
令和3年4月13日現在

登録年月日 登録番号

1 トラべレックスジャパン株式会社 107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2番ビル6階 平成22年4月1日 関東財務局⻑第00001号

2 株式会社ウニードス 169-0073 東京都新宿区百人町2-4-8 平成22年6月11日 関東財務局⻑第00004号

3 トランスリミッタンス株式会社 111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-14 平成22年11月15日 関東財務局⻑第00007号

4 SBIレミット株式会社 106-6019 東京都港区六本木1-6-1 平成22年12月7日 関東財務局⻑第00008号

5 株式会社電算システム 501-6196 岐阜県岐阜市日置江1-58 平成23年2月1日 東海財務局⻑第00001号

6 Speed Money Transfer Japan株式会社 130-0022 東京都墨田区江東橋2-13-4 錦糸町シティビル 平成23年4月11日 関東財務局⻑第00011号

7 株式会社NTTドコモ 100-6150 東京都千代田区永田町2-11-1 ⼭王パ−クタワー 平成23年5月18日 関東財務局⻑第00012号

8 株式会社クレディセゾン 170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 平成23年5月30日 関東財務局⻑第00013号

9 NTTスマートトレード株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 平成23年6月21日 関東財務局⻑第00014号

10 ブラステル株式会社 130-0015 東京都墨田区横網2-6-2 平成23年7月26日 関東財務局⻑第00016号

11 SBペイメントサービス株式会社 105-8025 東京都港区東新橋1-9-2  平成23年9月12日 関東財務局⻑第00017号

12 株式会社シースクェア 160-0022 東京都新宿区新宿1-36-7 新宿内野ビルⅡ2階 平成23年11月16日 関東財務局⻑第00018号

13 株式会社Ｉ-REMIT JAPAN 110-0015 東京都台東区東上野3-18-7 SK上野ビル3階 平成23年12月7日 関東財務局⻑第00019号

14 日本ゲームカード株式会社 110-0005 東京都台東区上野1-1-10 平成24年2月8日 関東財務局⻑第00020号

15 株式会社Y＆W 169-0072 東京都新宿区大久保1-17-7 平成24年2月15日 関東財務局⻑第00021号

16 株式会社マネーパートナーズ 106-6233 東京都港区六本木3-2-1 平成24年2月17日 関東財務局⻑第00022号

17 株式会社デジテル 169-0073 東京都新宿区百人町1-20-22 平成24年2月27日 関東財務局⻑第00023号

18 株式会社ジャパンレミットファイナンス 105-0013 東京都港区浜松町1-2-15 モデュ−ロ浜松町ビル3階 平成24年3月28日 関東財務局⻑第00024号

19 CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN株式会社 169-0073 東京都新宿区百人町2-11-23 平成24年6月25日 関東財務局⻑第00025号

20 PayPal Pte.Ltd. 107-0061 東京都港区北⻘⼭3-11-7 Aoビル15階 平成24年8月1日 関東財務局⻑第00026号

21 ウェルネット株式会社 105-0001 東京都港区⻁ノ⾨1-3-1 平成24年10月4日 関東財務局⻑第00027号

22 株式会社フォレックスジャパン 130-0025 東京都墨田区千歳1-9-10 平成24年12月21日 関東財務局⻑第00029号
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23 株式会社イーコンテクスト 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 平成25年2月26日 関東財務局⻑第00030号

24 Unimoni株式会社 107-0052 東京都新宿区⻄新宿6-12-1 パ-クウエスト7階 平成25年6月17日 関東財務局⻑第00031号

25 株式会社Cashwell Asset Management 104-0033 東京都中央区新川2-6-6-404 平成25年6月26日 関東財務局⻑第00032号

26 株式会社N＆P JAPAN 169-0073 東京都新宿区百人町2-20-2 金子ハイツ2階 平成25年8月30日 関東財務局⻑第00033号

27 メトロレミッタンスジャパン株式会社 220-0004 神奈川県横浜市⻄区北幸2-4-3 平成25年10月11日 関東財務局⻑第00034号

28 Credorax Japan株式会社 113-0033 東京都文京区本郷1-33-12-506 平成26年8月29日 関東財務局⻑第00035号

29 LINE Pay株式会社 141-0033 東京都品川区⻄品川1-1-1 平成26年10月1日 関東財務局⻑第00036号

30 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 平成26年11月26日 関東財務局⻑第00037号

31 株式会社海外送金ドットコム 110-0005 東京都台東区上野4-5-4 宮田ビル4階 平成27年2月6日 関東財務局⻑第00038号

32 株式会社アプラス 556-8535 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 平成27年6月19日 近畿財務局⻑第00001号

33 ウエスタンユニオンジャパン株式会社 105-0001 東京都港区⻁ノ⾨5-1-5 メトロシティ神谷町7階 平成27年8月18日 関東財務局⻑第00039号

34 トランスファーワイズ・ジャパン株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 平成27年8月18日 関東財務局⻑第00040号

35 BDOレミットジャパン株式会社 160-0023 東京都新宿区⻄新宿1-3-13 平成27年12月2日 関東財務局⻑第00041号

36 GMOイプシロン株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 平成28年4月21日 関東財務局⻑第00043号

37 株式会社デジタルワレット 102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 平成28年5月16日 関東財務局⻑第00044号

38 WorldRemit Ltd. 107-6011 東京都港区赤坂1-12-32 ア−ク森ビル12階 平成28年11月29日 関東財務局⻑第00046号

39 ワールドファミリー株式会社 169-0072 東京都新宿区百人町2-4-6 平成28年4月4日 関東財務局⻑第00048号

40 株式会社pring 108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3階 平成29年10月5日 関東財務局⻑第00050号

41 株式会社アジアンネット 112-0012 東京都文京区大塚5-9-2 平成29年11月21日 関東財務局⻑第00052号

42 auペイメント株式会社 105-0003 東京都港区港南2-16-1 平成29年11月28日 関東財務局⻑第00053号

43 株式会社C＆B 104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウィンド新川ビル4階 平成29年12月7日 関東財務局⻑第00054号

44 SolomonCapitalJapan株式会社 133-0057 東京都江⼾川区⻄⼩岩1-27-21 平成30年1月17日 関東財務局⻑第00055号
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45 株式会社KABAYAN INTERNATIONAL 110-0005 東京都台東区上野2-6-1 上野太平ビル2階 平成30年3月13日 関東財務局⻑第00056号

46 株式会社メルペイ 106-6117 東京都港区六本木6-10-1 平成30年3月21日 関東財務局⻑第00057号

47 株式会社セブン・ペイメントサービス 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタ−ビルディング 平成30年4月23日 関東財務局⻑第00058号

48 株式会社RESPECT PAYMENT SERVICE 169-0073 東京都新宿区百人町1-11-31 新大久保ビルディングⅠ 3階 平成30年7月27日 関東財務局⻑第00061号

49 JALペイメント・ポート株式会社 140-8637 東京都品川区東品川2-4-11 平成30年8月15日 関東財務局⻑第00062号

50 REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 106-0032 東京都港区六本木7-7-7 平成30年7月26日 関東財務局⻑第00060号

51 ホワイトカード株式会社 150-0012 東京都渋谷区広尾1-6-10 平成30年10月2日 関東財務局⻑第00063号

52 株式会社エムティーアイ 163-1435 東京都新宿区⻄新宿3-20-2 平成30年12月25日 関東財務局⻑第00064号

53 株式会社キュリカ 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 令和元年5月16日 関東財務局⻑第00065号

54 楽天Edy株式会社 158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 令和元年9月24日 関東財務局⻑第00067号

55 PayPay株式会社 102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 令和元年9月25日 関東財務局⻑第00068号

56 ASIA PAY株式会社 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-19-13 令和元年10月29日 関東財務局⻑第00070号

57 ウェルスナビ株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9階 令和元年11月22日 関東財務局⻑第00071号

58 アギナルド・ジャパン株式会社 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-19 令和元年10月24日 関東財務局⻑第00069号

59 株式会社SBI証券 106-6019 東京都港区六本木1-6-1 令和元年12月2日 関東財務局⻑第00072号

60 NIUM Japan株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階 令和元年12月23日 関東財務局⻑第00073号

61 株式会社イェーヘイ・ジャパン 121-0011 東京都足立区中央本町3-5-3 TFビルB棟1階 令和2年2月7日 関東財務局⻑第00074号

62 株式会社OTEL INTERNATIONAL 111-0052 東京都台東区柳橋2-19-8 材商会館4階 令和2年2月7日 関東財務局⻑第00075号

63 株式会社エコレミットジャパン 101-0021 東京都千代田区外神田5-1-5 令和2年2月26日 関東財務局⻑第00076号

64 株式会社JPY 105-0004 東京都港区港区新橋5-12-11 令和2年2月27日 関東財務局⻑第00077号

65 Kipp Financial Technologies株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 令和2年3月5日 関東財務局⻑第00078号

66 Ｍビリング株式会社 170-0005 東京都豊島区南大塚2-37-5 令和2年3月9日 関東財務局⻑第00079号
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67 株式会社FinShot 231-0023 神奈川県横浜市中区⼭下町195 ラ・トゥール・クォー・ファン701 令和2年4月1日 関東財務局⻑第00080号

68 株式会社リクルーMUFGビジネス 104-0061 東京都中央区銀座8-4-17 令和2年8月13日 関東財務局⻑第00081号

69 株式会社Kyash 107-0062 東京都港区南⻘⼭5-2-1 令和2年8月27日 関東財務局⻑第00082号

70 株式会社スマートバンク 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-6-602 令和2年10月23日 関東財務局⻑第00084号

71 株式会社セブン・グローバルレミット 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1 令和2年12月4日 関東財務局⻑第00085号

※現在資金移動業者登録を受けている79社のうち、協会員は75社である。


