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対象事業者【特定事業者】一覧

会社名

アーク不動産株式会社

株式会社アースウィンド

株式会社アームスデザイン・アンド・デベロップ

R＆N都市管財株式会社

ＲＥＣＣ株式会社

株式会社RE WORKS

アイ・エル・クリエイト株式会社

アイ総合建物株式会社

株式会社アイディオー

ＩＤｅＫ株式会社

株式会社アイネット証券

株式会社アイム２１

あかつき証券株式会社

株式会社アクア

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

アクシスイノベーション株式会社

朝日プランニング株式会社

株式会社アスカエンタープライズ

アスカオフィスサービス株式会社

ASK GROUP HOLDINGS株式会社

株式会社アスノ信拓

株式会社アセット・サービス

株式会社アセットパートナーズ

株式会社アセットリンク

株式会社アセット・ワン

アライアンスパートナーズ株式会社

株式会社荒井商店

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

株式会社アルデプロ

アルファ丸嶋不動産株式会社

アルファレオ株式会社

株式会社アントラーク

株式会社イー・エム・アイ

イーエムアンドシー株式会社

イーグルマトリックス株式会社

EGWアセットマネジメント株式会社
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会社名

EWアセットマネジメント株式会社

泉興産株式会社

伊藤忠商事株式会社

インターソル株式会社

株式会社ヴァンデクス

株式会社ウィング

WESTMONT JAPAN INVESTMENTS株式会社

ウェルビング株式会社

株式会社浦和信用

エアーズシー証券株式会社

英治出版株式会社

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（エイチエスビーシー証券会社　東京支店）

HCアセットマネジメント株式会社

株式会社エイミックス

株式会社Ａ＆Ｆソリューション

ＡＭＰキャピタル・インベスターズ株式会社

ＡＢＣ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 株式会社

エクシア・アセット・マネジメント株式会社

株式会社エクスドリーム不動産

株式会社エクセルインベストメント

エスアイピー株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

株式会社エスケーホーム

株式会社エスコン

株式会社エステートジャパン

株式会社Ｓ・Ｂ・Ｒ

ＳＢＩオルタナティブ・インベストメンツ株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

ＳＰＣアセットマネジメント株式会社

エスピーシー証券株式会社

株式会社エヌ・ケー不動産販売

ＮＹＴインベストメントパートナーズ株式会社

株式会社エフ・コーポレーション

株式会社FPG証券

EVOLUTION JAPAN 証券株式会社

株式会社エム・エス・ビルサポート

株式会社エム企画

エムビジョン・プライベート・エクイティ・アドバイザーズ・リミテッド

ＬＬＤアセットマネジメント株式会社
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会社名

ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社

株式会社エルシーアールプロパティ

株式会社エル・ステージ

株式会社オーエスシー平城事務所

大貴不動産株式会社

OKプレミア証券株式会社

株式会社オーナーズ・ブレーン

株式会社大林組

岡三証券株式会社

株式会社Okatos Hero Real Estate

株式会社オフィスR&M

株式会社オフィスソネ

オフィスデータサービス株式会社

株式会社オフィステラ

オリックス株式会社

オリックス不動産投資顧問株式会社

鹿島不動産投資顧問株式会社

梶山産業株式会社

カスタマイト株式会社

株式会社片山組

株式会社カナヤマコーポレーション

株式会社Sanwaアセットマネジメント

株式会社鑑定法人エイ・スクエア

かんべ土地建物株式会社

ＧＡＰ ＡＣＣＥＳＳ株式会社

有限会社ＣＡＰ－Ｍ

キャピタランド・ジャパン株式会社

キャピタランド・モール・ジャパン株式会社

キャピタル・アドバイザリー株式会社

株式会社キャピタル・ブレイン

株式会社ＱＣアセット

九州・アジア・パートナーズ株式会社

九州レップ株式会社

株式会社共立エステート

共立地所株式会社

協和産業株式会社

近畿ハウジング株式会社

近鉄不動産株式会社

株式会社クール・インベストメンツ
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会社名

グッゲンハイムパートナーズ株式会社

株式会社Good不動産

グッドマンジャパン株式会社

クラウド・インベストメンツ・ジャパン株式会社

株式会社グランツホーム

株式会社グリィーン・ウインド

グリーンズレッジ・アジア・リミテッド

株式会社クリエイト西武

株式会社グリフィン・パートナーズ

株式会社クリムト

株式会社クレディ開発

株式会社グローバルアイ

株式会社グローバルアソシレイション

グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社

株式会社グローバル住販

株式会社グローバルパートナーズ

株式会社クロス

株式会社ケイズウィル

ケイワイケイ株式会社

KIAトラスト株式会社

株式会社ＫＫＲキャピタル・マーケッツ

株式会社KPMG FAS

株式会社ゲストハウス

ケネディクス株式会社

ケネディクス不動産投資顧問株式会社

幸大商事

興和不動産投資顧問株式会社

株式会社コーニッシュ

コーヨープランニング株式会社

株式会社コスギ不動産

株式会社コスモ・サービス

株式会社コスモスイニシア

株式会社小寺商店

株式会社コレット

コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社

近藤建設工業株式会社

株式会社彩

サクソバンク証券株式会社

株式会社さくらキャピタルトラスト

4/12



会社名

株式会社さくらリアルティ

株式会社サファリ・キャピタル

サムティ株式会社

サムティアセットマネジメント株式会社

サムライ・キャピタル株式会社

ＳＡＭＵＲＡＩ証券株式会社

サンアローズ・インベストメント株式会社

サンオーシャン工業株式会社

三京証券株式会社

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル・アセットマネジメント

三幸オフィスマネジメント株式会社

株式会社三光不動産

三信住建株式会社

三和通産株式会社

株式会社シー・エフ・ネッツ

ＧＩキャピタル・マネジメント株式会社

株式会社シーイーエスコーポレーション

GEC株式会社

株式会社GAパートナーズ

ＧＦＡ株式会社

ＣＭＣパートナーズ株式会社

ジーエルアールインベストメント株式会社

GCMインベストメンツ株式会社

G.C　Financial　Management株式会社

GVCアセットマネジメント株式会社

JA三井リース九州株式会社

ＪＳＫパートナーズ株式会社

株式会社ジェイ・エス・プラス

ＪＰモルガン証券株式会社

株式会社ジェック

株式会社ジェニュイン

ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド(証券会社)

シグマリアルエステート株式会社

株式会社シティクルーズ

株式会社シナジーキャピトルマネージメント

清水建設株式会社

ジャパンエステート株式会社

ジャパンフィンテック株式会社
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会社名

株式会社　社楽パートナーズ

株式会社十六銀行

株式会社城南プロパティ

城寳産業株式会社

株式会社ジョー・コーポレーション

株式会社新栄不動産開発

新生インベストメント＆ファイナンス株式会社

株式会社新生銀行

株式会社新東京信菱

新東昭不動産株式会社

株式会社新不動産研究所

仁友堂エステーツ株式会社

株式会社伸和ライフプラン

スターアジア・アセット・アドバイザーズ株式会社

スターツコーポレーション株式会社

スターツデベロップメント株式会社

ストラテジック・パートナーズ株式会社

株式会社ストラテジックキャピタル

Stream　Capital　Partners　Japan　株式会社

株式会社スミカ

住商建物株式会社

住商ビルマネージメント株式会社

住商リアルティ・マネジメント株式会社

スミセキ・コンテック株式会社

株式会社スリーディ

株式会社西都建物

株式会社セイワ地研

積水ハウス不動産関西株式会社

株式会社積和

ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社

株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント

総合地所株式会社

相互物産株式会社

双日新都市開発株式会社

株式会社創生

綜通株式会社

相鉄不動産販売株式会社

株式会社ソーシャルアセット

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ
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会社名

株式会社ソクラテス

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

株式会社第一リアルティ

株式会社大央

大広不動産株式会社

大伸ビルマネージメント株式会社

大成建設株式会社

大成有楽不動産株式会社

大成有楽不動産販売株式会社

ダイヤモンド・ドラゴン・アドバイザーズ・リミテッド

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

株式会社太陽総合鑑定所

株式会社タウンホーム

株式会社高商

株式会社髙橋ホールディングス

株式会社ＴＡＫＡＲＡ

株式会社タクトコンサルティング

有限会社武事務所

株式会社ＴＡＳキャピタル

有限会社太刀掛事務所

株式会社地域開発プランニング

株式会社地域活性ファンド

株式会社チャートハウス

中央物流株式会社

株式会社千代田中央コンサルティング

株式会社千代田ビルマネジメント

株式会社ツキオ

株式会社ティー・アール・ケー

株式会社TAC

ＤＭＭドリームクラブ株式会社

株式会社DL

ティーキャピタルパートナーズ株式会社

株式会社ディーシー・クリエイト

ＤＢＪ証券株式会社

株式会社デイグラン

デイズ・トラスティ株式会社

Teneo Partners 株式会社

株式会社デュープレックス・ギャザリング

株式会社デルマール
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会社名

東海東京証券株式会社

東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社

株式会社東京アセットソリューション

株式会社東京昇栄

東京建物不動産投資顧問株式会社

東京洋友商事株式会社

東武不動産株式会社

東宝土地株式会社

東洋エステイト株式会社

東洋不動産株式会社

株式会社トータルクリエーションズ

株式会社トーノ

トライフット・マネジメント株式会社

株式会社虎ノ門アセットマネジメント

トリニティータークインターナショナル株式会社

長島不動産株式会社

NAB証券株式会社

西尾土地株式会社

西日本不動産開発株式会社

株式会社日貿信

株式会社日経コンサルタント

日生不動産販売株式会社

日東不動産株式会社

株式会社日徳

日土地アセットマネジメント株式会社

日本クラウド証券株式会社

日本商業開発株式会社

株式会社日本土地建物

日本土地建物株式会社

日本ビルド株式会社

日本フォーラム株式会社

株式会社日本不動産鑑定パートナーズ

日本不動産ソリューション株式会社

株式会社日本プレミアム

株式会社日本プロパティシステムズ

株式会社日本ユービス

株式会社日本ライフクリエイター

株式会社ネクステップ

ネクスト・ソリューション合同会社
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会社名

根津アジアキャピタルリミテッド

株式会社ノアーズエステート

ノースイースト・キャピタルマネジメント株式会社

野村證券株式会社

野村不動産株式会社

野村不動産アーバンネット株式会社

野村不動産投資顧問株式会社

Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社

バークレイズ証券株式会社

Vermilion Capital Management 株式会社

株式会社ハウジングコーポレーション

パシフィック・ディベロップメントアンドマネージメント株式会社

花の木不動産合同会社

株式会社浜伸

株式会社ハマン・アドバイザーズ

株式会社パラマウント・キャピタルマネジメント

株式会社バリューズ

株式会社ハロープロパティサービス

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産投資顧問株式会社

ばんせい証券株式会社

パンテオン地所株式会社

有限会社ピイ・アイ･エス

PAGインベストメントマネジメント株式会社

ＰＧＩＭジャパン株式会社

PGIMリアルエステート・ジャパン株式会社

ピーズコーポレーション株式会社

株式会社ビーフラット

株式会社東日本地所

株式会社日立リアルエステートパートナーズ

ひびき証券株式会社

響不動産リサーチ株式会社

株式会社百十四銀行

株式会社ヒューマックス

株式会社ビルバンク

株式会社ファーストブラザーズ

ファーストブラザーズ投資顧問株式会社

Ｆｕｎｄｓ Ｍａｒｒｉａｇｅ 株式会社

株式会社ファンドクリエーション
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会社名

フィンスパイア株式会社

FUEL株式会社

株式会社福現

株式会社福徳不動産

株式会社フジタエンタープライズ

株式会社不動産パートナー

ブライトレジデンシャル株式会社

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社

プラチナ・アドバイザーズ株式会社

株式会社ブラックヒルズインベストメント

ブラックロック・ジャパン株式会社

株式会社プラットホーム

株式会社プランナーズ・インターナショナル

Bridge Capital Asset Management 株式会社

有限会社フルハウスサポート

株式会社ブレスコ

プロサーチ株式会社

株式会社プロパスト

株式会社プロロジス

株式会社フロンティアハウス

株式会社ベイシス

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

株式会社平和住宅情報センター

平和不動産株式会社

ベータトラストホールディングス株式会社

株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズ

株式会社ベストウェイ

株式会社ベスト・ライフ

ベルデ企画株式会社

株式会社ベンハウス

ほくしん株式会社

北辰不動産株式会社

北洋証券株式会社

株式会社ホスピタリティパートナーズ

ホンダ商事株式会社

株式会社Myアセット

松井証券株式会社

マックジャパンインターナショナル株式会社

株式会社マックスリアルティー
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会社名

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（東京支店）

松阪証券株式会社

株式会社松野八郎綜合建築設計事務所

松本産業株式会社

マディソン証券株式会社

株式会社マリオン

丸一土地建物株式会社

株式会社マルエイプロパティマネジメント

株式会社丸巧

丸紅リアルエステートマネジメント株式会社

株式会社マンションライフシステム管理

株式会社マンセル

株式会社ミクニ

みずほ不動産投資顧問株式会社

三田証券株式会社

株式会社三井住友銀行

三井住友トラスト不動産株式会社

三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

三井物産リアルティ・マネジメント株式会社

三井不動産株式会社

三井不動産投資顧問株式会社

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

三菱地所投資顧問株式会社

みなとアセットマネジメント株式会社

ミノラスホールディングス株式会社

株式会社三山不動産

みらい證券株式会社

室町不動産株式会社

名鉄コミュニティライフ株式会社

株式会社明豊プロパティーズ

株式会社名和コンサルタント

明和地所株式会社

めぶき証券株式会社

森ビル不動産投資顧問株式会社

安田不動産株式会社

株式会社安田信事務所

矢野新ホールディングスグループ　矢野新商事株式会社
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会社名

山一證券株式会社

株式会社山田事務所

優木産業株式会社

ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社

株式会社陽栄

ヨシコン株式会社

株式会社ラ・アトレ

株式会社ライフベルコーポレーション

株式会社ライフメントホーム

株式会社ラウド・リアルエステート

株式会社ラルゴ・コーポレーション

株式会社ランドエスパース

ＬａｎｄＢａｎｋ株式会社

株式会社REAL　SQUARE

リアルテックス株式会社

有限会社リアルトラスト

株式会社リアン

株式会社リーガルアカウンティング

株式会社リーシングサポート

株式会社リードワン東京

有限会社リオン

リストデベロップメント株式会社

株式会社リッシ

株式会社リバイバルサポート

株式会社リビングハウス

株式会社リプロ

株式会社リマインド

株式会社リロエステート

レイマックス株式会社

株式会社レーサム

株式会社レーシー

株式会社レガロキャピタル

ロックハラード証券株式会社

ワールドアプレイザルジャパン株式会社

有限会社ワイエス中央リアルエステート

早稲田ビジネスコンサルティング株式会社

ワンアジア証券株式会社

Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ Aｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社
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