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1 野村アセットマネジメント株式会社 135-0061 江東区豊洲２－２－１ ０３－６３８７－５０００ CEO兼代表取締役社長 小池 広靖

2 日興アセットマネジメント株式会社 107-6242 港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー ０３－６４４７－６０００ 代表取締役会長 西田 豊

3 大和アセットマネジメント株式会社 100-6753 千代田区丸の内１－９－１ ０３－５５５５－３１１１ 代表取締役社長 小松 幹太

4 岡三アセットマネジメント株式会社 104-0031 中央区京橋２－２－１ ０３－３５１６－１１８８ 代表取締役社長 塩川 克史

5 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 108-0014 港区芝５－３６－７ 三田ベルジュビル ０３－６７２２－４８０１ 代表取締役社長 田中 義久

6 明治安田アセットマネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町２－３－２ 大手町プレイスイーストタワー9階 ０３－６７００－４０５８ 代表取締役会長 山下 敏彦

7 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 100-6432 千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング ０３－６７３６－２０００ 代表取締役社長 大越 昇一

8 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 106-6114 港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー 14階 ０３－６４４７－３０００ 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹

9 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－３ ０３－５２９３－１５００ 代表取締役社長 黒瀬 憲昭

10 アバディーン・ジャパン株式会社 100-0004 千代田区大手町１－９－２ 大手町フィナンシャルシティグランキューブ ０３－４５７８－２２１１ 代表取締役社長 矢島 健

11 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 102-0093 千代田区平河町２－７－９ JA共済ビル 12階 ０３－５２１０－８５００ 代表取締役社長 牛窪 克彦

12 ニッセイアセットマネジメント株式会社 100-8219 千代田区丸の内１－６－６ 日本生命丸の内ビル ０３－５５３３－４０００ 代表取締役社長 大関 洋

13 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 100-8109 千代田区大手町１－９－７ 大手町フィナンシャルシティサウスタワー ０３－６８３６－５１００ 代表取締役社長 首藤 正浩

14 フィデリティ投信株式会社 106-0032 港区六本木７－７－７ TRI-SEVEN ROPPONGI ０３－４５６０－６０００ 代表取締役社長 デレック・ヤング

15 ベアリングス・ジャパン株式会社 104-0031 中央区京橋２－２－１ 京橋エドグラン ０３－４５６５－１０００ 代表取締役社長 華 文傑

16 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 100-6173 千代田区永田町２－１１－１ 山王パークタワー ０３－５１５６－５０００ 代表取締役社長 石谷 洋章

17 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 106-6147 港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー ０３－６４３７－６０００ 代表取締役社長 小林 悦子

18 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビル27階 ０３－５２１９－８０００ 代表取締役会長兼社長 相澤 伸一

19 アライアンス･バーンスタイン株式会社 100-0011 千代田区内幸町２－１－６ 日比谷パークフロント14階 ０３－５９６２－９０００ 代表取締役社長 阪口 和子

20 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 100-6813 千代田区大手町１－３－１ JAビル ０３－５２０８－５８００ 代表取締役社長 兼 CEO 白勢 菊夫

21 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 100-0006 千代田区有楽町１－１２－１ ０３－５２２１－６２００ 代表取締役社長 横川 直

22 ピクテ・ジャパン株式会社 100-6921 千代田区丸の内２－６－１ 丸の内パークビルディング 21階 ０３－３２１２－３０６１ 代表取締役社長 萩野 琢英

23 SOMPOアセットマネジメント株式会社 103-0027 中央区日本橋２－２－１６ 共立日本橋ビル ０３－５２９０－３４００ 代表取締役社長 小嶋 信弘

24 アセットマネジメントOne株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－２ 鉄鋼ビルディング14階 ０３－６７７４－５０００ 代表取締役社長 菅野 暁

25 ブラックロック・ジャパン株式会社 100-8217 千代田区丸の内１－８－３ ０３－６７０３－４１００ 代表取締役社長 有田 浩之

26 東京海上アセットマネジメント株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－２ ０３－３２１２－８４２１ 代表取締役社長 後藤 俊夫

27 UBSアセット・マネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町１－２－１ ０３－５２９３－３７００ 代表取締役社長 三木 桂一

28 HSBCアセットマネジメント株式会社 103-0027 中央区日本橋３－１１－１ HSBCビルディング ０３－３５４８－５６９０ 代表取締役 金子 正幸

29 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 100-6536 千代田丸の内１－５－１ ０３－５２１９－５７００ 代表取締役社長 桑畑 卓

30 PGIMジャパン株式会社 100-0014 千代田区永田町２－１３－１０ プルデンシャルタワー ０３－６８３２－７０００ 代表取締役社長 國澤 太作

31 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 105-6325 港区虎ノ門１－２３－１ ０３－４５３０－７３８０ 代表取締役社長 髙村 孝

32 アムンディ・ジャパン株式会社 105-0021 港区東新橋１－９－２ 汐留住友ビル14階 ０５０－４５６１－２４００ 代表取締役社長 ローラン・ベルティオ

33 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 104-0031 中央区京橋３－８－１ ０３－５５２４－８１６１ 代表取締役社長 花岡 隆司

34 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 100-6742 千代田区丸の内１－９－１ グラントウキョウ ノースタワー ０３－６３７７－２８００ 代表取締役社長 土岐 大介
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35 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 105-0011 港区芝公園１－１－１ 住友不動産御成門タワー ０３－６４５３－３５００ 代表取締役社長 菱田 賀夫

36 ラッセル･インベストメント株式会社 105-0001 港区虎ノ門１－３－１ ０３－６２０３－０２００
代表取締役社長兼CEO

ジョン・アール・ムーア

37 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 168-0063 杉並区和泉１－２２－１９ ０３－３３２３－６２０１ 代表取締役社長 山口 道男

38 さわかみ投信株式会社 102-0082 千代田区一番町２９－２ ０３－５２２６－７７９１ 代表取締役社長 澤上 龍

39 NNインベストメント・パートナーズ株式会社 150-6144 渋谷区渋谷２－２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア ０３－４５６７－０６００ 代表取締役 南原 啓太

40 MFSインベストメント・マネジメント株式会社 100-0013 千代田区霞が関１－４－２ 大同生命霞が関ビル 16階 ０３－５５１０－８５５０ 代表取締役社長 平松 和久

41 日立投資顧問株式会社 110-0015 台東区東上野２－１６－１ ０３－６２８４－３６１０ 取締役社長 柿沼 敬二

42 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 105-6426 港区虎ノ門１－１７－１ 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階 ０３－６２０５－０２００ 代表取締役社長兼CEO 猿田 隆

43 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 108-0075 港区港南１－２－７０ 品川シーズンテラス6階 ０３－６７００－９２００ 代表取締役副社長 深見 正敏

44 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 100-6905 千代田区丸の内２－６－１ 丸の内パークビルディング ０３－５２２４－３４００ 代表取締役 新田 恭久

45 ピムコ ジャパン リミテッド 105-0001 港区虎ノ門４－１－２８ 虎ノ門タワーズオフィス ０３－５７７７－８１５０ 日本における代表者 正直 知哉

46 ＢＮＹメロン・インベストメント･マネジメント・ジャパン株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－３ 丸の内トラストタワー本館 ０３－６７５６－４６００ 代表取締役社長 遠藤 勝利

47 アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 108-0072 港区白金１－１７－３ ＮＢＦプラチナタワー 14階 ０３－５４４７－３１００ 代表取締役社長 ローラン・ジャックマン

48 MU投資顧問株式会社 101-0062 千代田区神田駿河台２－３－１１ ０３－５２５９－５３５１ 取締役社長 鈴木 晃

49 SBIアセットマネジメント株式会社 106-6015 港区六本木１－６－１ 泉ガーデンタワー15階 ０３－６２２９－０１７０ 代表取締役 梅本 賢一

50 日本ビルファンドマネジメント株式会社 103-0022 中央区日本橋室町２－３－１ 室町古川三井ビルディング16階 ０３－３５１６－２６０１ 代表取締役社長 小野沢 英一郎

51 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町１－１－１ 大手町パークビルディング ０３－３２１１－７９２１ 代表取締役社長 小島 正二郎

52 株式会社KJRマネジメント 100-6420 千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング ０３－５２９３－７０００ 代表取締役社長 鈴木 直樹

53 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 100-6527 千代田区丸の内１－５－１ 新丸の内ビルディング 27階 ０３－５２０８－５２１１ 代表取締役社長 水嶋 浩雅

54 オリックス・アセットマネジメント株式会社 105-0013 港区浜松町２－３－１ 日本生命浜松町クレアタワー ０３－５７７６－３３２０ 代表取締役社長 亀本 由高

55 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント 103-0028 中央区八重洲１－４－１６ ０３－３５１６－１５９１ 代表取締役社長 城﨑 好浩

56 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 105-6034 港区虎ノ門４－３－１ ０３－６４３５－７０１１ 代表取締役社長 山本 道男

57 平和不動産アセットマネジメント株式会社 103-0026 中央区日本橋兜町５－１ ０３－３６６９－８７７１ 代表取締役社長 平野 正則

58 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 102-0082 千代田区一番町２９－1 番町ハウス ０３－５２１０－３３４１ 代表取締役社長 兼 CEO 八木 健

59 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 102-0083 千代田区麹町４－１ 麹町ダイヤモンドビル 7階 ０３－３２６２－１４７１ 代表取締役 山内 和紀

60 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 105-6018 港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー 18階 ０３－５４０２－３１８９ 代表取締役社長 臥雲 敬昌

61 新生インベストメント・マネジメント株式会社 103-0022 中央区日本橋室町２－４－３ ０３－６８８０－６４００ 代表取締役社長 平井 治子

62 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 150-0043 渋谷区道玄坂１－１２－１ 渋谷マークシティ ウェスト 11階 ０３－５４２８－５７９０ 代表取締役執行役員社長 柏﨑 和義

63 野村不動産投資顧問株式会社 160-0023 新宿区西新宿８－５－１ ０３－３３６５－８６６６ 代表取締役社長 三浦 公輝

64 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 104-0061 中央区銀座６－８－７ 交詢ビルディング6階 ０３－３２８９－０４４０ 代表取締役社長 小野 伸太郎

65 株式会社福岡リアルティ 812-0018 福岡市博多区住吉１－２－２５ キャナルシティ・ビジネスセンタービル ０９２－２７２－３９００ 代表取締役社長 古池 善司

66 ありがとう投信株式会社 101-0047 千代田区内神田２－１５－９ The Kanda 282 3F ０３－５２９５－８０３０ 代表取締役 長谷 俊介

67 阪急阪神リート投信株式会社 530-0013 大阪市北区茶屋町１９－１９ アプローズタワー 19階 ０６－６３７６－６８２１ 代表取締役社長 白木 義章

68 スターツアセットマネジメント株式会社 103-0027 中央区日本橋３－１－８ スターツ日本橋ビル6階 ０３－６２０２－０８５６ 代表取締役社長 平出 和也

69 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 101-0065 千代田区西神田３－２－１ 千代田ファーストビル南館13階 ０３－３２３８－７１７１ 代表取締役社長 亀岡 直弘

70 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 100-0014 千代田区永田町２－４－８ ニッセイ永田町ビル 7階 ０３－３５９５－１１５１ 代表取締役社長 土田 耕一

71 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 104-0061 中央区銀座６－２－１ Daiwa銀座ビル 5階 ０３－６２１５－９５００ 代表取締役社長 西垣 佳機
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72 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 101-0051 千代田区神田神保町１－１０５ 神保町三井ビルディング17階 ０３－３５１８－０４８０ 代表取締役社長 東海林 淳 一

73 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 106-6141 港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー ０３－５４１１－２７３１ 代表取締役社長 福田 直樹

74 いちご投資顧問株式会社 100-0011 千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー ０３－３５０２－４８８６ 代表執行役社長 岩井 裕志

75 ジャパン・ホテル・リート･アドバイザーズ株式会社 150-0013 渋谷区恵比寿４－１－１８ 恵比寿ネオナート ０３－６４２２－０５３０ 代表取締役社長 古川 尚志

76 TORANOTEC投信投資顧問株式会社 105-6036 港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタワー 36階 ０３－６４３２－０７８０ 代表取締役社長 バロック・ステファン・ジャスティン

77 みずほリートマネジメント株式会社 100-8176 千代田区大手町１－５－５ 大手町タワー16階 ０３－５２２０－３８０３ 代表取締役 鍋山 洋章

78 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 103-0027 中央区日本橋１－４－１ 日本橋一丁目三井ビルディング ０３－３２４６－３６７７ 代表取締役社長 小島 浩史

79 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 107-6011 港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル ０３－６２３４－３２００ 代表取締役社長 礒部 英之

80 キャピタル・インターナショナル株式会社 100-0005 千代田区丸の内２－１－１ 明治安田生命ビル ０３－６３６６－１０００ 代表取締役社長 小泉 徹也

81 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 107-0062 港区南青山１－１５－９ 第45興和ビル 3階 ０３－５４１２－７９１１ 代表取締役社長 香山 秀一郎

82 セゾン投信株式会社 170-6048 豊島区東池袋３－１－１ サンシャイン60 48F ０３－３９８８－８６６９ 代表取締役会長CEO 中野 晴啓

83 PayPayアセットマネジメント株式会社 101-0054 千代田区神田錦町１－１ ０３－６２７５－０９２１ 代表取締役 明丸 大悟

84 キャピタル アセットマネジメント株式会社 101-0047 千代田区内神田１－１３－７ 四国ビルディング9階 ０３－５２５９－５４０１ 代表取締役社長 山崎 年喜

85 ハドソン･ジャパン株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビルディング12階 ０３－６２６９－２１００ 代表取締役社長 鏑木 政俊

86 ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社 100-8206 千代田区丸の内１－１－１ パレスビル ０３－６７７７－６９００ 代表取締役社長 ロジャー・ステファン・サージ・クラウド

87 双日リートアドバイザーズ株式会社 105-0004 港区新橋１－１８－１ 航空会館3階 ０３－５５０１－００８０ 代表取締役社長 杉田 俊夫

88 レオス・キャピタルワークス株式会社 100-6227 千代田区丸の内１－１１－１ ０３－６２６６－０１２４ 代表取締役会長 兼 社長 藤野 英人

89 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－２ ０３－４５８８－３６４０ 代表取締役 山本 和史

90 クローバー･アセットマネジメント株式会社 104-0031 中央区京橋３－３－４ 京橋日英ビル 3階 ０３－６２６２－３９２１ 代表取締役社長 多根 幹雄

91 楽天投信投資顧問株式会社 107-0062 港区南青山２－６－２１ 楽天クリムゾンハウス青山 ０３－６４３２－７７２０ 代表取締役社長 東 眞之

92 バークレイズ投信投資顧問株式会社 106-6131 港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー 31階 ０３－４５３０－２４００ 代表取締役社長 小林 啓

93 ユニオン投信株式会社 390-0815 長野県松本市深志１－１－２１ ０２６３－３８－０７２５ 代表取締役社長 久保田 徹郎

94 コモンズ投信株式会社 102-0093 千代田区平河町２－４－５ 平河町Ｋビル 5階 ０３－３２２１－９２３０ 代表取締役社長 伊井 哲朗

95
ウエリントン・マネージメント・ジャパン
・ピーティーイー・リミテッド

100-0005 千代田区丸の内１－１－１ パレスビル 7階 ０３－５５３３－００１１ 日本における代表者 久宗 利規

96 鎌倉投信株式会社 248-0005 鎌倉市雪ノ下４－５－９ ０５０－３５３６－３３００ 代表取締役社長 鎌田 恭幸

97 三菱地所投資顧問株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－６－５ ０３－３２１８－００３１ 社長執行役員 増田 哲弥

98 東急不動産リート・マネジメント株式会社 150-0043 渋谷区道玄坂１－２１－１ ０３－６４５５－３４４２ 代表取締役 兼松 将興

99 ノーザン･トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社 106-0032 港区六本木１－９－１０ アークヒルズ仙石山森タワー ０３－５５７５－５７８０ 代表取締役社長 山本 圭志

100 ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 100-6536 千代田区丸の内１－５－１ 新丸の内ビルディング 36階 ０３－４５２０－４３００ 代表取締役 折目 尚也

101 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 105-7134 港区東新橋１－５－２ 汐留シティセンター34階 ０３－３２８９－９６３０ 代表取締役社長 三浦 嘉之

102 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 100-0011 千代田区内幸町２－１－６ 日比谷パークフロント6階 ０３－５１５７－６３００ 代表取締役社長 田島 正彦

103 三井不動産投資顧問株式会社 103-0027 中央区日本橋１－４－１ 日本橋一丁目三井ビルディング 7階 ０３－３２４６－３９２０ 代表取締役社長 冨川 秀二

104 中銀アセットマネジメント株式会社 700-0904 岡山市北区柳町２－１１－２３ ０８６－２２４－１５１２ 代表取締役 中西 啓介

105 カレラアセットマネジメント株式会社 107-6012 港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル12階 ０３－６６９１－２０１７ 代表取締役社長 廣川 雅一

106 ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 102‐0093 千代田区平河町２－１６－１ 平河町森タワー ０３－５２１２－４８１１ 代表取締役社長 竹内 竜太

107 イオン・リートマネジメント株式会社 101-0054 千代田区神田錦町１－２－１ NEWNO神田錦町3階 ０３－５２８３－６３６０ 代表取締役社長 関 延明

108 プロロジス・リート・マネジメント株式会社 100-6421 千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング ０３－６８６７－８５７０ 代表取締役社長 山口 哲



会 社 名 郵便番号 住 所 電話番号 代 表 者

109 株式会社ポートフォリア 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷１－８－１４ ホアリーナビル 1階 ０３－５４１４－５１６１ 代表取締役社長 立田 博司

110 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 104-0031 中央区京橋３－６－１８ 東京建物京橋ビル7階 ０３－５１５９－６３３８ 代表取締役社長 秋本 憲二

111 ファイブスター投信投資顧問株式会社 104-0042 中央区入船１－２－９ 八丁堀MFビル 8階 ０３－３５２３－９５５６ 代表取締役社長 篠原 直人

112 ヒューリックリートマネジメント株式会社 104-0032 中央区八丁堀２－２６－９ ０３－６２２２－７２５０ 代表取締役社長 一寸木 和朗

113 株式会社GCIアセット・マネジメント 100-0004 千代田区大手町２－６－４ ０３－６６６５－６９５０ 代表取締役社長 末永 孝彦

114 いちよしアセットマネジメント株式会社 104-0032 中央区八丁堀２－２３－１ エンパイヤビル4階 ０３－６６７０－６７１１ 代表取締役社長 添田 智則

115 インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク 106‐6114 港区六本木６－１０－１ ０３－６４４７－３３００ 日本における代表者 辻 泰幸

116 あおぞら投信株式会社 102-0083 千代田区麹町６－１－１ ０３－６７５２－１０５０ 代表取締役社長 野村 孝禎

117 SGアセットマックス株式会社 136-0075 江東区新砂１－８－１０ ０３－５６３３－７６６１ 代表取締役社長 福本 雅信

118 ニューバーガー・バーマン株式会社 100‐6512 千代田区丸の内１－５－１ 新丸の内ビルディング12階 ０３－５２１８－１９３０ 代表取締役社長 大平 亮

119 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 108-0023 港区芝浦４－５－４ ０３－５４３９－８７１１ 代表取締役社長 若林 要

120 丸紅アセットマネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町１－６－１ 大手町ビル5階 ０３－６２５６－０２００ 代表取締役 藏本 清登

121 住商リアルティ・マネジメント株式会社 104-0031 中央区京橋１－１７－１０ 住友商事京橋ビル9階 ０３－４３４６－０５７１ 代表取締役 兼 コーポレート本部長 矢野 秀樹

122 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 107-0052 港区元赤坂４－１５－１ 赤坂ガーデンシティ2階 ０３－６４４７－４８７０ 代表取締役社長 阿部 亨

123 中央日土地アセットマネジメント株式会社 100-0013 千代田区霞が関１－４－１ ０３－３５０１－６６５５ 代表取締役 柴田 利喜

124 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 106-0032 港区六本木１－４－５ アークヒルズ サウスタワー8階 ０３－６６３５－４０２０ 代表取締役 井上 真司

125 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 101-0052 千代田区神田小川町３－３ HF神田小川町ビルディング7階 ０３－５２８２－２９２２ 代表取締役 吉岡 靖二

126 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 130-0022 墨田区江東橋２－１３－７ ０３－５６３８－１４５０ 代表取締役社長 石井 義和

127 サムティアセットマネジメント株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－３ 丸の内トラストタワー本館20階 ０３－５２２０－３８４１ 代表取締役社長 髙橋 雅史

128 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 220-8611 横浜市西区みなとみらい３－１－１ ０４５－２２５－２０８０ 代表取締役社長 田坂 勇介

129 東京建物不動産投資顧問株式会社 103-0027 中央区日本橋１－２－１９ ０３－３５４８－３３５１ 代表取締役社長 杉瀬 一樹

130 センコー・アセットマネジメント株式会社 531-6114 大阪市北区大淀中１－１－３０ ０６－６４４０－５１６０ 代表取締役社長 山本 宏

131 タカラアセットマネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町２－１－１ 大手町野村ビル16階 ０３－６２６２－６４０２ 代表取締役社長 髙橋 衛

132 大和ハウス不動産投資顧問株式会社 102-0072 千代田区飯田橋３－２－２ ０３－３２３９－５９６０ 代表取締役社長 荻野 彰久

133 りそなアセットマネジメント株式会社 135-0042 江東区木場１－５－６５ 深川ギャザリアW2棟 ０３－６７０４－３８２１ 代表取締役社長 西岡 明彦

134 ラサールREITアドバイザーズ株式会社 100-6214 千代田区丸の内１－１１－１ ０３－６３６７－５６００ 代表取締役社長 藤原 寿光

135 NTT都市開発投資顧問株式会社 100-0004 千代田区大手町１－５－１ 大手町ファーストスクエアイーストタワー9階 ０３－６２６２－９４００ 代表取締役社長 鳥越 穣

136 スターアジア投資顧問株式会社 105-6218 港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー 18階 ０３－５４２５－１３４０ 代表取締役社長 加藤 篤志

137 三井物産・イデラパートナーズ株式会社 101-0065 千代田区西神田３－２－１ ０３－６６３２－５９５０ 代表取締役社長CEO 菅沼 通夫

138 ＪＰ投信株式会社 103-0023 中央区日本橋本町１－５－１１ ０３－６２６２－５７４５ 代表取締役社長 荒巻 裕大

139 京阪アセットマネジメント株式会社 540-0008 大阪市中央区大手前１－７－３１ OMMビル15階 ０６－６９４６－５１８８ 代表取締役社長 福嶋 誠宣

140 マネックス・アセットマネジメント株式会社 107-6026 港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル26階 ０３－６４４１－３３８５ 代表取締役社長 萬代 克樹

141 マリモ・アセットマネジメント株式会社 105-0001 港区虎ノ門１－１－２１ 新虎ノ門実業会館5階 ０３－６２０５－４７５５ 代表取締役社長 北方 隆士

142 大江戸温泉アセットマネジメント株式会社 103-0023 中央区日本橋本町３－３－４ ０３－６２６２－５２００ 代表取締役社長 今西 文則

143 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 103-0027 中央区日本橋３－２－５ 毎日日本橋ビル2階 ０３－６２６２－５２８０ 代表取締役社長 永野 竜樹

144 ニッセイリアルティマネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町２－１－１ ０３－６２７１－８７４０ 代表取締役社長 髙山 裕二

145 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 104-0061 中央区銀座６－８－７ ０３－６３２７－５１６０ 代表取締役社長 吉田 幸男
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146 ワイエムアセットマネジメント株式会社 750-8603 下関市竹崎町４－２－３６ ０８３－２２３－５１１４ 代表取締役社長 小河 秀樹

147 CREリートアドバイザーズ株式会社 105-0001 港区虎ノ門２－１０－１ 虎の門ツインビルディング東棟14階 ０３－５５７５－３６００ 代表取締役社長 伊藤 毅

148 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 100-0005 千代田区丸の内１－８－１ 丸の内トラストタワー N館 15階 ０３－６２６７－１９５５ 代表取締役 山本 真一

149 アールジェイ・インベストメント株式会社 105-0001 港区虎ノ門１－２－８ 虎ノ門琴平タワー ０３－５５１０－８８８６ 代表取締役社長 藤原 勝

150 DBJアセットマネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町１－９－２
大手町フィナンシャルシティ
グランキューブ14階

０３－３２４１－５３００ 代表取締役社長 草薙 健

151 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 105-6239 港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー39階 ０３－６４５２－８８４０ 代表取締役会長 篠田 丈

152 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社 106-0032 港区六本木１－４－５ アークヒルズサウスタワー19階 ０３－６２２９－０２００ 代表取締役 小� 慶和

153 地主アセットマネジメント株式会社 100-6513 千代田区丸の内１－５－１ ０３－６８９５－７７３０ 代表取締役社長 　　　�林 幸次

154 株式会社エスコンアセットマネジメント 105-0001 港区虎ノ門２－１０－４ オークラプレステージタワー20階 ０３－６２３０－９３３８ 代表取締役社長 鍵山 武治

155 株式会社お金のデザイン 102-0094 千代田区紀尾井町１－３ 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階 ０３－６２５６－９１８５ 代表取締役社長 山辺 僚一

156 スーパーファンド・ジャパン株式会社 100-0011 千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー12階 ０３－３５０８－６７００ 代表取締役社長 芦澤 荘司

157 プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社 100-0011 千代田区内幸町１－１－１ 帝国ホテルタワー11階 ０３－３５１９－７８８０ 代表取締役社長 板垣 均

158 ブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド 105-6329 港区虎ノ門１－２３－１ 虎ノ門ヒルズ森タワー29階 ０３－６５５０－９３２０ 日本における代表者 北 信也

159 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 163-0450 新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビル50階 ０３－６２７９－０３１１ 代表取締役社長 柳澤 宏

160 東京インフラアセットマネジメント株式会社 102-0083 千代田区麹町２－３ 麴町プレイス8階 ０３－６５５１－２８３１ 代表取締役 永森 利彦

161 ESRリートマネジメント株式会社 105-0001 港区虎ノ門４－１－１７ 神谷町プライムプレイスビル3階 ０３－４５７８－６８８０ 代表取締役社長 渡邉 和彦

162 エネクス・アセットマネジメント株式会社 100-6029 千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング29階 ０３－４２３３－８３３１ 代表取締役 松塚 啓一

163 ビーロット・アセットマネジメント株式会社 105-0004 港区新橋２－１９－１０ 新橋マリンビル8階 ０３－６８９１－２５２６ 代表取締役社長 外川 太郎

164 ヒューリックプライベートリートマネジメント株式会社 104-0061 中央区銀座６－１３－１６ ０３－３５４７－８３０１ 代表取締役社長 天野 雅美

165 タカラPAG不動産投資顧問株式会社 107-0052 港区赤坂１－１４－１５ ０３－６４３５－５２６４ 代表取締役社長 宰田 哲男

166 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 107-0052 港区赤坂１－１－１ ０３－５５４４－６８６０ 代表取締役社長 金光 正太郎

167 三井物産リアルティ・マネジメント株式会社 101-0065 千代田区西神田３－２－１ ０３－５２１０－８９４０ 代表取締役社長 大矢 孝

168 日神不動産投資顧問株式会社 160-8411 新宿区新宿５－８－１ ０３－５３６０－２０５０ 代表取締役 日置 健

169 ひろぎんリートマネジメント株式会社 730-0031 広島県広島市中区紙屋町１－３－８ ０８２－２０７－２１２５ 代表取締役社長 鷺森 直人

170 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 100-6610 千代田区丸の内１－９－２ ０３－６７５８－３８００ 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本田 直之

171 鹿島不動産投資顧問株式会社 100-0014 千代田区永田町２－１３－１ オカムラ赤坂ビル ０３－６５５０－８５７０ 代表取締役社長 大河原 紳司

172 HCアセットマネジメント株式会社 101-0051 千代田区神田神保町２－１１ 住友商事神保町ビル4階 ０３－６６８５－０６８１ 代表取締役社長 森本 紀行

173 auアセットマネジメント株式会社 101-0065 千代田区西神田３－２－１ 千代田ファーストビル南館4階 ０３－５６５７－７１８５ 代表取締役社長 清水 慎一

174 三菱HCキャピタル不動産投資顧問株式会社 100-0004 千代田区大手町２－２－１ ０３－６８６０－９８６０ 代表取締役社長 遠又 寛行

175 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント 100-0004 千代田区大手町１－７－２ ０３－５５４２－１３１６ 代表取締役社長 太田 裕一

176 東海東京アセットマネジメント株式会社 104-0033 中央区新川１－１７－２１ ０３－３５５３－７１８０ 代表取締役社長 斉藤 慶久

177 株式会社SMBC信託銀行 100-0005 千代田区丸の内１－３－２ ０３－６８５４－６８００ 代表取締役社長 西﨑 龍司

178 関電不動産投資顧問株式会社 530-0005 大阪市北区中之島３－３－２３ ０６－７１７５－８３２０ 代表取締役社長 井上 伸夫

179 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 100-0011 千代田区内幸町２－２－３ 日比谷国際ビル14階 ０３－３５８０－２０５０ 代表取締役社長 湯田 博

180 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社 103-0025 中央区日本橋茅場町２－１０－５ 住友生命茅場町ビル6階 ０３－６２６４－８５２４ 代表取締役社長 川上 宏

181 東祥アセットマネジメント株式会社 446-0056 愛知県安城市三河安城町１－１６－５ ０５６６－７１－３１２３ 代表取締役社長 假屋園 洋一
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182 A．P．アセットマネジメント株式会社 100-0005 千代田区丸の内２－３－２ ０３－６２５７－３０２２ 代表取締役社長 島田 克美

183 第一生命リアルティアセットマネジメント株式会社 100-0006 千代田区有楽町１－１３－１ ０３－６２７５－６７０１ 代表取締役社長 牧内 克司

184 Global X Japan株式会社 102-0083 千代田区麹町４－５－２１ 紀尾井町 PREX 11階 ０３－５６５６－５２７４ 代表取締役社長 姜 昇浩

185 株式会社sustenキャピタル・マネジメント 105-0001 港区虎ノ門１－３－１ 東京虎の門グローバルスクエア ０３－６８１０－７８５６ 代表取締役 岡野 大

186 株式会社シノケンアセットマネジメント 105-0013 港区浜松町２－３－１ ０３－６７７７－００２０ 代表取締役社長 芝田 優巳

187 UBPインベストメンツ株式会社 100-0006 千代田区有楽町１－９－１ 日比谷サンケイビル11階 ０３－５２２０－２１１１ 代表取締役社長 吉原 和仁

188 株式会社SMBCリートマネジメント 103-0028 中央区八重洲１－３－４ ０３－５２０２－８２２５ 代表取締役 村田 伸秀

189 東海道リート・マネジメント株式会社 100-0014 千代田区永田町２－１４－３ ０３－３５０１－７８２０ 代表取締役社長 江川 洋一

190 株式会社リオ・アセットマネジメント 100-0014 千代田区永田町２－１２－４ ０３－５１５６－８８８０ 代表取締役 倉橋 良介

191 ＪＰモルガン・マンサール投信株式会社 100-6432 千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング27階 ０３－６７３６－６００１ 代表取締役社長 黄 嘉輝

192 野村スパークス・インベストメント株式会社 100-8130 千代田区大手町２－２－２ アーバンネット大手町ビル18階 ０３－６６３６－７２００ 代表取締役社長兼Co-CEO 茂木 豊

193 安田不動産投資顧問株式会社 101-0054 千代田区神田錦町２－１１ ０３－５２８３－１５７１ 代表取締役社長 栗原 徹

194 ゴールドマン・サックス証券株式会社 106-6147 港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー ０３－６４３７－１０００ 代表取締役社長 持田 昌典

195 株式会社長谷工不動産投資顧問 108-0014 港区芝４－２－３ ０３－６６３２－２９３３ 代表取締役 野元 博司

196 JR九州アセットマネジメント株式会社 812-0011 福岡市博多区博多駅前２－８－１２ ザ・ブラッサム博多ビル3階 ０９２－４３２－１３１１ 代表取締役社長 黒木 俊彦

197 MCPアセット・マネジメント株式会社 100-0004 千代田区大手町１－８－１ KDDI大手町ビル18階 ０３－３５１７－８８００ 代表取締役社長 田中 徹也

198 八十二アセットマネジメント株式会社 103-0022 中央区日本橋室町４－１－２２ 日本橋室町4丁目ビル4階 ０３－５２０３－８０８２ 代表取締役社長 湯本 昭一

199 株式会社フージャースリートアドバイザーズ 103-0022 中央区日本橋室町４－３－１６ 柳屋太洋ビル2階 ０３－３２４３－８１１８ 代表取締役社長 伊藤 晴康

200 株式会社オープンハウス不動産投資顧問 101-0063 千代田区神田淡路町２－３－６ 淡路町トーセイビル2階 ０３－５２９５－７５９０ 代表取締役社長 坂本 光司

201 農中JAML投資顧問株式会社 101-0052 千代田区神田小川町３－９－２ ０３－５５７７－７２１７ 代表取締役社長 山下 和典


