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加入第１種金融商品取引業者一覧

会社名

アーク証券株式会社

ＲＢＣキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド

株式会社アイ・アールジャパン

相生証券株式会社

ＩＣＡＰ東短証券株式会社

藍澤證券株式会社

ＩＧ証券株式会社

あい証券株式会社

株式会社アイネット証券

アヴァトレード・ジャパン株式会社

あおぞら証券株式会社

あかつき証券株式会社

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社

株式会社アステム

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社

アムンディ・ジャパン株式会社

アライアンス・バーンスタイン株式会社

阿波証券株式会社

安藤証券株式会社

イークラウド株式会社

ＥＺインベスト証券株式会社

ｅワラント証券株式会社

池田泉州ＴＴ証券株式会社

石動証券株式会社

いちよし証券株式会社

今村証券株式会社

岩井コスモ証券株式会社

インヴァスト証券株式会社

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社

ヴァンテージ・キャピタル・マーケッツ・ジャパン株式会社

株式会社上田トラディション証券

上田ハーロー株式会社

上田八木証券株式会社

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社

ウェルスナビ株式会社
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会社名

臼木証券株式会社

エアーズシー証券株式会社

エイチ・エス・ビー･シー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド

エイチ・エス証券株式会社

HSBC投信株式会社

HCアセットマネジメント株式会社

永和証券株式会社

ＡＩゴールド証券株式会社

ＡＮＺ証券株式会社

ＡＭＰキャピタル・インベスターズ株式会社

エース証券株式会社

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

auカブコム証券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

ＳＢＩ ＦＸトレード株式会社

ＳＢＩエクイティクラウド株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

株式会社SBIネオトレード証券

株式会社ＳＢＩネオモバイル証券

ＳＢＩプライム証券株式会社

エスピーシー証券株式会社

ＮＡＢ証券株式会社

愛媛証券株式会社

株式会社ＦＸプライムｂｙGMO

株式会社ＦＸブロードネット

FFG証券株式会社

ＦＰＬ証券株式会社

株式会社ＦＰＧ証券

EVOLUTION JAPAN証券株式会社

ＭＣＰアセット・マネジメント株式会社

エンサイドットコム証券株式会社

株式会社Ａｎｇｅｌ Ｆｕｎｄｉｎｇ

OANDA Japan株式会社

ＯＫＢ証券株式会社

OKプレミア証券株式会社

オービス・インベストメンツ株式会社

岡三オンライン証券株式会社

岡三証券株式会社

岡三にいがた証券株式会社
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会社名

岡地株式会社

岡地証券株式会社

岡藤商事株式会社

株式会社お金のデザイン

岡安証券株式会社

岡安商事株式会社

おきぎん証券株式会社

株式会社外為オンライン

株式会社外為どっとコム

外為ファイネスト株式会社

香川証券株式会社

木村証券株式会社

キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

ＧＡＭ証券投資顧問株式会社

キャンターフィッツジェラルド証券株式会社

九州ＦＧ証券株式会社

京銀証券株式会社

共和証券株式会社

極東証券株式会社

きらぼしライフデザイン証券株式会社

グッゲンハイムパートナーズ株式会社

くにうみAI証券株式会社

Clear Markets Japan株式会社

グリーンズレッジ・アジア・リミテッド

クリエイトジャパン株式会社

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ

クレディ・スイス証券株式会社

ぐんぎん証券株式会社

株式会社ＫＫＲキャピタル・マーケッツ

ＱＵＯＩＮＥ株式会社

光世証券株式会社

KOYO証券株式会社

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社

国府証券株式会社

寿証券株式会社

株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ
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会社名

株式会社コムテックス

株式会社Ｚａｉｆ

サクソバンク証券株式会社

篠山証券株式会社

ＳＡＭＵＲＡＩ証券株式会社

三縁証券株式会社

三京証券株式会社

三晃証券株式会社

サンワード貿易株式会社

ＧＩキャピタル・マネジメント株式会社

シー・アイ・ビー・シー・ワールド・マーケッツ（ジャパン）インク

ＧＭＯクリック証券株式会社

ＧＭＯコイン株式会社

CLSA証券株式会社

GCMインベストメンツ株式会社

GCM S1 証券株式会社

Ｓｉｉｉｂｏ株式会社

ＪＦＸ株式会社

ＪＰアセット証券株式会社

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰモルガン証券株式会社

ジェイ・ボンド東短証券株式会社

ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド（証券会社）

四国アライアンス証券株式会社

静岡東海証券株式会社

静銀ティーエム証券株式会社

七十七証券株式会社

シティグループ証券株式会社

島大証券株式会社

ジャパンネクスト証券株式会社

十六ＴＴ証券株式会社

株式会社証券ジャパン

荘内証券株式会社

新大垣証券株式会社

しんきん証券株式会社

株式会社しん証券さかもと

新生証券株式会社

新林証券株式会社

スーパーファンド・ジャパン株式会社
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会社名

スコシア・セキュリティーズ・アジア・リミテッド

スターツ証券株式会社

スターリング証券株式会社

スタンダードチャータード証券株式会社

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

ストームハーバー証券株式会社

ストーンエックスフィナンシャル株式会社

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

株式会社スマートプラス

セントラル短資ＦＸ株式会社

セントラル東短証券株式会社

セントレード証券株式会社

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

損保ジャパンＤＣ証券株式会社

大起産業株式会社

大熊本証券株式会社

株式会社だいこう証券ビジネス

第四北越証券株式会社

大山日ノ丸証券株式会社

大万証券株式会社

大和証券株式会社

ＴａｏＴａｏ株式会社

立花証券株式会社

WMJV株式会社

タレットプレボンETP株式会社

タワー投資顧問株式会社

ＤＡＮベンチャーキャピタル株式会社

ちばぎん証券株式会社

チャイエックス・ジャパン株式会社

中銀証券株式会社

中国国際金融日本株式会社

頭川証券株式会社

tsumiki証券株式会社

TF Global Markets Japan株式会社

株式会社ＤＭＭ．cｏｍ証券

株式会社ＤＭＭ Ｂｉｔｃｏｉｎ

ＤＢＳ証券株式会社

ＤＢＪ証券株式会社

Teneo Partners株式会社
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デューカスコピー・ジャパン株式会社

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイツ証券株式会社

東海東京証券株式会社

東京証券代行株式会社

東短ＩＣＡＰ株式会社

東武証券株式会社

とうほう証券株式会社

東洋証券株式会社

徳島合同証券株式会社

とちぎんTT証券株式会社

富岡証券株式会社

トレイダーズ証券株式会社

トレードウェブ・ジャパン株式会社

トロント・ドミニオン日本証券株式会社

内藤証券株式会社

長野證券株式会社

中原証券株式会社

ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド（証券）

ナティクシス日本証券株式会社

南都まほろば証券株式会社

西日本シティＴＴ証券株式会社

西村証券株式会社

日産証券株式会社

日本インスティテューショナル証券株式会社

株式会社日本クラウドキャピタル

日本クラウド証券株式会社

日本証券代行株式会社

日本相互証券株式会社

ニュース証券株式会社

野畑証券株式会社

野村證券株式会社

野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社

バークレイズ証券株式会社

八十二証券株式会社

Ｈａｓｈ　ＤａｓＨ株式会社

パトナム・インベストメンツ証券株式会社

浜銀ＴＴ証券株式会社

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社
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ばんせい証券株式会社

播陽証券株式会社

ＢＮＰパリバ証券株式会社

ＢｏｆＡ証券株式会社

ＢＧＣショウケンカイシャリミテッド（東京支店）

ＰＷＭ日本証券株式会社

光証券株式会社

ピクテ投信投資顧問株式会社

株式会社ｂｉｔＦｌｙｅｒ

株式会社ビットポイントジャパン

ひびき証券株式会社

ひまわり証券株式会社

百五証券株式会社

ひろぎん証券株式会社

ヒロセ通商株式会社

広田証券株式会社

フィデリティ証券株式会社

フィリップ証券株式会社

フォビジャパン株式会社

株式会社FOLIO

ＦＯＲＥＸ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ株式会社

武甲証券株式会社

株式会社フジトミ

フジフューチャーズ株式会社

二浪証券株式会社

ブライト・アセット株式会社

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社

ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券株式会社

PayPay証券株式会社

ヘッジファンド証券株式会社

北辰物産株式会社

ほくほくＴＴ証券株式会社

北洋証券株式会社

益茂証券株式会社

松井証券株式会社

マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド

松阪証券株式会社
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マディソン証券株式会社

株式会社マネースクエア

株式会社マネーパートナーズ

マネックス証券株式会社

丸國証券株式会社

丸三証券株式会社

丸近證券株式会社

丸八証券株式会社

三木証券株式会社

みずほ証券株式会社

三田証券株式会社

三津井証券株式会社

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

水戸証券株式会社

三豊証券株式会社

みらい證券株式会社

むさし証券株式会社

明和證券株式会社

めぶき証券株式会社

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

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

山形證券株式会社

山二証券株式会社

山和証券株式会社

ＵＢＳ証券株式会社

豊証券株式会社

豊トラスティ証券株式会社

株式会社ユニコーン

ＬＩＮＥ証券株式会社

楽天ウォレット株式会社

楽天証券株式会社

リーディング証券株式会社

リクイドネット証券株式会社

リテラ・クレア証券株式会社

レオンテック証券株式会社

ロックハラード証券株式会社

ロンナル・フォレックス株式会社

ワイエム証券株式会社
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ワイジェイＦＸ株式会社

ワンアジア証券株式会社
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