
平成29年２月３日　現在

・　平成28年３月31日

・　アート・クラフト・サイエンス株式会社の利用登録を終了しました。

・　あすか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。

・　株式会社アスコットの利用登録を終了しました。
・　株式会社アプレストの利用登録を終了しました。

・　株式会社アーリンコーポレーションの利用登録を終了しました。
・　株式会社イデラキャピタルマネジメントの利用登録を終了しました。
・　株式会社ICHIの利用登録を終了しました。
・　株式会社ウインコーポレーションの利用登録を終了しました。
・　SBIマネープラザ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社Ｈ＆Ｍの利用登録を終了しました。
・　ＨＪアセット・マネージメント株式会社の利用登録を終了しました。
・　ＡＳＡ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。
・　株式会社エクスチェンジコーポレーションの利用登録を終了しました。
・　エステートクリエーション株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ＬＣパートナーズの利用登録を終了しました。
・　ＮＴＴファイナンス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ＦＰＧの利用登録を終了しました。
・　ＭＩＤ都市開発株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社えんの利用登録を終了しました。
・　有限会社オイカワの利用登録を終了しました。
・　株式会社オー･エイチ・アイの利用登録を終了しました。
・　おひさまエネルギーファンド株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社大濠地所の利用登録を終了しました。
・　株式会社ＣＯＯＬ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の利用登録を終了しました。
・　グランド・ウィン・パートナーズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社クロスポイント・アドバイザーズの利用登録を終了しました。
・　株式会社K-TREASURE ASSET MANAGEMENTの利用登録を終了しました。
・　株式会社許斐の利用登録を終了しました。
・　JPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社シティライフプロパティーズの利用登録を終了しました。
・　ジョーンズ ラング ラサール株式会社の利用登録を終了しました。
・　新日鉄興和不動産株式会社の利用登録を終了しました。
・　スプレマシーアセットパートナーズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　住友不動産販売株式会社の利用登録を終了しました。
・　泉友総合不動産株式会社の利用登録を終了しました。
・　匠投信投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　東京ベンチャーギア株式会社の利用登録を取消しました。
・　株式会社日本リートの利用登録を終了しました。

・　株式会社トータルエステートの利用登録を終了しました。
・　野村不動産アーバンネット株式会社の利用登録を終了しました。
・　ハウジングサービス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社長谷工コーポレーションの利用登録を終了しました。
・　株式会社長谷工ライブネットの利用登録を終了しました。
・　株式会社ビーロットの利用登録を終了しました。
・　株式会社ファインキューブの利用登録を終了しました。
・　株式会社フープパートナーズの利用登録を終了しました。
・　株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメントの利用登録を終了しました。
・　ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社の利用登録を取消しました。
・　ボストン・コム株式会社の利用登録を終了しました。
・　ｍａｎｅｏマーケット株式会社の利用登録を終了しました。

（平成27年度）特定事業者の異動状況一覧

・　アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル
　　（アライアンス・バーンスタイン証券会社　東京支店）の利用登録を終了しました。



・　三井住友ファイナンス＆リース株式会社の利用登録を終了しました。
・　ラサール不動産投資顧問株式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終了しました。
・　株式会社リード住宅センターの利用登録を終了しました。
・　リニューアブル・ジャパン株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社リファイン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終了しました。

・　平成28年３月８日

・　中央不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成28年３月１日

・　株式会社清和クリエイトの利用登録を終了しました。

・　トランスパシフィック・グループ・エルエルシーの利用登録を終了しました。

・　パワーエステート株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ヤマギワ不動産販売の利用登録を終了しました。

・　平成28年２月24日

・　株式会社ミッドランズの利用登録を終了しました。

・　平成28年２月18日

・　Hamilton Lane Japan合同会社の利用登録を終了しました。

・　平成28年２月12日

・　リアルエステートジャパン株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成28年１月31日
・　ＪＡ三井リース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終了しました。

・　平成28年１月29日
・　キャピタル・ダイナミックス株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成28年１月25日
・　SBIマネープラザ株式会社の利用登録を開始しました。

・　平成28年１月22日

・　株式会社アスラボの利用登録を開始しました。

・　平成28年１月６日
・　株式会社島半の利用登録を終了しました。

・　平成28年１月５日
・　オークラヤ不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成28年１月１日
・　菱重エステート株式会社の名称が変更されました。

（新商号） 菱重ファシリティー&プロパティーズ株式会社

・　平成27年12月31日
・　イトーピア・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。
・　セントラルコンパス株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年12月25日
・　株式会社つなぐほーむの利用登録を終了しました。

・　平成27年12月14日
・　NYトラスト株式会社の名称が変更されました。

（新商号） NYTインベストメントパートナーズ株式会社



・　平成27年12月11日
・　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年12月10日
・　ＥＹリアルエステートアドバイザーズ株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年12月１日
・　株式会社クールトラストの利用登録を終了しました。
・　株式会社日本資産総研コンサルタントの利用登録を終了しました。

・　平成27年11月30日
・　有限会社ケイ・アンド・パートナーズ・ルネッサンス　コンサルティングの利用登録を終了しました。
・　株式会社コーセーアールイーの利用登録を終了しました。
・　三和エステート株式会社の利用登録を終了しました。
・　日本ＧＥ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ＱｕｉｃｋＲｅｓｐｏｎｓｅの利用登録を終了しました。
・　株式会社プレミアム倶楽部の利用登録を終了しました。

・　平成27年11月18日
・　株式会社EDMの利用登録を終了しました。

・　平成27年11月12日
・　株式会社ピーアンドディコンサルティングの利用登録を終了しました。

・　平成27年11月９日
・　株式会社ＦＥインベストの利用登録を終了しました。

・　平成27年11月５日
・　株式会社イシン・ホテルズ・グループの利用登録を終了しました。
・　株式会社パート・エーの利用登録を終了しました。
・　株式会社ロジコムの利用登録を終了しました。

・　平成27年11月１日
・　あい証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社開地総合企画の利用登録を終了しました。
・　スターツコーポレートサービス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社Ｄ・Ｒ・Ｍの利用登録を終了しました。
・　東急不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年10月31日
・　総合地所投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年10月28日
・　総合地所投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。
・　ユニ・アジアインベストメント株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年10月20日
・　株式会社デューデリ＆ディールの利用登録を終了しました。

・　平成27年10月15日
・　アークビルド株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年10月14日
・　ヒューリック株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年10月５日
・　株式会社ジェイ・ウィル・アドバンスの利用登録を終了しました。
・　株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズの利用登録を終了しました。
・　シンシアトラスト株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年10月１日
・　あおぞら証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　ウエストパートナーズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　カーネル・キャピタル株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ジェイ・ウィル・東短投資顧問の利用登録を終了しました。



・　平成27年９月30日

・　グリーンヒル・ジャパン株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社Tricorn Capitalの利用登録を終了しました。
・　株式会社ﾐﾖｼｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの利用登録を終了しました。
・　株式会社三好不動産の利用登録を終了しました。
・　ユニゾ不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年９月24日

・　株式会社よじげん証券の利用登録を終了しました。

・　平成27年９月18日

・　ファンネル投資顧問株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年９月17日

・　株式会社アリアの利用登録を終了しました。

・　平成27年９月15日

・　株式会社クレ・コーポレーションの利用登録を終了しました。

・　平成27年９月11日

・　小田急不動産株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ハウジングギャラリーの利用登録を終了しました。

・　平成27年９月10日

・　株式会社アーキエムズの利用登録を終了しました。
・　近鉄ビルサービス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ダイニチの利用登録を終了しました。
・　株式会社OVALアセットマネジメントの利用登録を終了しました。

・　平成27年９月８日

・　アーク東短オルタナティブ株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年９月１日

・　積和不動産株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社マック・アドバイザーズの利用登録を終了しました。

・　平成27年８月31日

・　エスエストラスト株式会社の利用登録を終了しました。
・　ＳＢＩライフリビング株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社Ｂｌａｎｃｉｅｌの利用登録を終了しました。

・　平成27年８月20日

・　ユニヴ・ライフ株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年８月18日

・　ハーバーベスト・パートナーズジャパン株式会社の利用登録を終了しました。
NEW ・　株式会社マリン通商の利用登録を終了しました。

・　平成27年８月10日

・　株式会社日本エスコンの利用登録を終了しました。

・　平成27年８月８日

NEW ・　株式会社ツジカワの利用登録を終了しました。

・　平成27年８月６日

・　株式会社トキワアセットコンサルティングの利用登録を終了しました。



・　平成27年８月４日

・　ケネディクス不動産投資顧問株式会社の利用登録を開始しました。
・　株式会社パスポートの利用登録を開始しました。
・　株式会社丸松商事の利用登録を終了しました。

・　平成27年８月１日

・　アライアンスコミュニケーション株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月31日

・　株式会社田町ビルの利用登録を終了しました。
・　東京海上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。
・　プロファウンド・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。
・　BlueMountain Capital Partners (Tokyo) Ltd.の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月27日

・　株式会社ホームズパレットの利用登録を終了しました。
・　三菱UFJ不動産販売株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月21日

・　株式会社リーテックの利用登録を終了しました。

・　平成27年７月13日

・　楽天証券株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ジェイ・ピー・ソリューションの名称が変更されました。

（新商号）株式会社ＪＰＳけやきコンサルティング

・　平成27年７月10日

・　株式会社三福の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月７日

・　株式会社オフィスプラントの利用登録を終了しました。
・　クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社の利用登録を終了しました。
・　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の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月５日

・　株式会社東北エンジニアリングの利用登録を終了しました。

・　平成27年７月３日

・　エイム・アセットソリューション株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月２日

・　クラウドクレジット株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年７月１日

・　株式会社アーケイディア・グループの利用登録を終了しました。
・　アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社エムケーシー・パートナーズの利用登録を終了しました。
・　ＳＰ＆Ｗの利用登録を終了しました。
・　有限会社資産運用研究所の利用登録を終了しました。
・　 ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社の利用登録を終了しました。
・　富士商行株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社チヨダイーエヌワイの利用登録を終了しました。

・　平成27年６月30日

・　ファースト・アベニュー・パートナーズ・エルエルピーの利用登録を終了しました。
・　ブラザー不動産株式会社の利用登録を終了しました。
・　マップ投資開発株式会社の利用登録を終了しました。



・　平成27年６月23日

・　ウェルズアセットコンサルティング株式会社の利用登録を終了しました。
・　第一商品株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年６月19日

・　みさき投資株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年６月17日

・　トキワ不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年６月16日

・　野村プライベート・エクイティ・キャピタル株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年６月12日

・　株式会社スリーディの利用登録を開始しました。

・　平成27年６月５日

・　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年６月11日

・　価値開発株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年６月１日

・　積水ハウス株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ハーキュリーズ・リアルティの利用登録を終了しました。
・　株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズの利用登録を終了しました。
・　キャピタモールズ・ジャパン株式会社の名称が変更されました。

（新商号） キャピタランド・モール・ジャパン株式会社

・　平成27年５月31日

・　株式会社明和不動産の利用登録を終了しました。

・　平成27年５月29日

・　株式会社ケン・コーポレーションの利用登録を終了しました。
・　ティ・ティ・エフ株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社ハリファックス・アセットマネージメントの利用登録を終了しました。
・　株式会社ハリファックス・アソシエイツの利用登録を終了しました。

・　平成27年５月28日

・　マネックス証券株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年５月25日

・　ひろしま信愛不動産株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年５月12日

・　ＡＩＰ証券株式会社の利用登録を開始しました。

・　平成27年５月７日

・　エイ・アイ・シー債権回収株式会社の利用登録を終了しました。

・　一般社団法人　生活サポート基金の利用登録を終了しました。
・　豊通リビング株式会社の名称が変更されました。

（新商号） 名鉄コミュニティライフ株式会社
・湾岸企業投資株式会社の名称が変更されました。

（新商号）TNインベストメンツ株式会社

・　平成27年５月１日



・　平成27年４月30日

・　株式会ダヴィンチ・アドバイザーズの利用登録を終了しました。
・　株式会社エイチ・アイ・トラストの利用登録を終了しました。
・　翔和建物株式会社の利用登録を終了しました。
・　株式会社中央住宅産業の利用登録を終了しました。
・　ＪＰモルガン・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４月24日

・　株式会社F＆Rコンサルティングの利用登録を終了しました。

・　ＭＳインベストメンツ株式会社の名称が変更されました。
（新商号） アルファレオ株式会社

・　平成27年４月16日

・　株式会社テラ・リアル・インベストの利用登録を終了しました。

・　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社の名称が変更されました。
（新商号） トレンドブック株式会社

・　平成27年４月13日

・　三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社の利用登録を終了しました。

・　平成27年４月10日

・　株式会社グリーンアースの利用登録を終了しました。

・　平成27年４月９日

・　株式会社ウィルレイズの利用登録を終了しました。

・　平成27年４月３日

・　TNパートナーズ株式会社の利用登録を終了しました。

以　上

・　平成27年４月14日

・　平成27年４月23日


