
　　　　　　平成１９年度書類監査結果による協会員処分 処分決定日：平成２０年９月２４日

1 第000861号
株式会社生田商事
    北海道知事(3)胆00413
    生田　長治    　  資本金：1000（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

2 第001112号
ＴＴＨ有限会社
    愛知県知事(2)04015
    沢田　夏子        資本金：5800（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

3 第001386号
株式会社ライフデザイン
    大阪府知事(1)12745
    中川　明弘        資本金：1000（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

4 第001688号
トーカイ
    佐賀県知事(9)00113
    谷口　清文        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

5 第002159号
プラウド
    沖縄県知事(N2)03830
    安次嶺　昌毅     資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

6 第002231号

日本中央地所株式会社
東京都知事(8)03569

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

協会処分内容
処分理由となる

規定違反の条項等
No.

　
商号又は名称
　　登録番号
　　代表者氏名　　　　資本金

　協会員番号

6 第002231号     東京都知事(8)03569
    代表取締役社長  川目　正良
                         資本金：185038（万円）

勧告を併科
【協会定款 行 関す 規則第 条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

7 第002255号
北大阪零細企業連合会
    大阪府知事(1)12601
    村井　智志        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

8 第002384号
大栄商事
    福岡県知事(9)00413
    地藏原　忠徳     資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

9 第002637号
株式会社ＵＲＢＡＮ
    大阪府知事(N1)12764
    西脇　賢           資本金：500（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

10 第002868号
春日クレジット
    福岡県知事(9)01148
    竹山　光雄        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

11 第003135号
ホーネットファイナンス
    兵庫県中播磨県民局長(2)51285
    江見　達也        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

12 第003204号
株式会社丸菱
    兵庫県神戸県民局長(9)10076
    谷野　義昭        資本金：1000（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

13 第003310号
株式会社ハマフク
    神奈川県知事(7)02373
    吉田　繁光        資本金：1000（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

14 第003403号
ホットファイナンス
    福岡県知事(2)08308
    高山　修子       資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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15 第003525号
アシスト信販
    宮城県知事(1)02247
    鈴木　孝史        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

16 第003805号
ＢＩＧプラン
    大阪府知事(1)12778
    中原　勇           資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

17 第004153号

株式会社彰英商事
    東京都知事(8)02828
    代表取締役  広沢　菊子
                         資本金：9000（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

18 第004167号
内堀商事
    長野県知事(佐9)00164
    内堀　幸吉       資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

19 第004176号
マネーアシストカンパニーアトム
    富山県知事(8)00282
    追分　富久        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

20 第004183号
シンエイ

福井県知事(4)00539

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

20 第004183号     福井県知事(4)00539
    中垣　巌           資本金：0（万円）

勧告を併科
【協会定款 行 関す 規則第 条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

21 第004233号

有限会社雅
    京都府知事(4)02749
    取締役  根津　真一
                         資本金：300（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

22 第004244号
アイテム
    京都府知事(N3)02911
    佐伯　雄三       資本金：500（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

23 第004285号
日公商事
    兵庫県東播磨県民局長(9)30002
    松浦　勝         資本金：500（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

24 第004300号
大下家
    岡山県知事(2)02056
    藤原　俊二        資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

25 第004419号
シティーコーポレーション
    沖縄県知事(N4)03076
    儀保　覚           資本金：0（万円）

会員権停止6ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

26 第000540号
山昌
    兵庫県神戸県民局長(1)12364
    金谷　昌男        資本金：300（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

27 第001078号
伸栄商事
    愛知県知事(9)00272
    林　東吉          資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

28 第001619号
佐藤　義明
    北海道知事(8)根00024
    佐藤　義明       資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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29 第001881号
馬出クレジット
    福岡県知事(6)04618
    竹山　永浩       資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

30 第002207号
カイト商事
    和歌山県知事(1)01433
    廣野　幸男       資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

31 第002598号
セーフティファイナンス
    京都府知事(N5)02106
    奥西　隆夫       資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

32 第002838号
マルショウ
    京都府知事(3)03134
    小牧　正和       資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

33 第002878号
アクアローン
    香川県知事(N3)00544
    北畑　雅規        資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

34 第003305号
エブロ

京都府知事(2)03198

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

34 第003305号     京都府知事(2)03198
    東出　文彦        資本金：0（万円）

勧告を併科
【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

35 第003579号
物流開発株式会社
    福岡県知事(5)05584
    野中　郁雄        資本金：1000（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

36 第005033号
双葉商店
    茨城県知事(北9)00124
    砂押　行雄       資本金：0（万円）

会員権停止3ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

37 第001218号
ワイド産業
    東京都知事(8)04100
    金光　則雄       資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

38 第001617号
恵商事
    北海道知事(1)釧00231
    田井中　清美    資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

39 第001728号
株式会社ファイン
    宮崎県知事(1)01782
    吉田　和利       資本金：800（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

40 第001767号
まるにし商事
    北海道知事(8)石00408
    西浦　秀         資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

41 第001914号
ダイセイ
    熊本県知事(1)02390
    田島　英治      資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

42 第001962号
三ツ和商会
    東京都知事(1)30762
    伊藤　英浩      資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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43 第002187号

株式会社神立商会
    茨城県知事(南1)40272
    代表取締役　内田　徳重
　　　　　　　　　　　　資本金：300（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

44 第002575号
森川商事
    福岡県知事(4)06892
    森川　泰夫       資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

45 第002600号
有限会社ファーストハウス
    神奈川県知事(2)04827
    成田　明美      資本金：600（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

46 第002607号
加藤商事
    岡山県知事(2)02027
    加藤　知行      資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

47 第002818号

株式会社信用保証サービス
    東京都知事(3)21402
    代表取締役  山本　光
　　　　　　　　　　　　資本金：1000（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

48 第002989号
ＭＶＰ

大阪府知事(3)11090

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

48 第002989号     大阪府知事(3)11090
    田中　義彦      資本金：0（万円）

勧告を併科
【協会定款 行 関す 規則第 条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

49 第003375号
井上商事
    大阪府知事(1)12760
    井上　敏一      資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

50 第003431号
インターナショナルフェニックス株式会社
    北海道知事(9)石00093
    三谷　日出夫    資本金：1000（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

51 第003536号
西播融資
    兵庫県中播磨県民局長(1)50213
    西谷　明美       資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

52 第003619号
寿商事
    熊本県知事(4)01978
    吉里　勢加      資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

53 第003806号
株式会社エフアンドデイ
    兵庫県阪神南県民局長(2)20722
    柄谷　順一郎    資本金：1000（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

54 第004199号
伊場実業
    静岡県知事(8)01330
    鴻池　まゆみ      資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

55 第004290号
若草商会
    奈良県知事(9)00048
    山村　民藏        資本金：0（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

56 第004349号

株式会社アドバンス
    大分県知事(1)01346
    代表取締役社長  岩尾　智明
　　　　　　　　　　　　　資本金：500（万円）

会員権停止2ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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57 第000051号
マルイファイナンス
    群馬県知事(7)00701
    小林　哲         資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

58 第000602号
みよし商事
    東京都知事(8)04214
    塩田　進         資本金：471（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

59 第000688号
アプリ・コミュニケーションズ
    和歌山県知事(2)01361
    野﨑　幸助      資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

60 第000745号
シルバーウェイ
    熊本県知事(5)01630
   佐々木　隆徳    資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

61 第000752号
興和ファイナンス株式会社
    東海財務局長(8)00088
    澤野　一         資本金：5000（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

62 第001248号
富士商株式会社

佐賀県知事(2)00830

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

62 第001248号     佐賀県知事(2)00830
    立石　扇山     資本金：1000（万円）

勧告を併科
【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

63 第001288号
丸勝
    奈良県知事(2)01120
    田中　智裕      資本金：500（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

64 第001740号
協同商事
    群馬県知事(8)00393
    佐藤　行男       資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

65 第002234号

株式会社ビジネスパートナー
    東京都知事(3)21411
    代表取締役  望月　剛二
　　　　　　　　　　　　 資本金：22375（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

66 第002373号

有限会社アール・シー
    大分県知事(N3)01240
    代表取締役社長  岩本　政秀
　　　　　　　　　　　　資本金：4500（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

67 第002464号
丸勝
    愛知県知事(7)02026
    金井　勝嗣       資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

68 第002569号
クレジットアームボーナス本店
    長崎県知事(8)00283
    茂山　雄義      資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

69 第002733号
タクト
    佐賀県知事(2)00835
    岩村　宝子      資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

70 第002926号

株式会社釜佐
    栃木県知事(9)00011
    代表取締役 善野　佐次平
　　　　　　　　　　　　資本金：1000（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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71 第002960号
相澤　實
    神奈川県知事(2)04926
    相澤　實         資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

72 第003126号
株式会社アイエフ
    広島県知事(4)02147
    田中　荘厳       資本金：1000（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

73 第003131号

株式会社Ｓ－ｎｅｔ
    東京都知事(2)28791
    代表取締役  橋本　浩
　　　　　　　　　 　　　資本金：9500（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

74 第003203号
Ｃ．Ｏ．Ｄ．Ｃｏ＆ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ
    大阪府知事(3)11284
    前田　裕介       資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

75 第004020号
株式会社パートナーショップコーポレーション
    北海道知事(1)小00156
    三留　健市      資本金：700（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

76 第004041号
鈴木昭事務所

岩手県知事(2)00959

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

76 第004041号     岩手県知事(2)00959
    鈴木　昭        資本金：0（万円）

勧告を併科
【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

77 第004195号
ラヴリィ
    静岡県知事(5)01903
    村上　美和      資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

78 第004241号
青木商事
    京都府知事(9)00398
    青木　進         資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

79 第004399号
 新日本商会
    長崎県知事(N北7)00289
    西川　親生      資本金：0（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

80 第004437号
ＰＬＡＺＡ仙台
    宮城県知事(1)02264
    臼井　健一      資本金：390（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

81 第005037号

株式会社濃飛信用商事
   岐阜県知事(4)1020
    代表取締役  内田　千代子
                        資本金：1000（万円）

会員権停止1ｶ月と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

82 第000514号
第一商事
    福岡県知事(2)00024
    川崎　省司      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

83 第000662号
コーウン
    兵庫県阪神南県民局(1)22351
    原田　栄三      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

84 第000809号
大丸信販
    鹿児島県知事(1)01533
    入木　保雄      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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85 第000908号
富証
    北海道知事(8)小00087
    富樫　喜一      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

86 第000905号
三星
    神奈川県知事(2)04929
    那須　清        資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

87 第001144号
大和商事株式会社
    大阪府知事(9)00755
    中井　康郎      資本金：1500（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

88 第001177号
株式会社経営企画
    沖縄県知事(2)03874
    下地　恵善      資本金：2100（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

89 第001181号

有限会社平和商事
    北海道知事(9)釧00028
    代表取締役　有田　福由
                        資本金：800（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

90 第001286号
エース

兵庫県知事(2)51294

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

90 第001286号     兵庫県知事(2)51294
   大島　孝         資本金：1200（万円）

勧告を併科
【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

91 第001940号
櫻井商事
    愛媛県知事(6)01410
    櫻井　清司     資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

92 第002078号

株式会社ファビュラス
    東京都知事(1)30881
    代表取締役  冨山　正明
                      資本金：3000（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

93 第002299号

有限会社リアス興産
    宮城県知事(1)02258
    代表取締役  千葉　拓也
                      資本金：1000（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

94 第002490号
ローンズ神田
    岡山県知事(3)01900
    佐藤　巧        資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

95 第002661号
山商
    高知県知事(6)00981
    山岡　長正     資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

96 第002844号
粟野商事
    宮城県知事(9)00002
    粟野　芳邦     資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

97 第003208号
 斉藤憲金融
    山口県知事(1)01498
    有近　眞里代    資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

98 第003210号
三吉商事
    長崎県知事(北2)00558
    三吉　洋          資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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99 第003319号
富田商事
    福井県知事(7)00393
    富田　康彦       資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

100 第003406号
タケフジ商事
    香川県知事(6)00394
    竹本　政之       資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

101 第003555号
有限会社リスト
    大阪府知事(2)12236
    眞野　恵未子    資本金：600（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

102 第003808号
 ドリーム１６３
    広島県知事(1)02683
    武安　弘美      資本金：300（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

103 第003820号
 角丸実業
    京都府知事(9)00276
    野元　博文      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

104 第004048号
エース総合ファイナンス

宮城県知事(6)01446

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

104 第004048号     宮城県知事(6)01446
    千葉　明子      資本金：0（万円）

勧告を併科
【協会定款 行 関す 規則第 条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

105 第004172号 新栄商事
    富山県知事(2)00070
    梅澤　晴夫      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

106 第004345号
総務コンサルタント
    熊本県知事(6)01441
    高松　正幸      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条】
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】

107 第004418号
スカイバンク
    沖縄県知事(2)03724
    上原　将伍      資本金：0（万円）

譴責と
勧告を併科

【協会定款第14条第2項】
【協会自主規制基本規則第11条
【協会定款の施行に関する規則第5条】

【協会定款第21条第1項】
【協会定款第22条】
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