
平成27年９月３日　現在

・　平成27年３月31日

NEW ・　丸平商事株式会社の利用登録を終了しました。

・　エヌ・ファミリー株式会社の利用登録を終了しました。

・　新栄不動産ビジネス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社アセットリードの利用登録を終了しました。
・　株式会社アルディアの利用登録を終了しました。
・　岩井コスモ証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社サンエステイトの利用登録を終了しました。
・　三光ソフラン株式会社の利用登録を終了しました。
・　三和住宅サービス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社総合医療サービスの利用登録を終了しました。
・　中銀証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社長友の利用登録を終了しました。
・　株式会社東拓企画の利用登録を終了しました。
・　株式会社トイランドの利用登録を終了しました。
・　株式会社泰建の利用登録を終了しました。
・　株式会社FＩＰパートナーズの利用登録を終了しました。
・　ユニゾン・キャピタル株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社アージュの利用登録を終了しました。
・　アーツ証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　アール・ビー・エス・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッドの利用登録を終了しました。
・　アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ActiveBoxの利用登録を終了しました。
・　アストマックス投信投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社アスリートの利用登録を終了しました。
・　株式会社アセット・クリエイトの利用登録を終了しました。
・　アセットコンサル株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社アセットレボリューションの利用登録を終了しました。
・　アダムズ・ストリート・パートナーズ・ジャパン合同会社の利用登録を終了しました。
・　アライアンス・バーンスタイン株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社安藤設計の利用登録を終了しました。
・　池田泉州投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社井門ホームズの利用登録を取消しました。
・　インリックス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ウイーズの利用登録を終了しました。
・　株式会社ウインの利用登録を終了しました。
・　株式会社ウインレーシングクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社ウエストイノベーションアライアンスの利用登録を終了しました。
・　ウエルインベストメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社エコスタイルの利用登録を終了しました。
・　株式会社エスアイ・アセットサービスの利用登録を終了しました。
・　ＳＭＢＣフレンド証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　エステック不動産投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社オー・ディー・ビーの利用登録を終了しました。
・　おひさま自然エネルギー株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社開晴不動産の利用登録を終了しました。
・　株式会社キャロットクラブの利用登録を終了しました。
・　有限会社キャロットファームの利用登録を終了しました。
・　株式会社協和ハウジングの利用登録を終了しました。
・　極東証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　工藤建設株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社グリーンファームの利用登録を終了しました。
・　株式会社グリーンファーム愛馬会の利用登録を終了しました。
・　株式会社クレスの利用登録を終了しました。
・　クレディ・アグリコル証券会社　東京支店の利用登録を終了しました。
・　グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　グローバルインベストメントマネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　グローバルプロパティ・アセットマネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　興銀リース株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ゴールドホースクラブの利用登録を終了しました。

（平成26年度）特定事業者の異動状況一覧



・　株式会社ゴールドレーシングの利用登録を終了しました。
・　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会の利用登録を終了しました。
・　サヴィルズ・アセット・アドバイザリー株式会社の利用登録を終了しました。
・　サヴィルズ・ジャパン株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社サクシードアイピーの利用登録を終了しました。
・　株式会社サムトラストの利用登録を終了しました。
・　株式会社サラブレッドクラブセゾンの利用登録を終了しました。
・　株式会社サラブレッドクラブラフィアンの利用登録を終了しました。
・　株式会社サラリサーチの利用登録を終了しました。
・　山京ビル株式会社の利用登録を終了しました。
・　有限会社サンデーサラブレッドクラブの利用登録を終了しました。
・　有限会社サンデーレーシングの利用登録を終了しました。
・　シービーアールイー株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社シーブイシービジネスの利用登録を終了しました。
・　株式会社G１サラブレッドクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社G１レーシングの利用登録を終了しました。
・　株式会社ジェイ・エス・プラスの利用登録を終了しました。
・　有限会社社台サラブレッドクラブの利用登録を終了しました。
・　有限会社社台レースホースの利用登録を終了しました。
・　株式会社ジャパン・アセット・アドバイザーズの利用登録を終了しました。
・　有限会社シルク・ホースクラブの利用登録を終了しました。
・　有限会社シルクレーシングの利用登録を終了しました。
・  しんきん証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社スマートエナジーの利用登録を終了しました。
・　スターリングパートナーズ合同会社の利用登録を終了しました。
・　スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　スパークス・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　セゾンレースホース株式会社の利用登録を終了しました。
・　相互住宅株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ソフィアの利用登録を終了しました。
・　株式会社ターファイトクラブの利用登録を終了しました。
・　有限会社ターフ・スポートの利用登録を終了しました。
・　有限会社大樹ファームの利用登録を終了しました。
・　株式会社大樹レーシングクラブの利用登録を終了しました。
・　大和ハウス工業株式会社の利用登録を終了しました。
・　大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　東急アセットマネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　東急リバブル株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社東京サラブレッドクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社東京ホースレーシングの利用登録を終了しました。
・　堂島実業株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社nagieeの利用登録を終了しました。
・　ニッセイ・リース株式会社の利用登録を終了しました。
・　日本アジア・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　日本住宅流通株式会社の利用登録を終了しました。
・　ニューエッジ・ジャパン証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　ノルマンディーオーナーズクラブ株式会社の利用登録を終了しました。
・　ノルマンディーサラブレッドレーシング株式会社の利用登録を終了しました。
・　パートナーズ・グループ・エイ・ジー株式会社の利用登録を終了しました。
・　ＢＮＰパリバインベストメント・パートナーズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　ＢＭＳ株式会社の利用登録を終了しました。
・　ＢＭＳアセットマネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ビケンテクノの利用登録を終了しました。
・　株式会社ヒダカ、ブリーダーズ、ユニオンの利用登録を終了しました。
・　ヒューリックビルド株式会社の利用登録を終了しました。
・　ヒルトップ・キャピタル株式会社の利用登録を終了しました。
・　広尾サラブレッド倶楽部株式会社の利用登録を終了しました。
・　広尾レース株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社福岡キャピタルパートナーズの利用登録を終了しました。
・　株式会社フクダ不動産の利用登録を終了しました。
・　フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ブルーインベスターズの利用登録を終了しました。
・　株式会社ブルーマネジメントの利用登録を終了しました。
・　プルスウルトラインベストメント株式会社の利用登録を終了しました。



・　プレジアン証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ホットハウスの利用登録を終了しました。
・　Mercury Capital Advisors Asia, LLCの利用登録を終了しました。
・　三菱ＵＦＪリース株式会社の利用登録を終了しました。
・　むさし証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社名南経営コンサルティンクﾞの利用登録を終了しました。
・　安田不動産投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社友駿ホースクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社友駿ホースクラブ愛馬会の利用登録を終了しました。
・　株式会社ユニオンオーナーズクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社ユニコアソシエイツの利用登録を終了しました。
・　株式会社Lion　Force Internationalの利用登録を終了しました。
・　株式会社ライジングトラストの利用登録を終了しました。
・　株式会社ライズの利用登録を終了しました。
・　株式会社ラッセル・インベストメントの利用登録を終了しました。
・　有限会社ラフィアンターフマンクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社ラポールエステートの利用登録を終了しました。
・　株式会社リアルエストの利用登録を終了しました。
・　リシェス・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　菱晃開発株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ロードサラブレッドオーナーズの利用登録を終了しました。
・　株式会社ロードホースクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社ローレルクラブの利用登録を終了しました。
・　株式会社ローレルレーシングの利用登録を終了しました。
・　ワールドコミュニティ株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月25日

・　株式会社竹中工務店の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月24日

・　株式会社名古屋エステイト社の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月22日

・　株式会社社長室の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月20日

・　共和ホーム株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社デジサーチアンドアドバタイジングの利用登録を終了しました。
・　野村バブコックアンドブラウン株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月15日

・　ナティクシス日本証券株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月11日

・　武甲証券株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月６日

・　匠投信投資顧問株式会社の利用登録を開始しました。

・　芙蓉総合リース株式会社の利用登録を終了しました。

・　ウェルズ・ファーゴ証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　SBIソーシャルレンディング株式会社の利用登録を終了しました。
・　スター・マイカ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ネクスト・コミュニケーションズの利用登録を終了しました。

・　東急リロケーション株式会社の利用登録を終了しました。
・　キャピタルアセットマネジメント株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年３月１日

・　平成27年２月28日

・　平成27年２月27日



・　第一住宅株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年２月20日



・　株式会社東急コミュニティーの利用登録を終了しました。
・　グッゲンハイムパートナーズ株式会社の利用登録を開始しました。

・　高光トラスト株式会社の利用登録を終了しました。

・　グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッドの利用登録を終了しました。
・　ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社の利用登録を終了しました。

・オリックス不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社荘苑の利用登録を終了しました。
・　三井不動産リアルティ株式会社の利用登録を終了しました。

・　プロトラスト株式会社の利用登録を終了しました。

・　インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。

・　GCMインベストメンツ株式会社の利用登録を開始しました。
・　株式会社グローバルネクストアソシエイトの利用登録を終了しました。
・　セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社の名称が変更されました。

（新商号） PAGインベストメントマネジメント株式会社

・　株式会社大京アセットウェーブの利用登録を終了しました。

・　ＣＦＭ Ａｓｉａ 株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社エー・ディー・ワークスの利用登録を終了しました。

・　野村キャピタル・インベストメント株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社アヴァルセックの利用登録を終了しました。
・　キャピタルリアルティー株式会社の名称が変更されました。

（新商号） EVOLUTION JAPAN管財株式会社
・　株式会社名古屋都市開発の利用登録を終了しました。
・　株式会社プランナーズ・インターナショナルの利用登録を開始しました。

・　三菱地所リアルエステートサービス株式会社の利用登録を終了しました。

・　野畑証券株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社エコスタイルの利用登録を開始しました。

・　株式会社プラン・ドゥの利用登録を終了しました。

・　平成26年12月12日

・　平成27年１月９日

・　平成27年１月29日

・　平成27年１月31日

・　平成27年２月10日

・　平成27年２月７日

・　平成27年２月13日

・　平成27年２月16日

・　平成27年１月16日

・　平成26年12月31日

・　平成27年１月１日

・　平成26年12月17日

・　平成27年２月１日

・　平成26年12月26日

・　平成26年12月10日

・　平成26年12月11日



・　株式会社星野リゾート・アセットマネジメントの利用登録を終了しました。

・　株式会社京阪流通システムズの利用登録を終了しました。

・　MCP投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　東京センチュリーリース株式会社の利用登録を終了しました。

・　クレディ・スイス証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　京阪電鉄不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社サンクレストリアリティの利用登録を終了しました。

・　株式会社ストラテジックキャピタルの利用登録を開始しました。
・　stream capital partners japan 株式会社の利用登録を開始しました。
・　株式会社ユービーの利用登録を終了しました。

・　株式会社リムズの利用登録を開始しました。

・　アジア・パシフィック・ランド（ジャパン）・リミテッドの利用登録を終了しました。

・　クラウドクレジット株式会社の利用登録を開始しました。

NEW ・　株式会社アルタビジネスコンサルタントの利用登録を終了しました。
・　新生証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社の利用登録を開始しました。
・　ＨＪアセット・マネージメント株式会社の利用登録を開始しました。
・　日立キャピタル株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社プリズミックの利用登録を終了しました。

・　株式会社アルハンダルアセットマネジメントの名称が変更されました。
（新商号） 株式会社プレミアム倶楽部

・　株式会社FORTIAの名称が変更されました。
（新商号） 株式会社ActiveBox

・　株式会社ミナトマネジメントの利用登録を終了しました。

・　株式会社エフ・アール・シー・ジャパンの利用登録を終了しました。
・　東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社の利用登録を終了しました。
・　ラッキーバンク・インベストメント株式会社の利用登録を開始しました。

・　アール・エー・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ウィングの利用登録を開始しました。

・　ATARI株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成26年12月３日

・　平成26年10月10日

・　平成26年10月17日

・　平成26年10月20日

・　平成26年10月31日

・　平成26年11月30日

・　平成26年10月28日

・　平成26年11月14日

・　平成26年11月5日

・　平成26年11月4日

・　平成26年11月7日

・　平成26年11月21日

・　平成26年12月１日

・　平成26年12月２日



・　フォレックス・ドットコムジャパン株式会社の名称が変更されました。
（新商号） 株式会社プレミア倶楽部

・　セブンシーズアドバイザーズ株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社プロスペクトの利用登録を終了しました。
・　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の利用登録を終了しました。

・　株式会社エステートシンワの利用登録を終了しました。
・　極東プロパティ株式会社の利用登録を終了しました。
・　ピムコジャパンリミテッドの利用登録を終了しました。
・　エムワイ総合企画株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社タイセイ・ハウジーの利用登録を終了しました。
・　株式会社長谷工アーベストの利用登録を終了しました。

・　株式会社アセットビジネスコンサルティングの利用登録を終了しました。

・　コンダクト株式会社の利用登録を終了しました。
・　ユニヴ・ライフ株式会社の利用登録を開始しました。

・　みさき投資株式会社の利用登録を開始しました。

・　株式会社バリューズの利用登録を開始しました。
・　UBI株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社S.O.W.アセットマネジメントの利用登録を開始しました。

・　株式会社グッド・ラック・コーポレーションの利用登録を終了しました。
・　株式会社クレアスライフの利用登録を終了しました。
・　株式会社ラウンズの利用登録を終了しました。

・　アクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社の利用登録を開始しました。

・　株式会社ウエストイノベーションアライアンスの利用登録を開始しました。

・　株式会社ミューチュアル・リンクスの利用登録を終了しました。

・　株式会社イズミ都市開発の利用登録を終了しました。

・　第一恒産株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社FORTIAの名称が変更されました。
（新商号） 株式会社ActiveBox

・　平成26年８月10日

・　平成26年８月30日

・　平成26年８月31日

・　平成26年８月20日

・　平成26年８月25日

・　平成26年８月８日

・　平成26年９月１日

・　平成26年９月12日

・　平成26年９月15日

・　平成26年10月１日

・　平成26年10月６日

・　平成26年10月８日

・　平成26年９月５日

・　平成26年８月18日

・　平成26年９月９日

・　平成26年９月30日



・　有限会社サラブレットオーナーズクラブ・シルクの名称が変更されました。
（新商号） 有限会社シルクレーシング

・　アダムズ・ストリート・パートナーズ・ジャパン合同会社の利用登録を開始しました。

・　株式会社竹中工務店の利用登録を開始しました。

・　株式会社TACの利用登録を開始しました。

・　株式会社プラザサービスの利用登録を終了しました。

・　積和不動産中国株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社エス・ティー・インベストメント・アドバイザーズの利用登録を終了しました。

・　ジースリー株式会社の利用登録を取消しました。

・　株式会社アイディオーの利用登録を開始しました。

・　ドットコモディティ株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社ワコーエステートの利用登録を終了しました。

・　東京テアトル株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社デジサーチアンドアドバタイジングの利用登録を開始しました。

・　コスモビジネスサポート株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社コスモ・サービスの利用登録を開始しました。

・　株式会社ハイタックの利用登録を終了しました。

・　ベイサイドビル株式会社の利用登録を終了しました。
・　三浦敏則（個人）の利用登録を終了しました。

・　株式会社クラウドファンディング株式会社の利用登録を開始しました。

・　武甲証券株式会社の利用登録を開始しました。

・　セントラルコンパス株式会社の利用登録を開始しました。

・　相互住宅株式会社の利用登録を開始しました。

・　平成26年５月１9日

・　平成26年５月23日

・　平成26年６月１日

・　平成26年６月12日

・　平成26年６月23日

・　平成26年６月20日

・　平成26年６月３日

・　平成26年５月１6日

・　平成26年７月31日

・　平成26年８月１日

・　平成26年６月30日

・　平成26年７月１日

・　平成26年７月14日

・　平成26年７月７日

・　平成26年７月10日

・　平成26年７月４日

・　平成26年７月３日

・　平成26年７月11日



・　株式会社平成コーポレーションの利用登録を開始しました。

・　株式会社アイエムジェイの利用登録を終了しました。

・　株式会社富永工業の利用登録を終了しました。

・　日本ユニコム株式会社の利用登録を終了しました。

・　株式会社ダイヨシトラストの利用登録を終了しました。

・　総合都市管財株式会社の名称が変更されました。
（新商号） Ｒ＆Ｎ都市管財株式会社

・　グローバルプロパティ・アセットマネジメント株式会社の利用登録を開始しました。

・　株式会社陽光アセット・インベスターズの名称が変更されました。
（新商号） 株式会社グリフィン・パートナーズ

・　ジャパンアセットトラスト株式会社の名称が変更されました。
（新商号） スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント株式会社

・　株式会社シーブイシービジネスの利用登録を開始しました。

・　百楽リアルパートナー株式会社の利用登録を開始しました。

・　株式会社千代田中央コンサルティングの利用登録を開始しました。

・　株式会社ライジングトラストの利用登録を開始しました。

・　株式会社エス・イー・シー・インターナショナルの利用登録を開始しました。

・　ノースイースト・キャピタルマネジメント合同会社の利用登録を開始しました。

・　BlueMountain Capital Partners (Tokyo) Ltd.の利用登録を開始しました。

・　株式会社フルフェイス・インベストメントの利用登録を開始しました。

・　株式会社とうしんエステートの利用登録を開始しました。

・　東京海上アセットマネジメント投信株式会社の名称が変更されました。
（新商号）　東京海上アセットマネジメント株式会社

・　TTグローバル・アセットマネジメント株式会社の名称が変更されました。
（新商号） 株式会社ジェイ・ウィル・東短投資顧問

・　インターキャピタル証券株式会社の名称が変更されました。
（新商号） 株式会社よじげん証券

以　上

・　平成26年４月１日

・　平成26年４月１4日

・　平成26年４月１6日

・　平成26年４月2１日

・　平成26年４月30日

・　平成26年５月２日

・　平成26年５月１5日


