
会員名: ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾙ投資顧問株式会社

会員所在地: 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-5 ﾊﾆｰ箱崎ﾋﾞﾙ2F

電話番号: 03-5641-5603

ふりがな: ふじむら　てつや

代表取締役代表者
:

藤村　哲也

金融商品取引業登録番号:  1-1131 平19年 9月30日

入会年月日: 平18年10月 2日協会会員番号: 011-01201

資本金: 15,500

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

藤村　哲也 61.20%

藤村　恒雄 19.40%

西野　匡 19.40%

1 4 5 4 9

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
丸の内ｵﾌｨｽ 東京都千代田区丸の内1-11-1　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾚｲｽ丸の内8F

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

828



該当なし

平26年  6月 232,731 232,731 0 3,883

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  6月 現在

6,883

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  6月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

5,021 23,805

0 0

829



会員名: ﾗｻｰﾙ不動産投資顧問株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

電話番号: 03-6880-2800

ふりがな: なかしま　やすお

代表取締役代表者
:

中嶋　康雄

金融商品取引業登録番号:  1-1544 平20年 6月16日

入会年月日: 平22年 9月30日協会会員番号: 012-02306

資本金: 490,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務※

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾗﾝｸ ﾞﾗｻｰﾙ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲ 100.00%

1 3 4 49 53

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

830



宅地建物取引業並びに不動産投資にかかる管理、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ及び調査(資産流動化法に基づく特定目的会社(以
下､「TMK」という）に関する特定資産管理処分受託業務を含む)

平26年 12月 5,032,079 930,000 0 800,902

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

19

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

1,513,106 2,637,426

19 453,785

831



会員名: 株式会社ﾗﾎﾟｰﾙｴｽﾃｰﾄ

会員所在地: 〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2-113

電話番号: 0859-38-1280

ふりがな: なかもと　たかお

代表取締役代表者
:

中本　高夫

金融商品取引業登録番号:  7-  22 平20年 9月22日

入会年月日: 平20年12月 1日協会会員番号: 072-00101

資本金: 10,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

中本　高夫 100.00%

2 2 4 3 7

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

832



宅地建物取引業 建築工事･増改築工事の企画･設計･施工･管理及びｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務

平27年  3月 29,024 0 0 2,011

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

2,400 25,708

0 0

833



会員名: 株式会社ﾗﾙｺﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ﾋﾞﾙ11F

電話番号: 03-5511-2180

ふりがな: やまもと　はるお

代表取締役代表者
:

山本　治男

金融商品取引業登録番号:  1-1140 平19年 9月30日

入会年月日: 平19年 9月10日協会会員番号: 011-01704

資本金: 100,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務※

山本　治男 75.12%

北野　満洲男 18.78%

藤﨑　和幸 1.46%

ｹﾈﾃﾞｨｸｽ㈱ 1.41%

小野　将司 1.34%

後藤　慎哉 1.01%

山本　浩 0.89%

3 1 4 4 8

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

834



建物売買業 土地売買業 不動産代理業･仲介業 貸家業 建築設計業 投資業

平27年  3月 165,889 5,000 0 8,531

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

1

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

8,832 158,232

1 6,935

835



会員名: 株式会社ﾘｰﾌﾞﾙ

会員所在地: 〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町10-7-101

電話番号: 0748-43-0527

ふりがな: さかもと　あきら

代表取締役代表者
:

坂本　彰

金融商品取引業登録番号:  2- 356 平23年11月25日

入会年月日: 平24年 5月 8日協会会員番号: 022-00264

資本金: 1,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務※

坂本　彰 100.00%

1 0 1 0 1

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

836



該当なし

平26年  8月 40,067 40,618 0 2,022

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  8月 現在

324

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  8月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

2,617 17,281

0 0

837



会員名: ﾘｴｿﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-20-5 ｸﾚｲﾝ虎ノ門ﾋﾞﾙ6F

電話番号: 03-5777-6421

ふりがな: あきもと　じろう

代表取締役代表者
:

秋元　二郎

金融商品取引業登録番号:  1-1692 平19年11月29日

入会年月日: 平22年 9月24日協会会員番号: 012-02266

資本金: 10,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

秋元　二郎 100.00%

1 2 3 1 4

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

838



経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業

平26年  8月 58,700 0 0 3,626

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  8月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  8月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

4,424 56,080

0 0

839



会員名: 株式会社ﾘｻ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

会員所在地: 〒108-6219 東京都港区港南2-15-3 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨC棟19F

電話番号: 03-5796-8500

ふりがな: たなか　としあき

代表取締役社長代表者
:

田中　敏明

金融商品取引業登録番号:  1-1144 平19年 9月30日

入会年月日: 平27年 3月20日協会会員番号: 012-02693

資本金: 100,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 100.00%

4 5 9 69 78

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

840



経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業　投資業　証券金融業　建物売買業　土地売買業　不動産代理業･仲介業　貸事務所業　土地
賃貸業　不動産管理業　貸金業　生命保険媒介業

平26年 12月 8,976,781 5,450 0 215,073

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

3

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

1,021,267 6,358,142

0 0

841



会員名: ﾘｼｪｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

会員所在地: 〒107-6033 東京都港区赤坂1-12-32 ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ33F

電話番号: 03-6229-2121

ふりがな: せんの　かずとし

代表取締役代表者
:

千野　和俊

金融商品取引業登録番号:  1- 579 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年 9月22日協会会員番号: 012-02242

資本金: 30,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

ｳｪﾙｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 100.00%

4 0 4 7 11

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

842



・宅地建物取引業 ・貸金業

平27年  3月 810,000 50,000 0 90,458

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

2

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

94,166 179,205

2 11,050

843



会員名: ﾘｽﾄ株式会社

会員所在地: 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-47

電話番号: 045-671-1111

ふりがな: きたみ　ひさし

代表取締役代表者
:

北見　尚之

金融商品取引業登録番号:  1-2136 平24年10月25日

入会年月日: 平25年 1月29日協会会員番号: 012-02608

資本金: 888,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

北見　尚之 64.85%

㈱ｱﾊﾞｯｸｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 16.98%

ﾘｽﾄ従業員　持株会 6.17%

菅野　浩 2.22%

北見　美樹 1.85%

伊東　勇二 1.54%

石井　唯光 1.38%

工藤　次郎 1.23%

北見　理帆 0.92%

北見　壮一郎 0.92%

8 2 10 96 106

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
東京営業所 東京都港区白金5-2-5

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

844



不動産の売買･仲介・賃貸及び管理、不動産投資顧問業、建設業、損害保険代理店業、不動産特定共同事業

平26年 12月 25,465,593 40,000 0 619,166

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

1

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

1,215,051 5,077,722

1 20,200

845



会員名: ﾘｯｷｰﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ10F

電話番号: 03-3282-7711

ふりがな: しぶや　こういち

代表取締役代表者
:

澁谷　耕一

金融商品取引業登録番号:  1-2710 平25年 6月17日

入会年月日: 平25年 7月10日協会会員番号: 012-02625

資本金: 54,450

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

澁谷　耕一 61.36%

東京中小企業投資育成㈱ 22.72%

ﾌﾟﾗｽ㈱ 6.82%

ﾏｽﾀﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 4.55%

ｷｰｳｴｽﾄﾈｯﾄﾜｰｸ㈲ 4.55%

3 2 5 15 20

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
本店(登記上） 東京都新宿区市谷砂土原町3-18

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

846



経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業､通信販売業(食品･酒類)､ｾﾐﾅｰ､研修会の企画運営､商談会､展示会等の企画運営､ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯ
ﾁﾝｸﾞ業務

平26年 12月 393,648 1,500 0 7,992

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

21,171 160,702

0 0

847



会員名: ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

会員所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 ｱｰﾊﾞﾝ虎ノ門702

電話番号: 03-5510-9086

ふりがな: まなべ　かつひと

代表取締役代表者
:

眞邉　勝仁

金融商品取引業登録番号:  1-2697 平25年 4月 3日

入会年月日: 平25年 4月30日協会会員番号: 012-02622

資本金: 100,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

眞邉　勝仁 55.00%

Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. 30.00%

㈱FFBC Energy Investment 15.00%

2 0 2 16 18

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

848



発電所施設のﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ業 発電所施設のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業 発電所施設の運営管理業 太陽光ﾊﾟﾈﾙ及び関連機
器の輸出入業

平26年  6月 547,369 0 0 94,592

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  6月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  6月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

163,553 290,502

0 0

849



会員名: 株式会社ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

会員所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-8-19 赤坂表町ﾋﾞﾙ

電話番号: 03-6804-6512

ふりがな: よしむら　みちかず

代表取締役社長代表者
:

吉村　道和

金融商品取引業登録番号:  2- 322 平22年 1月 6日

入会年月日: 平22年 9月10日協会会員番号: 022-00213

資本金: 31,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

吉村　道和 26.94%

前田　正宏 26.94%

小原　正敏 26.77%

津和　章雅 9.68%

川口　泰司 3.23%

久野　文隆 3.23%

米山　美奈 3.23%

5 0 5 3 8

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
本店 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-3-10　長堀堂ﾋﾞﾙ7F

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

850



経営に関するｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業、企業の営業権の譲渡･営業用財産･有価証券･不動産の譲渡･企業に対する投資･業
務提携及び合併に関する斡旋並びに仲介、不動産鑑定業及び不動産に関するｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務、上記の業務の
取引先に対する人材の紹介及び斡旋

平26年 12月 35,821 0 0 4,585

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

4,970 14,796

0 0

851



会員名: 株式会社ﾘﾝｹｰｼﾞ

会員所在地: 〒651-1204 兵庫県神戸市北区花山東町2-23-505

電話番号: 078-586-6360

ふりがな: いのうえ　なりとし

代表取締役代表者
:

井上　成年

金融商品取引業登録番号:  2- 350 平23年 9月13日

入会年月日: 平23年10月31日協会会員番号: 022-00260

資本金: 3,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

井上　成年 100.00%

1 0 1 1 2

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
投資顧問事務所 神戸市北区花山東町3-27　ｴﾄﾜｰﾙ花山903

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

852



ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成・ｻｰﾊﾞー管理・ｼｽﾃﾑ開発

平27年  3月 17,689 15,300 0 -6,219

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

20

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-6,147 -1,977

0 0

853



会員名: 株式会社ﾚｰｻﾑ

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関ｺﾓﾝｹﾞｰﾄ西館36F

電話番号: 03-5157-8881

ふりがな: たなか　たけし

代表取締役社長代表者
:

田中　剛

金融商品取引業登録番号:  1-1150 平19年 9月30日

入会年月日: 平23年 3月11日協会会員番号: 012-02488

資本金: 100,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

㈲ｻﾑﾗｲﾊﾟﾜｰ 49.91%

田中　剛 22.04%

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱（信託口） 0.87%

木田　裕介 0.81%

楽天証券㈱ 0.61%

日本証券金融㈱ 0.60%

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱（信託口） 0.48%

㈱SBI証券 0.45%

大和証券㈱ 0.43%

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱ 0.37%

8 2 10 96 108

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

854



不動産の売買・賃貸・仲介・管理　不動産の鑑定評価 　住宅地･商業用地・工業用地等の開発･造成及び販売　
住宅の建築及び販売　ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ及びｽﾎﾟｰﾂ施設等の所有・賃貸及び経営　不動産特定共同事業法に基づく
事業　経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業　有価証券の売買・保有・運用
建物内装工事の企画・設計・施工　建築設計

平27年  3月 28,462,934 0 0 5,391,620

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

5,375,737 26,118,883

0 0

855



会員名: ﾚﾍﾞﾙﾍﾞｽﾄ株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋3-1-12 新橋ｼﾃｨﾋﾞﾙ9F

電話番号: 03-5510-3322

ふりがな: たけうち　やすひろ

代表取締役代表者
:

竹内　康宏

金融商品取引業登録番号:  1-1799 平20年 4月 3日

入会年月日: 平22年10月25日協会会員番号: 012-02368

資本金: 10,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

楊　ﾌﾗﾝｼｽ 50.00%

竹内　康宏 26.50%

㈱ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 23.50%

3 1 4 1 5

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

856



○現物不動産に係る投資に関し助言を行う業務　○不動産に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務　○不動産代理業･仲介業　
○不動産管理業　○建築設計に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

平26年  6月 45,848 0 0 4,863

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  6月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  6月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

4,933 7,934

0 0

857



会員名: ﾛｰﾄﾞｽﾀｰｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-16 ｾﾞﾆｱ銀座ﾋﾞﾙ6F

電話番号: 03-6264-4270

ふりがな: いわの　たつし

代表取締役社長代表者
:

岩野　達志

金融商品取引業登録番号:  1-2660 平24年 9月19日

入会年月日: 平24年10月26日協会会員番号: 012-02596

資本金: 247,750

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

岩野　達志 21.48%

森田　泰弘 21.48%

中川　由紀子 5.49%

久保　直之 1.67%

Renren Lianhe Holdings 49.88%

4 2 6 8 14

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

858



不動産売買・賃貸・仲介業、法第5条に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は私募の取り扱い、不動産に
関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

平26年 12月 756,856 0 0 122,271

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

201,256 664,460

0 0

859



会員名: 株式会社ﾛｰﾝ･ｽﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｸｲｼﾞｯｼｮﾝｽﾞ

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ19F

電話番号: 03-5224-5300

ふりがな: まーく・にゅーまん

代表取締役社長代表者
:

ﾏｰｸ・ﾆｭｰﾏﾝ

金融商品取引業登録番号:  1-2524 平23年 4月 7日

入会年月日: 平23年 4月22日協会会員番号: 012-02496

資本金: 9,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

Lone Star Ｇlobal Acquisitions, Ltd. 100.00%

1 0 1 11 12

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

860



金銭債権買取　不動産取引　企業買収等の投資に関するｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務　市場調査及びその情報提供業務

平26年 12月 599,375 499,375 0 31,546

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

5

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

31,616 -1,980,729

0 0

861



会員名: ﾛｺﾞｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾄｽ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ株式会社

会員所在地: 〒105-0004 東京都港区新橋6-22-1 ｱｲﾃﾞｨ新橋6F

電話番号: 03-6435-6831

ふりがな: こみやま　おさむ

代表取締役代表者
:

小宮山　修

金融商品取引業登録番号:  1-2186 平21年 4月28日

入会年月日: 平22年 9月28日協会会員番号: 012-02282

資本金: 1,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

小宮山　修 100.00%

1 0 1 0 1

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

862



企業買収、合併、事業統合、業務提携、事業譲渡、資本参加等に関する斡旋、仲介及びｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務、経営
に関するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務、金融に関する情報提供ｻｰﾋﾞｽ

平26年  6月 5,592 163 0 2,059

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  6月 現在

6

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  6月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

2,059 1,654

0 0

863



会員名: 株式会社ﾛｼﾞｺﾑ

会員所在地: 〒207-0021 東京都東大和市立野2-1-3

電話番号: 042-565-2114

ふりがな: ほんじょう　りょういち

代表取締役社長代表者
:

本荘　良一

金融商品取引業登録番号:  1-2131 平21年 2月13日

入会年月日: 平22年10月25日協会会員番号: 012-02361

資本金: 844,188

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

本荘　良一 39.39%

青山　英男 3.64%

黒田　透 3.24%

高須　隆司 3.16%

㈲ﾐﾛｽ 2.98%

根本　昌明 2.96%

本荘　祐司 2.93%

服部　圭司 2.70%

㈱SBI証券 1.94%

立花証券㈱ 1.93%

5 3 8 31 39

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
新宿ｵﾌｨｽ 東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ33F

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

864



①建物売買業　②土地売買業　③不動産代理業･仲介業　④不動産賃貸業　⑤貸家業･貸間業　⑥不動産管理
業　⑦建築設計業

平27年  3月 5,093,135 0 0 109,772

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

187,297 2,170,491

0 0

865
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