
Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

1407
株式会社東京経済ファクトリー
ＴＥＬ ０３－６３０３－７２××
ＦＡＸ ０３－６９０７－０２××

関東財務局 ＦＡＸ H31.4.5

1406
株式会社大興
ＴＥＬ　０３－６３２４－１２××
ＦＡＸ　０３－５５３９－３８××

関東財務局長（金
商）第３００号

ＦＡＸ
ホームページ

当該業者は、当局登録金融商品取引業者「NNインベストメント・パートナーズ株式会
社」(関東財務局長(金商)第３００号)の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていま
すが、同社とは無関係です。

H31.2.28

1405
株式会社アイエスアイ
ＴＥＬ ０３－６４５１－８３××

ＦＡＸ
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社アイエスアイ」（関東財務局長(７)第０１２
０７号)と類似の商号を使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。広告
等に表示されている電話番号は、同社のものではありません。

H30.11.1

1404 株式会社Ｓ.Ｒ.Ｔ
関東財務局長（１
２）００３１９号

ホームページ
当該業者は、当局登録貸金業者「芙蓉総合リース株式会社」(関東財務局長（１２）第
００３１９号）の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関係
です。

H30.5.14

1403 株式会社サンクイック
関東財務局長（２）
第００３１０号

ホームページ 第００３１０号は廃業済の貸金業者の登録番号です。 H29.11.1

1402
株式会社東横ファクトリー
ＴＥＬ　０３－４２１８－２５××
ＦＡＸ　０３－４２４３－３５××

（関東）第０２６５２
号

ＦＡＸ
ホームページ

H29.8.8

1401
株式会社城南ビジネス
ＴＥＬ ０３－４５８０－１３××
ＦＡＸ ０３－４２４３－３３××

（関東）第０２６５７
号

ＦＡＸ
ホームページ

H29.7.25

1400

株式会社エコサポート
ＴＥＬ ０３－４２１８－７１××
ＦＡＸ ０３－４２４３－２０××
ＦＡＸ ０３－４２４３－３６××

（関東）第０１８５４
号

ＦＡＸ
ホームページ

H29.7.25

1399 日光商事
ＴＥＬ　０１２０－７１９－７××

チラシ
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社日光商事」（関東財務局長(１２)第００１１
３号)と類似の商号を使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。広告等
に表示されている電話番号は、同社のものではありません。

(Ｈ30.12.17
更新)Ｈ
29.6.28

1398
株式会社事業サポート信用
ＴＥＬ 　０３－４２１８－７１××
ＦＡＸ　 ０３－４２４３－２０××

（関東）第０２８６５
号

 ＦＡＸ　ホーム
ページ

H29.6.28

1397

株式会社トップセーフティ－
株式会社トップセーフティ
ＴＥＬ０３－４３２９－２１××
ＦＡＸ０３－４２４３－２９××

（関東）第０３６８１
号

ＦＡＸ
ホームページ

H29.6.19

1396
株式会社中小企業ローンセンター
ＴＥＬ０３－６３７１－３８××
ＦＡＸ０３－６７０１－７３××

（関東）第０２５８４
号

ＦＡＸ
ホームページ

H29.6.19

1395
株式会社アドバンスマネジメント
ＴＥＬ０３－５６５６－９１××
ＦＡＸ０３－５５３９－３５××

（関東）第０３２５７
号

 ＦＡＸ
ホームページ

H29.6.6

1394
株式会社東日本総合リース
ＴＥＬ０３－６３７１－３９××
ＦＡＸ０３－６３８５－７６××

（関東）第０１５８７
号

 ＦＡＸ
ホームページ

H29.5.24

1393 株式会社東部金融コーポ
関東財務局長（２）
００１２２号

ホームページ 第００１２２号は廃業済の貸金業者の登録番号です。 H29.4.10

H29.3.27

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合がありま
す。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

1392

【関東財務局掲載分】

（株）アイリス
ＴＥＬ　０１２０－９７２－３××

関東財務局長（３）
０１５９２

ダイレクトメール

ホームページ 第００３４２号は廃業済の貸金業者の登録番号です。1391 （株）クリアランス 関東財務局長（２）
第００３４２号

H29.3.27



1386

1390

ＦＡＸ
ホームページ

第００９２６号は神奈川県知事へ登録換えをした貸金業者の登録番号です。

H29.2.1

第００７７２号は期間満了により登録を抹消した貸金業者の登録番号です。

当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社エイワ」(関東財務局長（１１）第００１５４
号）の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。広
告等に表示されている電話番号は、同社のものではありません。

株式会社ＭＤＭ
ＴＥＬ０３－６３１６－１９××
ＦＡＸ０３－４５７４－６１××

関東財務局長(2）
00211

関東財務局（3）0
※2※※号
関東財務局

第00211号は期間満了により登録を抹消した貸金業者の登録番号です H29.1.16

H29.1.16

（株）プライムキャッシュ
プライムキャッシュ

1389
株式会社双日
ＴＥＬ０３－４２１８－２６××
ＦＡＸ０３－６９１４－１２××

1387

1384

1388 アルプレイス

H28.12.9

株式会社アイカ
ＴＥＬ０３－６６７１－７５××
ＦＡＸ０３－６６３２－５７××

株式会社イーレックス
ＴＥＬ０３－６６３２－５６××
ＦＡＸ０３－６６３２－６１××

関東財務局

関東財務局

関東財務局

ＦＡＸ
ホームページ

ＦＡＸ
ホームページ

H28.10.14

株式会社ＡＢＣフィナンシャル
株式会社エービーシーフィナンシャル

関東財務局長（１）
第０１８０２号

ホームページ H28.10.14

ＦＡＸ
ホームページ

1375 株式会社山下ホールディングス
関東財務局長（２）
第００１４６号

ホームページ 第００１４６号は廃業済の貸金業者の登録番号です。

1376

1379

H28.8.10

1372
アリコライン
ＴＥＬ　０３－５９３１－４６××

関東財務局長（１
１）００１６２号

ホームページ 第００１６２号は神奈川県知事へ登録換えをした貸金業者の登録番号です。 H28.8.10

1371
株式会社日本経営ホールディングス
ＴＥＬ　０３－６６３１－１２××
ＦＡＸ　０３－６６３５－７２××

（９）第２３１５７号

ホームページ

H28.9.14

第００１５３号は東京都知事へ登録換えをした貸金業者の登録番号です。
(H29.2.1更
新)H28.9.30

ホームページ

関東財務局
ＦＡＸ

ホームページ

H29.3.27

ホームページ

H29.2.1

H29.2.1

東日本キャッシングセンター

関東財務局長（１
１）００１５４号

関東財務局長（２）
第００９２６号

東日本リテール株式会社
ＴＥＬ０３－６６３２－６９××
ＦＡＸ０３－５９３１－４６××

H28.10.31

H28.10.31

関東財務局長（３）
００７７２号

ホームページ

1373
株式会社ファーストコール
ＴＥＬ０３－４３２９－２２××

1374
アリコリース
ＴＥＬ０３－５９３１－４６××

関東財務局長（１
１）００１５３号

ホームページ

関東財務局長（３）
第０１４３５号

ホームページ 第０１４３５号は廃業済の貸金業者の登録番号です。

1383

1382

株式会社エスケイジャパン
株式会社エスケージャパン
株式会社ＳＫジャパン
ＴＥＬ０３－５９３１－４６××
ＦＡＸ０３－６６３５－２４××

ＦＡＸ
ホームページ

株式会社青山商事
ＴＥＬ０３－６８３７－８１××
ＦＡＸ０３－６６３３－８４××

関東財務局
ＦＡＸ

ホームページ
H28.10.31

第０１２４９号は大阪府知事へ登録換えをした貸金業者の登録番号です。 H28.11.11

1380
株式会社ウェルネット
ＴＥＬ０３－６３６２－６８××
ＦＡＸ０３－６６３２－５６××

関東財務局（３）０
※２※※号
関東財務局

ＦＡＸ
ホームページ

H28.11.11

1381
（株）ＹＳＰサポート
ＴＥＬ０１２０－９１５－３××

関東財務局長（２）
０１２４９号

ダイレクトメール

1385

H28.12.9

H28.12.9

1377

株式会社アイネス
株式会社Ｉｎｅｓ
ＴＥＬ０３－６６２９－４１××
ＦＡＸ０３－６６３１－０３××

関東財務局
ＦＡＸ

ホームページ

1378
株式会社日本ビジネスダイレクト
ＴＥＬ０１２０－１９０－１××
ＦＡＸ０３－６８６９－３２××

（７）１３３５８６号
ＦＡＸ

ホームページ



ホームページ

1367
京信株式会社
ＴＥＬ　０３－６７０６－０７××
ＦＡＸ　０３－６８６９－９８××

関東財務局
ＦＡＸ

ホームページ
H28.6.24

第０１４６９号は廃業済の貸金業者の登録番号です。 H28.7.19

1369
株式会社プランネル
ＴＥＬ　０３－４５７０－０４××

関東財務局長
（３）第００８１４号

1370 株式会社アイサポート
関東財務局長
（１）第０１４６９号
号

H28.6.24

1359
株式会社日立ウィズ
ＴＥＬ　０３－４５９０－７１××
ＦＡＸ　０３－６８６９－９１××

関東財務局長
第００８９８号
関東財務局長
（９）第００８９８号

ＦＡＸ
ホームページ

当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社とちぎんカード・サービス」(関東財務局
長(９)第００８９８号)の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは
無関係です。広告等に表示されている電話番号は、同社のものではありません。

H28.5.13

1365
東急ネクスト株式会社
ＴＥＬ　０３－６４７８－９４××

関東財務局長
第００８９８号

ホームページ
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社とちぎんカード・サービス」(関東財務局
長（９）第００８９８号）の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは
無関係です。広告等に表示されている電話番号は、同社のものではありません。

H28.6.7

1364 アプラスプラス
関東財務局長
（３）第００８１１号

ホームページ 第００８１１号は期間満了により登録を抹消した貸金業者の登録番号です。 H28.6.7

ホームページ 第００８１４号は廃業済の貸金業者の登録番号です。 H28.7.19

1355
システナ株式会社
ＴＥＬ　０３－６６３５－４２××
ＦＡＸ　０３－６８６９－４３××

関東財務局長
００４７８号
関東財務局長
（６）第００４７８号

ＦＡＸ
ホームページ

当該業者は、当局登録貸金業者「ちばぎんジェーシービーカード株式会社」(関東財
務局長(１１)第００４７８号)の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同
社とは無関係です。広告等に表示されている電話番号は、同社のものではありませ
ん。

H28.4.14

1356 （株）ＯＲＣサポート
関東財務局長
（２）第００１３９号

ホームページ
当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社オリエントコーポレーション」(関東財務局
長(１１)第００１３９号)の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社と
は無関係です。

H28.4.14

1366
株式会社光和インタープラン
ＴＥＬ　０１２０－８２０－９××
ＦＡＸ　０３－６６３５－８２××

（３）第２９４４７
ＦＡＸ

ホームページ

1357 （株）ケアマネジメント
関東財務局長
（２）第９９１７５号

ホームページ H28.4.14

1318 株式会社双葉プラン
関東財務局長
（３）第０１５９２号

ホームページ
(H28.6.24更
新）H27.9.14

1360
旭パートナーズ株式会社
ＴＥＬ　０３－６４７８－９４××
ＦＡＸ　０３－６８６９－９０××

関東財務局長
第００８３３号
関東財務局長
第００７４１号

ＦＡＸ
ホームページ

当該業者は、当局登録貸金業者「長野カード株式会社」(関東財務局長（９）第００８３
３号）の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。広
告等に表示されている電話番号は、同社のものではありません。また、当該業者
は、当局登録貸金業者「ちばぎんディーシーカード株式会社」(関東財務局長（１０）
第００７４１号）の登録番号も不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関
係です。広告等に表示されている電話番号は、同社のものではありません。

H28.6.7

1358
ウェーブ株式会社
ＴＥＬ　０３－６３１６－４６××
ＦＡＸ　０３－６８６９－４５××

関東財務局
ＦＡＸ

ホームページ
H28.5.13

1361
株式会社ライオンサービス
ＴＥＬ　０３－６６７１－８０××
ＦＡＸ　０３－６８６９－８０××

関東財務局長
第００４０５
関東財務局長
（７）００４０５

ＦＡＸ
ホームページ

当該業者は、当局登録貸金業者「アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・イン
コーポレイテッド」(関東財務局長（１１）第００４０５号）の登録番号を不正に使用して
勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。広告等に表示されている電話番号
は、同社のものではありません。

H28.6.7

1362
フェイス株式会社
ＴＥＬ　０３－６６７１－８０××
ＦＡＸ　０３－６８６９－８０××

H28.7.191368
株式会社ダイショー
ＴＥＬ　０３－４５５０－２４××
ＦＡＸ　０３－６８６８－５１××

関東財務局
ＦＡＸ

ホームページ

関東財務局長
第００４０５
関東財務局長
００４０５

ＦＡＸ
ホームページ

当該業者は、当局登録貸金業者「アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・イン
コーポレイテッド」(関東財務局長（１１）第００４０５号）の登録番号を不正に使用して
勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。広告等に表示されている電話番号
は、同社のものではありません。

H28.6.7

1363 エスアイクレジット （１）３１５５９ ホームページ H28.6.7



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

ネットジャパンクレジット

福岡県嘉麻市鴨生×××-×

TEL　0120-811-3××

（株）リンクトータル

 大阪府大阪市中央区道修町3丁目×-×

TEL　06-7878-81××

アプラス

東京都千代田区外神田3-×-×

TEL　03-5931-43××

永和信金

所在地不明

TEL　06-6932-93××

ビアイジ（株）

東京都渋谷区恵比寿×××-×

TEL　03-6837-81××

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

所在地に係る確認はできておりません。

【近畿財務局掲載分】

近畿財務省
2(4)930042857

ダイレクトメール H28.1.251

H28.11.8

H28.6.29

2

近畿財務局
 （11）
 第00546号

HP
電話

H28.3.17

4
当該業者は永和信用金庫（法人番号4120005002323）と類似の商号を使用していま
すが、同社とは無関係です。
また、現在、近畿財務局長第00721号の登録貸金業者は存在しません。

H28.3.7

3

所在地に係る確認はできておりません。

5

HP

当該業者は当局登録貸金業者「（株）アプラス」（近畿財務局長（3）第00810号）と類
似の商号を使用しているほか、同社の所在地を不正にホームページに掲載して勧
誘を行っておりますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同
社のものではありません。

当該業者は京都府に本店を有する当局の登録業者であるビアイジ（株）（近畿財務
局長(11)第00546号）と類似の登録番号を使用しています(「長」が抜けています。）
が、同社とは無関係です。
 広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。

近畿財務局
 (6)第03329号

FAX
 HP

近畿財務局長
 （1）
 第00721号

チラシ



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

1 株式会社リバース
電話番号０１２０-９８０-３××

北海道財務局（３）
０２８４４

ダイレクトメール 架空の登録番号を詐称しているもの H30.3.15

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

【北海道財務局掲載分】



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

　現在、東北財務局管内における違法な貸金業者の情報はありません。

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

【東北財務局掲載分】



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

H28.12.9

当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社愛銀ディーシーカード」（東海財務局長
（１１）第０００３８号）の登録番号を不正に使用して勧誘を行っていますが、同社とは
無関係です。広告等に表示されている住所、電話番号は、同社のものではありませ
ん。

H28.9.9

1 FAX
当該業者は、当局登録貸金業者「共立クレジット株式会社」（東海財務局長（１１）第
０００４７号）と類似の商号を使用して勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。
広告等に表示されている電話番号は同社のものではありません。

3 株式会社ユニーファイナンス 東京都知事（11）
第000865

ホームページ 当該業者は、当局登録貸金業者「株式会社ユニーファイナンス」（東海財務局長（１
１）第０００８６号）の商号を詐称して勧誘を行っていますが、同社とは無関係です。

H28.7.15
共立クレジット
TEL　０６-７８７８-８×××

株式会社グッドプランニング
愛知県名古屋市中村区名駅４丁目1001番地
シンフォニー豊田ビル
TEL　０５２-３８５-５×××

【東海財務局掲載分】

2
東海財務局長（６）
第０００３８号

ダイレクトメール

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

　現在、北陸財務局管内における違法な貸金業者の情報はありません。

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

【北陸財務局掲載分】

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

　現在、中国財務局管内における違法な貸金業者の情報はありません。

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

【中国財務局掲載分】



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

　現在、四国財務局管内における違法な貸金業者の情報はありません。

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

【四国財務局掲載分】



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

【福岡財務支局掲載分】

　現在、福岡財務支局管内における違法な貸金業者の情報はありません。

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

オレンジライフ株式会社

熊本県熊本市新町１丁目３-６フタバビル３Ｆ

０１２０-２６２-８××

【九州財務局掲載分】

3
九州財務局
（７）第０００５０号

ダイレクトメール 第00050号は法人合併により登録を抹消した貸金業者の登録番号です。 H27.12.1

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。



Ｎｏ 業　　者　　名 詐称している登録番号 勧誘等手段 備　　　　　　　　　　考 掲載年月日

　現在、沖縄総合事務局管内における違法な貸金業者の情報はありません。

違法な金融業者に関する情報について
[平成31年4月8日更新]

・次の業者は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する会社名や類似の会社名を使用して、貸付けや債権回収に関す
る勧誘広告等を行っていると判明したものです。くれぐれもご注意ください。
・掲載されている業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
・掲載されていない業者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意下さい。

【沖縄総合事務局掲載分】


