
更新時研修会出席業者一覧（平成２８年７月から平成３０年２月まで）
※記載事項につきましては、更新時研修会参加当時の登録番号及び商号となっており、
廃業等のため、現在は登録が無い貸金業者も含まれております。
登録番号 商号・名称
(1)第31513号 ア行 アーバンキュー
(5)第24328号 アール・ビー・エス・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド（証券）
(1)第31511号 アイ・アート・アセット株式会社
(2)第31416号 株式会社アイエムエス
(11)第00689号 アイシー企画株式会社
(2)第31399号 株式会社ＩＰＧファイナンシャルソリューションズ（キャレント）
(1)第31537号 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社
(11)第00812号 晶光商事株式会社
(1)第31510号 株式会社アクトバンク
(1)第31544号 アクリーティブ・ファイナンス株式会社
(6)第19732号 株式会社アサヒクリエイション
(4)第29338号 朝日新聞総合サービス株式会社
(4)第29520号 アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社
(2)第31368号 株式会社アセットフォーラム
(1)第31569号 株式会社アトム
(2)第31369号 株式会社アルカ
(3)第31059号 いちご地所株式会社
(2)第31362号 １６４Capital株式会社
(6)第19591号 有限会社いつわ商事
(4)第29371号 株式会社イデラキャピタルマネジメント
(1)第31563号 いばらき創生ファンド投資事業有限責任組合
(3)第31154号 インテグラル株式会社
(1)第31560号 インテグラル２号投資事業有限責任組合
(5)第23938号 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
(3)第30938号 ＥＡＡ Japan株式会社
（2）第31446号 株式会社Ａ－ｐｒｏ
(4)第29991号 株式会社エス・オー・ダブリュー
(5)第24036号 エス・ケー・エイチ・ファイナンス有限会社
(1)第31554号 ＳＭＦＬキヤピタル株式会社
(10)第07960号 ＳＭＣ商事株式会社
(7)第17111号 ＳＢＩエステートファイナンス株式会社
(2)第31360号 ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社
（6）第22165号 ＳＢＩホールディングス株式会社
(3)第31021号 ＳＰＣアセットマネジメント株式会社
（3）第31250号 株式会社Ａｎｙ
(1)第31546号 ＮＩＣＧ投資事業有限責任組合Ａ号
(2)第31420号 エヌエスパートナーズ株式会社
(1)第31520号 エヌディーリース・システム株式会社
(2)第31425号 エム・エイチ・アイファイナンス株式会社
(4)第28944号 ＭＳ＆ＡＤローンサービス株式会社
(2)第31444号 ＭＣＰメザニン２投資事業有限責任組合
(8)第14213号 エムジーリース株式会社
(1)第31570号 株式会社ＬＣレンディング
(3)第31134号 オーテック
（3）第31246号 株式会社オートバックスフィナンシャルサービス
(5)第24198号 株式会社オーパス
(11)第00553号 岡三興業株式会社
（1）第31580号 オミックスリース株式会社
(2)第31377号 オリックス・ホールセール証券株式会社
(1)第31519号 カ行 株式会社Ｃａｓａ
(T1)第31518号 一般財団法人海技振興センター
(4)第30152号 カイン・リアルエステート・ファイナンス合同会社
(2)第31386号 鹿島リース株式会社
(11)第00071号 兼松商事株式会社



(11)第01345号 株式会社カレッヂ
(1)第31539号 観光活性化マザーファンド投資事業有限責任組合
(11)第03708号 株式会社木村商事
(4)第29156号 株式会社キャピタル（キャピタル・ソリューション）
（8）第14855号 株式会社キャンパス
（6）第22036号 株式会社共立ファイナンシャルサービス
(2)第31413号 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社
(1)第31573号 グッドマンジャパンファンズ株式会社
(2)第31410号 グリーンズレッジ・アジア・リミテッド
(5)第26768号 クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴイ
(4)第28907号 有限会社ケイツー・アルファ
(4)第28964号 ケネディクス株式会社
(7)第17769号 小泉商事株式会社
(3)第31056号 光陽ファイナンス株式会社
(7)第17513号 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社
(11)第04810号 国際興業管理株式会社
(5)第27237号 株式会社コスモトレードアンドサービス
(T1)第31528号 一般財団法人小堀雄久学生等支援会
(2)第31352号 サ行 株式会社サクセス・プロ
(2)第31381号 サムティアセットマネジメント株式会社
(1)第31533号 サムライ・キャピタル株式会社
(3)第31184号 山九クリアリングカンパニー株式会社
(2)第31411号 株式会社サンクリエイト
(3)第31230号 サンブリヂビジネスサービス株式会社
(2)第31376号 ＧＦＡ株式会社
(1)第31557号 ＧＭＯイプシロン株式会社
（2）第31450号 株式会社ＣＫファイナンス
(5)第26129号 株式会社シーズ・スリー
(4)第29890号 ＪＰモルガン証券株式会社
（1）第31577号 株式会社JPMCファイナンス
(2)第31400号 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合
(1)第31504号 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
（8）第14709号 株式会社首都圏キャピタル
(1)第31515号 一般財団法人首都圏不燃建築公社
(10)第07863号 商工信販株式会社
(11)第03012号 商工中金リース株式会社
(2)第31424号 昭光通商株式会社
(1)第31540号 投資事業有限責任組合しんきんの翼
(5)第27473号 新生証券株式会社
(5)第24482号 株式会社すがファイナンス
(8)第14170号 株式会社スタンレーパル
(3)第31173号 株式会社ストラテジック・クレジット・マネジメント
（10）第08332号 スバルファイナンス株式会社
(4)第29648号 住友不動産ファイナンス株式会社
(1)第31516号 セイシン株式会社
(3)第31196号 セコム医療システム株式会社
(7)第17801号 株式会社セブン・フィナンシャルサービス
(1)第31525号 一般財団法人全国市町村振興協会
(10)第06448号 タ行 第一リース株式会社
(4)第30163号 株式会社ダイエー
（3）第31254号 大成ビジネスサポート株式会社
(8)第13688号 大東ファイナンス株式会社
（9）第11728号 太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社
(2)第31403号 ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社
(2)第31417号 大和あおぞらファイナンス株式会社
(3)第31104号 株式会社ダイワネクスト
(4)第29011号 大和ＰＩパートナーズ株式会社
(11)第00430号 高千穂商事株式会社
(3)第31156号 株式会社タカデン



（11）第05714号 株式会社タカラレーベン
(5)第24696号 株式会社タフコ
(3)第31208号 株式会社ダブルラック
(4)第30068号 タマファイナンス株式会社
(4)第29563号 株式会社地域活性ファンド
(11)第00037号 司商会
（1）第31579号 株式会社TSUTAYA
(4)第29447号 株式会社ティー・アンド・エス
(3)第30909号 株式会社ＴＦＤコミュニティ
(3)第31083号 ＤＢＪアセットマネジメント株式会社
(4)第29887号 ＤＶＢトランスポート・ファイナンス・リミテッド
(3)第31232号 ドイチェ信託株式会社
(4)第29674号 ドイツ証券株式会社
(11)第02025号 東栄開発株式会社　（トーエイ）
(5)第27365号 東海産業株式会社
(1)第31526号 東京海上メザニン１号投資事業有限責任組合
（3）第31261号 東京ガスリース株式会社
(1)第31552号 とうきょう活性化基金投資事業有限責任組合
(11)第01998号 東京ＴＹリース株式会社
（9）第11725号 東京ファイナンス株式会社
(1)第31565号 東建商事株式会社
(11)第02986号 東信商事株式会社
(4)第29395号 トゥルーバキャピタル株式会社
(T1)第31556号 特定非営利活動法人全国女性シェルターネット
(11)第03757号 株式会社トミンシンパン
(11)第02465号 株式会社トラスト
(2)第31395号 トラスト・キャピタル・プライベートエクイティパートナーズ第八号投資事業組合
(1)第31550号 トラスト・キャピタル・メザニン２０１５投資事業組合
(3)第31185号 株式会社トラストファイナンス
(9)第11615号 ナ行 有限会社ナガオカ商会
(1)第31548号 ナティクシス日本証券株式会社
(9)第09922号 日神ファイナンス株式会社
(5)第27044号 株式会社ニッスイ・ジーネット
（5）第27770号 日本住宅ローン株式会社
(9)第10389号 株式会社日本ロビー・インダストリアル（ロビー・ファイナンス）
(3)第30931号 日本和装クレジット株式会社
(4)第29723号 ネクスト・ショア有限会社
(3)第31066号 ノアキャピタル株式会社
(6)第21074号 野村キャピタル・インベストメント株式会社
（6）第22152号 ハ行 株式会社ハートエージェンシー
(7)第17053号 株式会社原商事
(4)第29273号 株式会社バルビゾン
(3)第31131号 合同会社ピー・エイチ・エー・ファイナンス
(2)第31414号 ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社
(2)第31372号 ＢＮＰパリバ証券株式会社
(11)第04283号 日立化成ビジネスサービス株式会社
(1)第31512号 日立キャピタル信託株式会社
(2)第31427号 株式会社フィスコ・キャピタル
（3）第31237号 フィンテックグローバル株式会社
(7)第17810号 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
(11)第01717号 福成商会
（7）第18019号 富士通キャピタル株式会社
(7)第16310号 富士電機フィアス株式会社
(1)第31502号 フタバ株式会社
(2)第31371号 不動産担保ローン株式会社
(1)第31571号 フュージョン資産マネジメント株式会社
(10)第07439号 株式会社プランネル
(1)第31517号 Prudential Mortgage Asset Holdings 2 Japan 投資事業有限責任組合 
(1)第31564号 プルスウルトラインベストメント株式会社



（3）第31253号 Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan 投資事業有限責任組合
(2)第31415号 フロンティア・マネジメント株式会社
(2)第31398号 ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社
(7)第15990号 ＨＯＹＡサービス株式会社
(4)第29925号 マ行 マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社
(11)第02695号 増蔵商事株式会社
(2)第31421号 株式会社マツダグループサービス
(1)第31555号 ミサワフィナンシャルサービス株式会社
(5)第27088号 三田証券株式会社
(10)第07296号 三井ホームリンケージ株式会社
(7)第16648号 株式会社ミツウロコリース
(5)第26630号 株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ
(5)第24859号 三菱自動車工業株式会社
(5)第26307号 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
(2)第31433号 株式会社港債権回収
(5)第26850号 ミリオンインベストメント株式会社
(2)第31353号 メリルリンチ日本証券株式会社
(7)第17132号 株式会社モスクレジット
(4)第29054号 森ビル株式会社
(1)第31547号 株式会社モリモト
(4)第29805号 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
(5)第26293号 ヤ行 ヤエス商事株式会社
(10)第06774号 株式会社山商
（4）第30208号 株式会社ＵＳＳサポートサービス
(11)第00821号 株式会社ユーコー
(4)第29876号 株式会社ＵＣＳ（U－Finance）
（1）第31576号 ＵＣＦ株式会社
(2)第31393号 株式会社郵船アカウンティング
(2)第31435号 ＵＢＳ証券株式会社
(11)第00534号 株式会社友林堂
(3)第30955号 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス
（7）第18000号 株式会社ユニバーサルコーポレーション
(4)第29616号 ラ行 株式会社ライフエンジェル
(4)第28992号 ライフティ株式会社
(3)第31211号 楽天信託株式会社
(1)第31541号 ラッキーバンク・インベストメント株式会社
(7)第16521号 株式会社ランド．F．C
(10)第07003号 LIXILグループファイナンス株式会社
(1)第31551号 株式会社ＬＩＸＩＬホームファイナンス
(1)第31621号 株式会社リクルートファイナンスパートナーズ
（7）第18166号 リハウスローンサービス株式会社
(5)第25194号 株式会社レーサム・キャピタル・インベストメント
（1）第31574号 ロードスターファンディング株式会社
(11)第03109号 株式会社ロートピア
(11)第00552号 有限会社ローンズ学燈社（有限会社ローンズ学灯社）
(3)第31106号 ロッテキャピタル株式会社
(3)第31096号 ワ行 ワイズ・ファイナンシャル・インベストメント株式会社


