
登録番号 運営管理機関名 所在地

1 株式会社八十二銀行 長野県長野市大字中御所字岡田１７８番地８

2 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号

4 株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号

7 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 東京都中央区八重洲一丁目３番４号

10 株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１番地

11 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号

12 株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通二丁目２番地１４

13 株式会社北國銀行 石川県金沢市広岡二丁目１２番６号

14 株式会社鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号

15 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号　新宿センタービル５０階

16 株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町二丁目５番５号

18 株式会社山梨中央銀行 山梨県甲府市丸の内一丁目２０番８号

19 株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町二丁目１番地

21 株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り一丁目２番２６号

22 株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神二丁目１３番１号

23 株式会社第四銀行 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町１０７１番地１

24 株式会社中国銀行 岡山県岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号

25 株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号

26 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番１２号

27 エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 東京都渋谷区本町一丁目３番４号

28 株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜四丁目１番２５号

29 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号

30 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号

32 株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町四丁目２番３６号

33 信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目３番７号

34 しののめ信用金庫 群馬県富岡市富岡１１２３番地

35 株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町１９４番地

37 湘南信用金庫 神奈川県横須賀市大滝町二丁目２番地

38 京都中央信用金庫 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町９１番地

39 広島信用金庫 広島県広島市中区富士見町３番１５号

40 播州信用金庫 兵庫県姫路市南駅前町１１０番地

41 横浜信用金庫 神奈川県横浜市中区尾上町二丁目１６番地１

42 愛媛信用金庫 愛媛県松山市二番町四丁目２番地１１

43 淡路信用金庫 兵庫県洲本市宇山三丁目５番２５号

45 但陽信用金庫 兵庫県加古川市加古川町溝之口７７２番地

48 姫路信用金庫 兵庫県姫路市十二所前町１０５番地

49 中兵庫信用金庫 兵庫県丹波市氷上町成松２２６－１

50 多摩信用金庫 東京都立川市曙町二丁目８番２８号

51 呉信用金庫 広島県呉市本通二丁目２番１５号

52 大阪シティ信用金庫 大阪府大阪市中央区北浜２－５－４

53 のと共栄信用金庫 石川県七尾市桧物町３５番地

55 株式会社青森銀行 青森県青森市橋本一丁目９番３０号

57 株式会社京葉銀行 千葉県千葉市中央区富士見一丁目１１番１１号

58 千葉信用金庫 千葉県千葉市中央区中央２－４－１

59 株式会社佐賀銀行 佐賀県佐賀市唐人二丁目７番２０号

61 株式会社荘内銀行 山形県鶴岡市本町一丁目９番７号

62 株式会社秋田銀行 秋田県秋田市山王三丁目２番１号

63 株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５番地の１

64 川崎信用金庫 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目１１番地１
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登録番号 運営管理機関名 所在地

65 株式会社十八銀行 長崎県長崎市銅座町１番１１号

66 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町３番２５号

67 株式会社栃木銀行 栃木県宇都宮市西二丁目１番１８号

68 株式会社みちのく銀行 青森県青森市勝田一丁目３番１号

71 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号

72 スルガ銀行株式会社 静岡県沼津市通横町２３番地

73 株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町三丁目９８番地

74 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 東京都品川区大崎二丁目１番１号　ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ

77 株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号

78 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目１３番１号

79 高山信用金庫 岐阜県高山市下一之町６３番地

80 瀬戸信用金庫 愛知県瀬戸市東横山町１１９番地の１

82 東濃信用金庫 岐阜県多治見市本町二丁目５番地の１

83 北伊勢上野信用金庫 三重県四日市市安島二丁目２番３号

84 桑名信用金庫 三重県桑名市大央町２０番地

85 岡崎信用金庫 愛知県岡崎市菅生町字元菅４１番地

88 株式会社宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東四丁目３番５号

89 株式会社大分銀行 大分県大分市府内町三丁目４番１号

90 確定拠出年金サービス株式会社 東京都中央区明石町８番１号

91 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

94 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

95 株式会社紀陽銀行 和歌山県和歌山市本町一丁目３５番地

96 京都信用金庫 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町７番地

97 尼崎信用金庫 兵庫県尼崎市開明町三丁目３０番地

100 株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西四丁目１番地

102 株式会社南都銀行 奈良県奈良市橋本町１６番地

104 株式会社十六銀行 岐阜県岐阜市神田町八丁目２６番地

105 株式会社百五銀行 三重県津市岩田２１番２７号

106 碧海信用金庫 愛知県安城市御幸本町１５番１号

107 西兵庫信用金庫 兵庫県宍粟市山崎町山崎１９０

108 静清信用金庫 静岡県静岡市葵区昭和町２番地の１

111 静岡信用金庫 静岡県静岡市葵区相生町１番１号

112 きのくに信用金庫 和歌山県和歌山市本町二丁目３８番地

113 岐阜信用金庫 岐阜県岐阜市神田町六丁目１１番地

114 株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目１０番地

115 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号

116 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１号

117 株式会社ファン・ジャパン 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番２号

118 富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号

119 京都北都信用金庫 京都府宮津市字鶴賀２０５４番地の１

120 三重信用金庫 三重県松阪市朝日町１区１６番地の６

121 株式会社北都銀行 秋田県秋田市中通三丁目１番４１号

122 鶴岡信用金庫 山形県鶴岡市馬場町１番１４号

123 りらいあコミュニケーションズ株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目6番5号

126 長野信用金庫 長野県長野市大字鶴賀１３３番地１

127 株式会社きらぼし銀行 東京都港区南青山三丁目１０番４３号

128 西中国信用金庫 山口県下関市細江町一丁目１番８号

129 高崎信用金庫 群馬県高崎市飯塚町１２００番地１

130 鳥取信用金庫 鳥取県鳥取市栄町６４５番地

131 越前信用金庫 福井県大野市日吉町２番１９号

133 永和信用金庫 大阪府大阪市浪速区日本橋四丁目７番２０号

134 平塚信用金庫 神奈川県平塚市紅谷町１１番１９号

136 鹿児島相互信用金庫 鹿児島県鹿児島市泉町２番３号
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登録番号 運営管理機関名 所在地

137 遠州信用金庫 静岡県浜松市中区中沢町８１番１８号

138 株式会社肥後銀行 熊本県熊本市中央区練兵町１番地

139 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２６番１号

140 中国労働金庫 広島県広島市南区稲荷町１番１４号

142 近畿労働金庫 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１２番1号

143 長野県労働金庫 長野県長野市県町５２３番地

144 中央労働金庫 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番

145 東北労働金庫 宮城県仙台市青葉区北目町１番１５号

146 九州労働金庫 福岡県福岡市中央区大手門三丁目３番３号

147 沖縄県労働金庫 沖縄県那覇市旭町１番地９

149 静岡県労働金庫 静岡県静岡市葵区黒金町５番地の１

150 北陸労働金庫 石川県金沢市芳斉二丁目１５番１８号

151 新潟県労働金庫 新潟県新潟市中央区寄居町３３２番地３８

153 株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町１０番地

154 株式会社筑波銀行 茨城県土浦市中央二丁目１１番７号

155 株式会社滋賀銀行 滋賀県大津市浜町１番３８号

157 株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市美浜区幸町二丁目１番２号

159 四国労働金庫 香川県高松市浜ノ町７２番３号

160 東海労働金庫 愛知県名古屋市中区新栄一丁目７番１２号

161 株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町６番地１

164 大分みらい信用金庫 大分県別府市駅前本町１番３１号

166 西武信用金庫 東京都中野区中野二丁目２９番１０号

170 北海道信用金庫 北海道札幌市中央区南２条西三丁目１５番地の１

171 金沢信用金庫 石川県金沢市南町１番１号

175 株式会社山形銀行 山形県山形市七日町三丁目１番２号

176 松本信用金庫 長野県松本市丸の内１番１号

178 ソニー生命保険株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号

181 福井信用金庫 福井県福井市田原二丁目３番１号

182 但馬信用金庫 兵庫県豊岡市中央町１７番８号

183 株式会社琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地一丁目１１番１号

184 株式会社日本生活設計 東京都品川区南大井６－１７－７－４１５

185 北おおさか信用金庫 大阪府茨木市西駅前町９番３２号

186 労働金庫連合会 東京都千代田区神田駿河台二丁目５番１５号

187 豊橋信用金庫 愛知県豊橋市小畷町５７９番地

189 福岡ひびき信用金庫 福岡県北九州市八幡東区尾倉二丁目８番１号

190 埼玉縣信用金庫 埼玉県熊谷市本町一丁目１３０番地１

191 空知信用金庫 北海道岩見沢市３条西六丁目２番地１

192 西京信用金庫 東京都新宿区新宿四丁目３番２０号

194 高鍋信用金庫 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６７３番地

195 西尾信用金庫 愛知県西尾市寄住町州田５１番地

196 豊田信用金庫 愛知県豊田市元城町一丁目４８番地

223 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号

239 興能信用金庫 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字４５番地の１地

613 蒲郡信用金庫 愛知県蒲郡市神明町４番２５号

635 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号

662 株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目７番地

663 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀一丁目４番１６号

666 大阪信用金庫 大阪府大阪市天王寺区上本町八丁目９番１４号

667 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１７番６号

690 PWM日本証券株式会社 東京都中央区京橋二丁目１４番１号

719 株式会社ビギン・ワン 大阪府大阪市北区曽根崎新地二丁目３番１３号

724 株式会社七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央三丁目３番２０号

726 株式会社第三銀行 三重県松阪市京町５１０番地

3



登録番号 運営管理機関名 所在地

727 株式会社岩手銀行 岩手県盛岡市中央通一丁目２番３号

728 株式会社阿波銀行 徳島県徳島市西船場町二丁目２４番地の１

729 株式会社もみじ銀行 広島県広島市中区胡町１番２４号

730 株式会社愛知銀行 愛知県名古屋市中区栄三丁目１４番１２号

731 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目２８番１号

732 株式会社名古屋銀行 愛知県名古屋市中区錦三丁目１９番１７号

733 株式会社京都銀行 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００番地

734 株式会社武蔵野銀行 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１０番地８

738 三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地

739 株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町１０番１２号

740 住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番３５号

741 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

742 株式会社福井銀行 福井県福井市順化一丁目１番1号

744 ヤマトグループ企業年金基金 東京都中央区銀座二丁目１２番１８号

747 株式会社きらやか銀行 山形県山形市旅篭町三丁目２番３号

749 株式会社中京銀行 愛知県名古屋市中区栄三丁目３３番１３号

750 沼津信用金庫 静岡県沼津市大手町５丁目６番１６号

751 株式会社東和銀行 群馬県前橋市本町二丁目１２番６号

752 株式会社ヘルシーファミリー 三重県津市栄町三丁目１２３番地１

753 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

754 株式会社長野銀行 長野県松本市渚２丁目９番３８号

755 米子信用金庫 鳥取県米子市東福原２丁目５番１号

756 富士オフィス＆ライフサービス株式会社 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

757 北海道労働金庫 北海道札幌市中央区北１条西五丁目３番地１０

758 ＰＭＩコンサルティング株式会社 東京都港区赤坂二丁目２３番１号

760 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

761 ＳＧホールディングス株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地

762 株式会社ネクストプレナーズ 東京都豊島区東池袋３－１－１

763 さわかみ投信株式会社 東京都千代田区一番町２９番地２

764 伊予銀行企業年金基金 愛媛県松山市三番町４丁目１２番地１

765 株式会社沖縄銀行 沖縄県那覇市久茂地三丁目１０番１号

766 富士通企業年金基金 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目２６４番地３

767 株式会社ベター・プレイス 東京都新宿区神楽坂六丁目６６番

768 株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号

769 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

770 大地みらい信用金庫 北海道根室市梅ヶ枝町３丁目１５番地

771 株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市北区茶屋町１８番１４号

772 株式会社ＳＣインベストメンツ 福岡県福岡市博多区店屋町８番１７号

773 公益財団法人社会福祉振興・試験センター 東京都渋谷区渋谷１丁目５番６号　ＳＥＭＰＯＳビル

774 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号

775 株式会社お金のデザイン 東京都港区赤坂一丁目９番１３号

776 桐生信用金庫 群馬県桐生市錦町二丁目１５番２１号

777 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号

778 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

779 株式会社だいこう証券ビジネス 東京都江東区潮見二丁目９番１５号

780 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 東京都江東区潮見二丁目９番１５号

781 トッパン・フォームズ株式会社 東京都港区東新橋一丁目７番３号

782 諏訪信用金庫 長野県岡谷市郷田二丁目１番８号

783 苫小牧信用金庫 北海道苫小牧市表町三丁目１番６号

784 マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号

785 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地

786 日本郵便株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目３番２号

787 株式会社ＤＣアライブ 徳島県徳島市末広五丁目４番３１号
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登録番号 運営管理機関名 所在地

788 東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

789 ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社 東京都江東区富岡一丁目１３番６号

790 株式会社ＳＢＩプロセス・イノベーター 東京都港区六本木一丁目６番１号

791 飯田信用金庫 長野県飯田市本町一丁目２番地

792 ＫＤＤＩアセットマネジメント株式会社 東京都千代田区西神田三丁目２番１号

793 株式会社ＳＢＩビジネスサービス 埼玉県さいたま市中央区新都心４番地３

794 株式会社ダイレクトHR 愛知県名古屋市中区栄三丁目１５番３３号

795 ワンストップパートナーズ株式会社 東京都渋谷区宇田川町２番１号渋谷ホームズ８１４号室

796 株式会社リクルートファイナンスパートナーズ 東京都中央区銀座七丁目２番６号

990 株式会社ゆうちょ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
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