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1 野村證券株式会社 103-8011 中央区日本橋１－１３－１ ０３－３２１１－１８１１ 本店 代表取締役副社長 新井 聡

2 SMBC日興証券株式会社 103-8325 千代田区丸の内３－３－１ ０３－５６４４－３１１１ 本店 専務執行役員 坂本 昌史

3 大和証券株式会社 100-6752 千代田区丸の内１－９－１ ０３－５５５５－２１１１ 本店 専務取締役 下村 直人

4 みずほ証券株式会社 100-0004 千代田区大手町１－５－１ ０３－５２０８－３２１０ 本店 取締役社長 浜本 吉郎

5 岩井コスモ証券株式会社 541-8521 大阪市中央区今橋１－８－１２ ０６－６２０３－２３３１ 本店 代表取締役会長CEO 沖津 嘉昭

6 岡三証券株式会社 103-8278 中央区日本橋１－１７－６ ０３－３２７２－２２１１ 本店 代表取締役 新芝 宏之

7 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 100-8127 千代田区大手町１－９－２ ０３－６２１３－８５００ 本店
取締役社長 兼 最高経営責任者

荒木 三郎

8 東海東京証券株式会社 450-6212 名古屋市中村区名駅４－７－１ ミッドランドスクエア ０５２－５２７－１１１１ 取締役会長 石田 建昭

9 東洋証券株式会社 104-8678 中央区八丁堀４－７－１ 第三桜橋ビル ０３－５１１７－１０４０ 本店 取締役社長 桑原 理哲

10 三井住友信託銀行株式会社 100-8233 千代田区丸の内１－４－１ ０３－３２８６－１１１１ 取締役副社長 野口 謙吾

11 いちよし証券株式会社 103-0025 中央区日本橋茅場町１－５－８ ０３－４３４６－４５００
取締役兼代表執行役社長

玉田 弘文

12 岡地証券株式会社 460-0008 名古屋市中区栄３－７－２６ ０５２－２６１－１１１１ 取締役社長 岡地 泰彦

13 丸三証券株式会社 102‐8030 千代田区麹町３－３－６ 麹町フロントビル ０３－３２３８－２２０２ 代表取締役社長 菊地 稔

14 水戸証券株式会社 103-0027 中央区日本橋２－３－１０ ０３－６７３９－０３１０ 代表取締役社長 小林 克徳

15 ステート・ストリート信託銀行株式会社 105-6325 港区虎ノ門１－２３－１ 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 ０３－４５３０－７２００ 代表取締役社長 マーク・ステファン・ロス・ハミルトン

16 楽天証券株式会社 107-0062 港区南青山２－６－２１ ０３－６７３９－１７００ 代表取締役社長 楠 雄治

17 株式会社日本カストディ銀行 104-6228 中央区晴海１－８－１２ ０３－６２２０－４０００ 代表取締役社長 田中 嘉一

18 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社 105-0001 港区虎ノ門１－２－８ ０３－６３６１－６３００ 代表取締役 永久 幸範

19 日本証券業協会 103-0027 中央区日本橋２－１１－２ ０３－６６６５－６８００ 会長 鈴木 茂晴
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20 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 103-0027 中央区日本橋２－１１－２ ０３－６９１０－３９８０ 会長 鈴木 茂晴

21 一般社団法人 不動産証券化協会 105-0003 港区西新橋１－８－１ REVZO虎ノ門2階 ０３－３５００－５６０１ 会長 杉山 博孝

22 株式会社 証券保管振替機構 103-0025 中央区日本橋茅場町２－１－１ ０３－３６６１－０１６１ 代表執行役社長 中村 明雄

23 株式会社 東京証券取引所 103-8220 中央区日本橋兜町２－１ ０３－３６６６－０１４１ 代表取締役社長 宮原 幸一郎

24 野村信託銀行株式会社 100-0004 千代田区大手町２－２－２ ０３－５２０２－１６００ 代表取締役 木村 賢治

25 ロボット投信株式会社 102-0073 千代田区九段北１－８－１０ ０５０－３１８８－１１６０ 代表取締役社長 野口 哲

26 NRIプロセスイノベーション株式会社 141-0001 品川区北品川５－５－１５ ０３－５７８９－８５００ 代表取締役社長 横島 豊

27 株式会社大和総研 135-8460 江東区永代１－１４－５ ０３－５９３１－８６００ 代表取締役社長 草木 頼幸

28 株式会社野村総合研究所 100-0004 江東区冬木１５－６ ０３－５６２０－５１００
執行役員
資産運用ソリューション事業本部長

横手 実

29 株式会社エックスネット 160-0007 新宿区荒木町１３－４ ０３－５３６７－２２０１ 代表取締役社長 茂谷 武彦

30 NRIフィナンシャル・グラフィックス株式会社 141-0032 品川区大崎１－２－２ アートヴィレッジ大崎セントラルタワー ０３－５７８９－８２５０ 取締役社長 久木 善雅

31 PwCあらた有限責任監査法人 100-0004 千代田区大手町１－１－１ 大手町パークビルディング ０３－６２１２－６８００ 代表執行役 井野 貴章

32 株式会社プロネクサス 105-0022 港区海岸１－２－２０ 汐留ビルディング5階 ０３－５７７７－３１００ 代表取締役社長 上野 剛史

33 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 105-8579 港区浜松町２－１１－３ ０３－５４０３－５１００ 代表取締役社長 向原 敏和

34 株式会社みずほ銀行 100-8176 千代田区大手町１－５－５ ０３－３２１４－１１１１ 取締役頭取 藤原 弘治

35 株式会社SBI証券 106-6019 港区六本木１－６－１ ０３－５５６２－７２１０ 代表取締役社長 髙村 正人

36 株式会社ジェイ・トラスト 102-0072 千代田区飯田橋１－４－８ アイルズ－BMビル7階 ０３－３２８８－１３７１ 代表取締役 小林 加槻英

37 有限責任監査法人トーマツ 100-8360 千代田区丸の内３－２－３ 丸の内二重橋ビルディング ０３－６２１３－１０００
パートナー、リスクアドバイザリー事業本部
FSIユニット長 神谷 精志

38 EY新日本有限責任監査法人 100-0006 千代田区有楽町１－１－２ 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー ０３－３５０３－１１００ 金融事業部長 シニアパートナー 松村 洋季

39 有限責任 あずさ監査法人 162-0821 新宿区津久戸町１－２ あずさセンタービル ０３－３２６６－７５００ 金融事業部長 寺澤 豊


