東京都 千代田区紀尾井町１番３号 谷田　智昭 九州（包）第４１号
株式会社トリプルクラウン 福岡県 福岡市博多区博多駅南３－１－１－２Ｆ 吉田　晴豪 関東（包）第112号
株式会社りゅうぎんディーシー 沖縄県 那覇市久茂地１丁目７番１号　琉球リース総合ビル６階 平岡　孝 沖縄（包）第１号
株式会社おきぎんジェーシービー 沖縄県 那覇市泉崎1丁目10番3号 兼城　賢順 沖縄（包）第３号
株式会社ＯＣＳ 沖縄県 那覇市松山2丁目3番10号 平岡　孝 沖縄（包）第４号

※認定包括信用購入あっせん業者の認定は経済産業本省で事務の処理を行っています。

沖縄総合事務局


