
2020年８月31日現在

【留意事項】

＜協力証券会社＞

SMBC日興証券 札幌支店 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西４－１

SMBC日興証券 旭川支店 〒070-0034 北海道旭川市四条通８－１７０３－１２

SMBC日興証券 帯広支店 〒080-0012 北海道帯広市西二条南１１－１６－１

FPL証券 本社 〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西１０丁目２番７号

岡三証券 札幌支店 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西三丁目１番８

北洋証券 本店 〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地

北洋証券 小樽支店 〒047-0032 北海道小樽市稲穂１－４－１２

北洋証券 室蘭支店 〒050-0074 北海道室蘭市中島町１－１９－１

北洋証券 帯広支店 〒080-0015 北海道帯広市西５条南１３丁目６番地

北洋証券 苫小牧支店 〒053-0022 北海道苫小牧市表町５－４－７

北洋証券 北見支店 〒090-0023 北海道北見市北３条東１－２

北洋証券 旭川支店 〒070-0034 北海道旭川市４条通９丁目１７０３番地旭川北洋ビル４階

大和証券 札幌支店 〒060-8601 北海道札幌市中央区大通西３－７（北洋大通センター２階）

大和証券 釧路支店 〒085-0015 北海道釧路市北大通１１－１－２

野村證券 札幌支店 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西４丁目

野村證券 函館支店 〒040-0011 北海道函館市本町３１－１５

野村證券 釧路支店 〒085-0015 北海道釧路市北大通１２－１－４

野村證券 旭川支店 〒070-0035 北海道旭川市五条通９丁目右１号

野村證券 釧路支店とかち帯広営業所 〒080-0013 北海道帯広市西３条南１０丁目３２番地

みずほ証券 札幌支店 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西３－１－４４ヒューリック札幌ビル４階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 札幌支店 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西３－１

SMBC日興証券 青森支店 〒030-0801 青森県青森市新町２－２－４

SMBC日興証券 弘前支店 〒036-8004 青森県弘前市大字大町３－１０－１

SMBC日興証券 八戸支店 〒031-0031 青森県八戸市大字番町９－６

大和証券 青森支店 〒030-8611 青森県青森市新町２－５－１３

野村證券 青森支店 〒030-0801 青森県青森市新町２－６－２９

野村證券 八戸支店 〒031-0041 青森県八戸市廿三日町２８

マネックス証券 八戸コンタクトセンター 〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地１－４－４３八戸インテリジェントプラザ

SMBC日興証券 盛岡支店 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通１－７－２５

大和証券 盛岡支店 〒020-8701 岩手県盛岡市菜園１－１２－１０

野村證券 盛岡支店 〒020-0022 岩手県盛岡市大通２－２－１８

みずほ証券 盛岡支店 〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１－５－８みずほ銀行盛岡支店１階

SMBC日興証券 仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央３－２－２１

岡三証券 仙台支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目６番１号

七十七証券 本社 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号

大和証券 仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１３

東海東京証券 仙台支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４－１－１仙台セントラルビル３階

東洋証券 仙台支店 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１－１３－４泉エクセルビル１階

野村證券 仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－１－１

みずほ証券 仙台支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町３－１－１みずほ銀行仙台支店５階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-1

山形證券 塩釜営業所 〒985-0002 宮城県塩釜市海岸通り９－３ ビルナウ７２階

SMBC日興証券 秋田支店 〒010-0001 秋田県秋田市中通４－１２－４

荘内証券 本荘営業所 〒015-0834 秋田県由利本荘市岩渕下１３－１３

荘内証券 横手営業所 〒013-0022 秋田県横手市四日町５－５

大和証券 秋田支店 〒010-0001 秋田県秋田市中通４－５－２

野村證券 秋田支店 〒010-0001 秋田県秋田市中通４－２－７

みずほ証券 秋田支店 〒010-0001 秋田県秋田市中通1-2-1みずほ銀行秋田支店1階

SMBC日興証券 山形支店 〒990-0039 山形県山形市香澄町２－３－２９
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荘内証券 本店 〒998-0045 山形県酒田市二番町１－８

荘内証券 鶴岡支店 〒997-0028 山形県鶴岡市山王町１０－４１

荘内証券 新庄営業所 〒996-0023 山形県新庄市沖ノ町７－２５

荘内証券 山形営業所 〒990-0039 山形県山形市香澄町３－２－１山交ビル８階

大和証券 山形支店 〒990-0043 山形県山形市本町２－４－９

野村證券 山形支店 〒990-0031 山形県山形市十日町１－７－３０

山形證券 本店営業部 〒990-0042 山形県山形市七日町２－１－４１

山形證券 米沢営業所 〒992-0045 山形県米沢市中央３－９－３０

SMBC日興証券 福島支店 〒960-8041 福島県福島市大町４－４

大和証券 福島支店 〒960-8651 福島県福島市栄町１１－２５

大和証券 郡山支店 〒963-8661 福島県郡山市中町１０－１０

大和証券 いわき支店 〒970-8026 福島県いわき市平字田町１－７

とうほう証券 福島支店 〒960-8633 福島県福島市大町3-25

とうほう証券 郡山支店 〒963-8014 福島県郡山市虎丸町20-58

とうほう証券 いわき支店 〒970-8026 福島県いわき市平字三町目9-3

野村證券 福島支店 〒960-8041 福島県福島市大町４－１

野村證券 郡山支店 〒963-8002 福島県郡山市駅前２－５－１２

野村證券 郡山支店いわき営業所 〒970-0000 福島県いわき市平字田町１２０番地

丸三証券 会津支店 〒965-0024 福島県会津若松市白虎町２１３会津東京海上ビル

みずほ証券 福島支店 〒960-8041 福島県福島市大町７－１

みずほ証券 郡山支店 〒963-8002 福島県郡山市駅前２－１０－１５

水戸証券 いわき支店 〒970-8026 福島県いわき市平字南町２２

藍澤證券 水戸支店 〒310-0031 茨城県水戸市大工町２－２－８

SMBC日興証券 水戸支店 〒310-0011 茨城県水戸市三の丸１－４－１

岡三証券 勝田支店 〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央１２番１５号

大和証券 水戸支店 〒310-8601 茨城県水戸市泉町２－３－２

ちばぎん証券 南つくば支店 〒300-1234 茨城県牛久市中央５－２０－１１

東武証券 古河営業所 〒306-0013 茨城県古河市東本町２－２－７

東洋証券 つくば支店 〒305-0033 茨城県つくば市東新井１４－３

東洋証券 日立支店 〒316-0003 茨城県日立市多賀町２－１０－１１（桜川交差点角）

野村證券 つくば支店 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地

みずほ証券 水戸支店 〒310-0021 茨城県水戸市南町３－５－１みずほ銀行水戸支店２階

みずほ証券 土浦支店 〒300-0043 茨城県土浦市中央１－１－２６

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 水戸支店 〒310-0026 茨城県水戸市泉町３－１－２８

水戸証券 水戸支店 〒310-0021 茨城県水戸市南町２－６－１０

水戸証券 日立支店 〒317-0064 茨城県日立市神峰町１－１０－５

水戸証券 土浦支店 〒300-0036 茨城県土浦市大和町９－２

水戸証券 つくば支店 〒305-0032 茨城県つくば市竹園１－６－１

水戸証券 取手支店 〒302-0024 茨城県取手市新町１－８－３８

水戸証券 石岡支店 〒315-0014 茨城県石岡市国府１－２－２６

水戸証券 下館支店 〒308-0031 茨城県筑西市丙２０９－１

水戸証券 かしま支店 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２－５－１４

水戸証券 守谷支店 〒302-0115 茨城県守谷市中央１－２３－１

明和證券 古河支店 〒306-0033 茨城県古河市中央町１－４－３

SMBC日興証券 宇都宮支店 〒320-0034 栃木県宇都宮市泉町６－２０

SMBC日興証券 栃木支店 〒328-0015 栃木県栃木市万町１５－１９

共和証券 佐野支店 〒327-0022 栃木県佐野市高砂町６５

大和証券 宇都宮支店 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町１３－１８

とちぎんTT証券 本社 〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町４－４

内藤証券 足利支店 〒326-0814 栃木県足利市通２－２６２５

中原証券 宇都宮支店 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り１－２－１３

中原証券 栃木支店 〒328-0037 栃木県栃木市倭町４－１９

中原証券 大田原支店 〒324-0041 栃木県大田原市本町１－２－４

野村證券 宇都宮支店 〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り２－１－１

丸三証券 日光支店 〒321-1266 栃木県日光市中央町８－８

みずほ証券 宇都宮支店 〒320-0035 栃木県宇都宮市伝馬町１－９

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 宇都宮支店 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り１－２－１１

水戸証券 小山支店 〒323-0023 栃木県小山市中央町２－１－１５

水戸証券 足利支店 〒326-0822 栃木県足利市田中町９１１－１

明和證券 小山支店 〒323-0025 栃木県小山市城山町３－１－６
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藍澤證券 館林支店 〒374-0024 群馬県館林市本町２－９－１

SMBC日興証券 高崎支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町７０

SMBC日興証券 太田支店 〒373-0851 群馬県太田市飯田町１５４７

SMBC日興証券 前橋支店 〒371-0023 群馬県前橋市本町２－１５－１０

ぐんぎん証券 本社 〒370-0023 群馬県前橋市本町２－２－１１

大和証券 高崎支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町５８－１

東洋証券 桐生支店 〒376-0023 群馬県桐生市錦町２－１６－９

富岡証券 本店 〒370-2343 群馬県富岡市七日市８８９－２

内藤証券 伊勢崎支店 〒372-0047 群馬県伊勢崎市本町２３－３

野村證券 高崎支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町５８－１

野村證券 太田支店 〒373-0853 群馬県太田市浜町３－１

丸三証券 伊勢崎支店 〒372-0047 群馬県伊勢崎市本町１０－２０

丸三証券 館林支店 〒374-0024 群馬県館林市本町２－５－４１

丸三証券 太田支店 〒373-0851 群馬県太田市飯田町９４７

丸三証券 沼田支店 〒378-0047 群馬県沼田市上之町１８５

みずほ証券 高崎支店 〒370-0849 群馬県高崎市八島町２６５

みずほ証券 桐生支店 〒376-0045 群馬県桐生市末広町６－４

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 前橋支店 〒371-0024 群馬県前橋市表町２－２－６

水戸証券 高崎支店 〒370-0841 群馬県高崎市栄町１４－５内堀ビル

藍澤證券 蕨支店 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町５－１

藍澤證券 草加支店 〒340-0015 埼玉県草加市高砂２－１８－１６

藍澤證券 越谷支店 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町１４－２０

藍澤證券 春日部支店 〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東１－２－１９玄養ビル１Ｆ

SMBC日興証券 大宮支店 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－２－１

SMBC日興証券 川越支店 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町１８－６

SMBC日興証券 浦和支店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１－２３

SMBC日興証券 所沢支店 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町１５－１４

SMBC日興証券 本庄深谷支店 〒367-0053 埼玉県本庄市中央１－８－７

岡三証券 大宮支店 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目７番地５

大和証券 大宮支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－８９

大和証券 浦和支店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１４－１８

大和証券 川口支店 〒332-0012 埼玉県川口市本町４－２－１

大和証券 所沢支店 〒359-1193 埼玉県所沢市東町１２－１２

ちばぎん証券 さいたま営業部 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２６５－１

ちばぎん証券 浦和支店 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２５－４

ちばぎん証券 草加支店 〒340-0015 埼玉県草加市高砂２－１－７

ちばぎん証券 所沢支店 〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町１６－１２

東海東京証券 大宮支店 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－８８

東海東京証券 所沢支店 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町９－２２

東武証券 本店 〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁１－１－１

東武証券 大宮営業所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－３６

東武証券 久喜支店 〒346-0005 埼玉県久喜市本町５－１４－１２

東武証券 桶川営業所 〒363-0017 埼玉県桶川市西１－１１－１３

東武証券 蓮田営業所 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広２－３－４

東武証券 岩槻営業所 〒339-0057 埼玉県岩槻市本町２－１－３８

東武証券 羽生支店 〒348-0058 埼玉県羽生市中央３－３－１６

中原証券 岩槻支店 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町１－２－１

日産証券 蕨支店 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越１－７－４

日産証券 サテライト越谷 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町１７－１越谷ツインシティＡシティ

日産証券 行田支店 〒361-0073 埼玉県行田市行田１３－８

野村證券 さいたま支店 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－７１－２

野村證券 川口支店 〒332-0017 埼玉県川口市栄町３－１０－１

野村證券 川越支店 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町１０５

野村證券 浦和支店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１３－８

野村證券 所沢支店 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町１０－２１

野村證券 熊谷支店 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波３－２０２ティアラ２１

野村證券 越谷支店 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町１６番１号

野村證券 さいたま支店大宮東口店 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目２４番地

武甲証券 本店 〒368-0031 埼玉県秩父市上野町１１－１２

丸三証券 秩父支店 〒368-0041 埼玉県秩父市番場町１０－４

みずほ証券 大宮支店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１０４

群馬県
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みずほ証券 浦和支店 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－１－１

みずほ証券 所沢支店 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町１２－１みずほ銀行所沢支店３階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大宮支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１０９－１

水戸証券 川口支店 〒332-0017 埼玉県川口市栄町３－８－１７

水戸証券 所沢支店 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町１８－１

水戸証券 草加支店 〒340-0015 埼玉県草加市高砂２－１９－２０

水戸証券 熊谷支店 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波３－１９３

水戸証券 東松山支店 〒355-0023 埼玉県東松山市六反町８－３

水戸証券 鶴ヶ島営業所 〒350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ケ丘７１－２

むさし証券 本社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ＯＬＳビル１０階

むさし証券 本店営業部 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２５２ユニオンビルディング１階

むさし証券 熊谷支店 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波２－４８－１大栄日生熊谷ビル１階

むさし証券 浦和支店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１－１明治安田生命浦和ビル２階

むさし証券 志木支店 〒353-0004 埼玉県志木市本町５－１８－１７第二川島ビル１階

むさし証券 越谷支店 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町１－４越谷弥生ビル１階

むさし証券 春日部支店 〒344-0067 埼玉県春日部市中央１－５１－１埼玉りそな銀行春日部西口支店２階

むさし証券 川越支店 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町１－３

むさし証券 上尾支店 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町２－１アリコベールサロン館１階

むさし証券 北本支店 〒364-0031 埼玉県北本市中央２－８５

むさし証券 坂戸支店 〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町１４－８

むさし証券 東松山支店 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町１－１－５

むさし証券 深谷支店 〒366-0054 埼玉県深谷市緑が丘２５－２８

むさし証券 本庄支店 〒367-0052 埼玉県本庄市銀座２－５－１７

むさし証券 飯能支店 〒357-0033 埼玉県飯能市八幡町８－２４

むさし証券 加須支店 〒347-0055 埼玉県加須市中央２－６－９

明和證券 川越支店 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町３２－３

リテラ・クレア証券 上尾支店 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町１－７－２６

藍澤證券 成田支店 〒286-0033 千葉県成田市花崎町５３４ 

SMBC日興証券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－１０－１

SMBC日興証券 津田沼支店 〒274-0825 千葉県船橋市前原西２－１４－３

SMBC日興証券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町２－２７－２５

SMBC日興証券 柏支店 〒277-0005 千葉県柏市柏１－４－２７

SMBC日興証券 松戸支店 〒271-8625 千葉県松戸市本町２－５

SMBC日興証券 本八幡支店 〒272-0021 千葉県市川市八幡２－６－９

SMBC日興証券 木更津支店 〒292-0805 千葉県木更津市大和１－１－３

岡三証券 八千代支店 〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東一丁目１番１０号

岡三証券 柏支店 〒277-0005 千葉県柏市柏二丁目６番８号

岡三証券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見一丁目１５番９号

証券ジャパン 柏支店 〒277-0842 千葉県柏市末広町４－１３

大和証券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－２－３

大和証券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町４－４０－２２

大和証券 松戸支店 〒271-8501 千葉県松戸市本町１９－１５

大和証券 うすい支店 〒285-0837 千葉県佐倉市王子台１－２８－８

大和証券 柏支店 〒277-0005 千葉県柏市柏２－２－４

立花証券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－３－１塚本大千葉ビル３階

ちばぎん証券 本店営業部 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央２－５－１

ちばぎん証券 市原支店 〒290-0081 千葉県市原市五井中央西１－１４－２０

ちばぎん証券 木更津支店 〒292-0805 千葉県木更津市大和２－１－２

ちばぎん証券 館山支店 〒294-0045 千葉県館山市北条１８２３

ちばぎん証券 八千代支店 〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東１－５－１

ちばぎん証券 鎌ケ谷支店 〒273-0101 千葉県鎌ヶ谷市富岡２－１－１

ちばぎん証券 成田支店 〒286-0201 千葉県富里市日吉台１－７－４

ちばぎん証券 津田沼支店 〒274-0825 千葉県船橋市前原西２－１９－１

ちばぎん証券 市川支店 〒272-0021 千葉県市川市八幡３－３－２

ちばぎん証券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町３－３－４

ちばぎん証券 茂原支店 〒297-0023 千葉県茂原市千代田町２－３－１０

ちばぎん証券 旭支店 〒289-2504 千葉県旭市ニの２７３７－４

ちばぎん証券 東金支店 〒283-0068 千葉県東金市東岩崎13-12

ちばぎん証券 柏支店 〒277-0842 千葉県柏市末広町５－１９

ちばぎん証券 松戸支店 〒271-0091 千葉県松戸市本町７－１０

東海東京証券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町２－１－１  船橋スクエア２１ビル２階

東海東京証券 東京営業部新浦安営業所 〒279-0012 千葉県浦安市入船１－５－２プライムタワー新浦安１６階

千葉県
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東武証券 野田営業所 〒278-0037 千葉県野田市野田６６７

東洋証券 松戸五香支店 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平５－１８－１（五香第一生命ビル２Ｆ）

東洋証券 館山支店 〒294-0045 千葉県館山市北条１８９８－２

中原証券 木更津支店 〒292-0038 千葉県木更津市ほたる野１－１６－２

日産証券 北習志野支店 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台２－６－５

野村證券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１３

野村證券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町２－１－３３

野村證券 松戸支店 〒271-0092 千葉県松戸市松戸１２８１－２９

野村證券 市川支店 〒272-0034 千葉県市川市市川一丁目６番１９号

丸三証券 千葉支店 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町１０００センシティタワー１４階

丸三証券 野田支店 〒278-0037 千葉県野田市野田３１９

三木証券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町６－６－３　竹内ビル　２Ｆ

みずほ証券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－１５－１１

みずほ証券 船橋支店 〒273-0005 千葉県船橋市本町１－３－１　船橋FACEビル9階

みずほ証券 柏支店 〒277-0005 千葉県柏市柏２－２－３みずほ銀行柏支店７階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 市川支店 〒272-0034 千葉県市川市市川１－２３－６

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 柏支店 〒277-0842 千葉県柏市末広町７－３

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 千葉支店 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町１－１９

水戸証券 千葉支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－２２－２

水戸証券 柏支店 〒277-0852 千葉県柏市旭町１－２－１

水戸証券 館山支店 〒294-0045 千葉県館山市北条２２０７

水戸証券 佐原支店 〒287-0003 千葉県香取市佐原イ１７８

むさし証券 市川支店 〒272-0034 千葉県市川市市川１－２４－１１

山和証券 茂原支店 〒297-0023 千葉県茂原市千代田町１－６茂原サンヴェルプラザ１Ｆ

アーク証券 東京本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１  明治安田生命ビル５階

藍澤證券 本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋１－２０－３

藍澤證券 千住支店 〒120-0034 東京都足立区千住１－２４－５

藍澤證券 大井支店 〒140-0011 東京都品川区東大井５－１６－２

藍澤證券 自由が丘支店 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘１－１４－１４原田ビル１Ｆ・２Ｆ

あおぞら証券 本店 〒102-0083 東京都千代田区麹町６－１－１

安藤証券 東京支店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町１０－３

安藤証券 阿佐谷支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－１－２３

安藤証券 東京本部 〒107-6014 東京都港区赤坂１－１２－３２ アーク森ビル１４階

いちよし証券 本社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－５－８

岩井コスモ証券 東京本部 〒103-8207 東京都中央区日本橋茅場町１－７－３

岩井コスモ証券 新宿支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-2-1新宿三丁目ビル５階

岩井コスモ証券 西荻窪支店 〒167-0042 東京都杉並区西荻北２－２－５

ウェルズ・ファーゴ証券 本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３ 丸の内トラストタワー本館２４階

エイチ・エス証券 本社 〒163-6027 東京都新宿区西新宿６－８－１住友不動産新宿オークタワー２７階

エース証券 東京支店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３丁目２番１２号

SMBC日興証券 池袋支店 〒171-0022 東京都豊島区南池袋２－２７－９

SMBC日興証券 新宿支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿４－１－６

SMBC日興証券 新宿東口支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿３－２４－１

SMBC日興証券 中野支店 〒164-0001 東京都中野区中野３－３４－２７

SMBC日興証券 赤羽支店 〒115-0045 東京都北区赤羽２－１６－４

SMBC日興証券 大泉支店 〒178-0063 東京都練馬区東大泉１－２９－１

SMBC日興証券 烏山支店 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山４－１２－８

SMBC日興証券 浜田山支店 〒168-0065 東京都杉並区浜田山３－３０－６

SMBC日興証券 池袋西口支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋１－２１－７

SMBC日興証券 荻窪支店 〒167-0051 東京都杉並区荻窪５－２６－１３

SMBC日興証券 本店 〒100-8325 東京都千代田区丸の内３－３－１

SMBC日興証券 八重洲支店 〒103-0028 東京都中央区八重洲１－７－２０

SMBC日興証券 大手町支店 〒100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１

SMBC日興証券 上野支店 〒110-0005 東京都台東区上野１－１９－１０

SMBC日興証券 北千住支店 〒120-0034 東京都足立区千住２－６１

SMBC日興証券 錦糸町支店 〒130-0013 東京都墨田区錦糸１－２－１

SMBC日興証券 市ヶ谷支店 〒102-0074 東京都千代田区九段南４－７－１５

SMBC日興証券 銀座支店 〒104-0061 東京都中央区銀座５－４－３

SMBC日興証券 兜町支店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町５－１

SMBC日興証券 新小岩支店 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩１－５３－１０

SMBC日興証券 虎ノ門支店 〒105-0003 東京都港区西新橋１－６－１５

東京都
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SMBC日興証券 赤坂支店 〒107-0052 東京都港区赤坂２－５－１

SMBC日興証券 渋谷支店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２－２０－１２

SMBC日興証券 自由が丘支店 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１１－２１

SMBC日興証券 蒲田支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田５－１５－１

SMBC日興証券 五反田支店 〒141-0022 東京都品川区東五反田１－１４－１０

SMBC日興証券 玉川支店 〒158-0094 東京都世田谷区玉川２－２４－７

SMBC日興証券 下北沢支店 〒155-0031 東京都世田谷区北沢２－１１－５

SMBC日興証券 田園調布支店 〒145-0071 東京都大田区田園調布２－５１－１１

SBI証券 本社 〒106-6019 東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー１９階

エンサイドットコム証券 本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１６－１いちご神田錦町ビル２階

岡三証券 日本橋本店 〒103-8278 東京都中央区日本橋一丁目１７番６号

岡三証券 日本橋室町店 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

岡三証券 浅草支店 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目４番８号

岡三証券 池袋支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目１８番２号

岡三証券 新宿支店 〒163-1502 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号

岡三証券 渋谷支店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目７番７号

岡三証券 碑文谷支店碑文谷プレイス 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷四丁目１番１号

岡三証券 大手町支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目６番１０号

岡三証券 虎の門支店 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目１番１８号

岡三証券 大森支店 〒140-0013 東京都品川区南大井六丁目２８番１１号

岡三オンライン証券 〒104-0061 東京都中央区銀座３－９－７トレランス銀座ビルディング３階

岡地証券 東京本部 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－３－１２

お金のデザイン 本社 〒107-0052 東京都港区赤坂１－９－１３　三会堂ビル１階

岡安証券 東京支店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－１２－４茅場町會館１階

岡安商事 東京本部統括店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－１－１

香川証券 銀座支店 〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目１２－１５歌舞伎座タワー２０Ｆ

カネツFX証券 本社 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町１２－８

カブドットコム証券 大手町オフィス 〒100-0004 東京都千代田区大手町１－３－２経団連会館６Ｆ

共和証券 本店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町８－３

共和証券 世田谷支店 〒156-0052 東京都世田谷区経堂１－１８－１１

極東証券 本店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－４－７

極東証券 大手センタービル支店 〒100-0004 東京都千代田区大手町１－１－３大手センタービル２２階

極東証券 霞が関ビル支店 〒100-6003 東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビル３階

極東証券 新宿支店 〒163-0401 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル１階

極東証券 新小岩支店 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩１－４８－１５佐久間ビル

極東証券 蒲田支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田４－２１－１４明治安田生命

光世証券 東京店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町９番９号

三京証券 本店 〒104-0033 東京都中央区新川２－１２－１６２Ｆ

三晃証券 西荻窪支店 〒167-0042 東京都杉並区西荻北３－４２－２

証券ジャパン 日本橋本店/八重洲営業部 〒103-0027 東京都中央区日本橋３－８－２　新日本橋ビル

証券ジャパン 神楽坂支店 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂１－１５神楽坂１丁目ビル

スターリング証券株式会社 本社 〒100-0061 東京都千代田区霞が関３－２－５

だいこう証券ビジネス 本社 〒135-0052 東京都江東区潮見２－９－１５

大和証券 本店 〒100-6755 東京都千代田区丸の内１－９－１（グラントウキョウノースタワー１８階）

大和証券 銀座支店 〒104-0061 東京都中央区銀座６－１０－１（ＧＩＮＺＡＳＩＸ７階）

大和証券 新宿支店 〒160-8401 東京都新宿区新宿３－３０－１１

大和証券 上野支店 〒110-8515 東京都台東区上野２－１３－１０

大和証券 亀戸支店 〒136-0071 東京都江東区亀戸２－２２－１７

大和証券 五反田支店 〒141-8504 東京都品川区西五反田１－１－８

大和証券 自由が丘支店 〒152-8561 東京都目黒区自由が丘２－１２－１５

大和証券 蒲田支店 〒144-8502 東京都大田区西蒲田７－４５－６

大和証券 大森支店 〒143-0016 東京都大田区大森北１－５－１

大和証券 成城支店 〒157-0066 東京都世田谷区成城２－３４－１２

大和証券 渋谷支店 〒150-0041 東京都渋谷区神南１－２３－１４

大和証券 中野支店 〒164-0001 東京都中野区中野２－３０－５

大和証券 池袋支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1　メトロポリタンプラザビル　18階

大和証券 赤羽支店 〒115-0045 東京都北区赤羽１－９－５

大和証券 練馬支店 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北５－１７－１３

大和証券 千住支店 〒120-0034 東京都足立区千住２－２６

髙木証券 東京本部 〒103-0027 東京都中央区日本橋１－１９－１

立花証券 本店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－１３－１４

立花証券 渋谷支店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8朝日生命宮益坂ビル2階

立花証券 池袋支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋１－１２－５東京信用金庫本店ビル９階



立花証券 新宿支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－１３－１２西新宿昭和ビル３階

立花証券 上野支店 〒110-0005 東京都台東区上野１－２０－１０上野凮月堂ビル７階

タワー投資顧問 本社 〒105-0012 東京都港区芝大門１－２－１８野依ビル

ちばぎん証券 東京支店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－８－１

東海東京証券 日本橋高島屋三井ビルディング 〒103-6130 東京都中央区日本橋2-5-1　日本橋高島屋三井ビルディング30F

東海東京証券 日本橋支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-19-1

東海東京証券 大井町支店 〒140-0014 東京都品川区大井１－１０－３

東海東京証券 渋谷支店 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１渋谷マークシティ（ウェスト）１８階

東海東京証券 池袋支店 〒170-6003 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０３階

東海東京証券 マニーク八重洲地下街店 〒104-0028 東京都中央区八重洲２－１八重洲地下街中３号（八重洲地下街１番・２番通り沿い）

東洋証券 本社 〒104-8678 東京都中央区八丁堀４－７－１

東洋証券 四谷支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷２－１２－５四谷ＩＳＹビル２階

内藤証券 東京店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町１３－２

内藤証券 東京部別館 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－１４－８郵船水天宮前ビルディング１２階

内藤証券 神田支店 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町２－２センタークレストビル８階

内藤証券 東京第三営業部 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町２－９－８Ｄａｉｗａ日本橋堀留町ビル７Ｆ

中原証券 本店 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町４－４－１

日産証券 本社 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３８－１１

野村證券 本店 〒103-0027 東京都中央区日本橋１－９－１

野村證券 上野支店 〒110-0005 東京都台東区上野２－１－８

野村證券 新宿支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿５－１７－９

野村證券 荻窪支店 〒167-0043 東京都杉並区上荻１－８－８

野村證券 東京支店 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

野村證券 新橋支店 〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目５番２号

野村證券 渋谷支店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷１－１４－１６

野村證券 池袋支店 〒171-0022 東京都豊島区南池袋１－２７－１０

野村證券 大森支店 〒143-0023 東京都大田区山王２－５－１０

野村證券 小岩支店 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩７－２２－６

野村證券 千住支店 〒120-0033 東京都足立区千住寿町２－１８

野村證券 新宿駅西口支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－６－１

野村證券 虎ノ門支店 〒105-0001 東京都港区虎ノ門２－１－１

野村證券 成城支店 〒157-0066 東京都世田谷区成城５－８－１

野村證券 練馬支店 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北５－１７－１０

野村證券 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ銀座ｵﾌｨｽ 〒104-0061 東京都中央区銀座五丁目５番４号

野村證券 京王新宿店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１番４号

野村證券 品川支店 〒108-0075 東京都港区港南二丁目１６番１号

BNPパリバ証券 本社 〒100-6740 東京都千代田区丸ノ内１－９－１グラントウキョウノースタワー４２Ｆ

ひろぎん証券 東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル6F(広島銀行 東京支店内)

廣田証券 東京支店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－７－３

フジトミ 本店 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１５－５小林洋行ビル

マネックス証券 本社 〒107-6025 東京都港区赤坂１－１２－３２アーク森ビル２５階

丸國証券 本店 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町１０番２号

丸三証券 本店 〒102-8030 東京都千代田区麹町3-3-6麹町フロントビル２階

丸三証券 新宿支店 〒151-0053 東京都渋谷区代々木２－１０－１２ＪＡ東京南新宿ビル７階

丸三証券 日本橋支店 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-7　野村不動産 東日本橋ビル１階

丸三証券 池袋支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋１－１８－２藤久ビル西１号館２階

丸三証券 大泉学園営業所 〒178-0063 東京都練馬区東大泉１－２９－１大泉学園ゆめりあ１－８階

丸三証券 二子玉川支店 〒158-0094 東京都世田谷区玉川２－２１－１二子玉川ライズ・オフィス１２階

三木証券 本店 〒103-0027 東京都中央区日本橋１－２０－９

三木証券 首都圏営業部 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－１２－２　樋口本店ビル６階

みずほ証券 本社（御茶ノ水本社） 〒101-8219 東京都千代田区神田駿河台４－６御茶ノ水ソラシティ

みずほ証券 本社（大手町本社） 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1　大手町ファーストスクエアE5階

みずほ証券 本社（大手町タワー） 〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5　大手町タワー16階

みずほ証券 兜町支店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町４－３みずほ銀行兜町支店１階

みずほ証券 本店営業部 〒104-8481 東京都中央区八重洲２－４－１

みずほ証券 虎ノ門支店 〒105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－３みずほ銀行虎ノ門支店２階

みずほ証券 新宿営業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－２１－１

みずほ証券 上野支店 〒110-0005 東京都台東区上野３－１６－５みずほ銀行上野支店７階

みずほ証券 押上支店 〒130-0002 東京都墨田区業平３－１４－４

みずほ証券 自由が丘支店 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１０－１

みずほ証券 大森支店 〒143-0023 東京都大田区山王２－５－１３みずほ銀行大森支店６階

みずほ証券 成城支店 〒157-0066 東京都世田谷区成城５－７－１

みずほ証券 渋谷支店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷１－２４－１６みずほ銀行渋谷支店１階
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みずほ証券 池袋西口支店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋３－２７－１２池袋ウェストパークビル７階

みずほ証券 池袋支店 〒171-0022 東京都豊島区南池袋２－２７－８

みずほ証券 石神井支店 〒177-0041 東京都練馬区石神井町３－２７－２２みずほ銀行石神井支店１階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 秋葉原支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田３－１６－８

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 新宿支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿４－１－６

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 恵比寿支店 〒150-6016 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 池袋支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋１－１７－８

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 玉川支店 〒158-0094 東京都世田谷区玉川２－２１－１

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 本社 〒100-8148 東京都千代田区大手町１－９－５　大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー

水戸証券 本社 〒103-002７ 東京都中央区日本橋２－３－１０日本橋丸善東急ビル９階

みらい證券 本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋３－２－９三晶ビル６階

むさし証券 東京営業部 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町１－２－６日本橋大栄ビル２階

むさし証券 新宿支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿３－２－１京王新宿３２１ビル７階

明和證券 本店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀２－２１－６

明和證券 玉川支店 〒158-0094 東京都世田谷区玉川２－２４－６

山二証券 本店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町４－１

山和証券 本店 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町１－８

山和証券 金町支店 〒125-0041 東京都葛飾区東金町１－２２－９

山和証券 高円寺支店 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南３－５８－２５

山和証券 大岡山支店 〒145-0062 東京都大田区北千束３－２８－１パークホームズ大岡山ラヴィアンコート１Ｆ

山和証券 巣鴨支店 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨３－３３－２

山和証券 上板橋支店 〒174-0071 東京都板橋区常盤台４－２２－１２

山和証券 深川支店 〒135-0005 東京都江東区高橋１１－１

UBS証券 本社 〒100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１大手町ファーストスクエアイーストタワー

リテラ・クレア証券 本社 〒104-0031 東京都中央区京橋１－２－１大和八重洲ビル３階

レオンテック証券 本店 〒106-0032 東京都港区六本木１－４－５アークヒルズサウスタワー９階

ワイエム証券 東京支店 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町３－３－５三友常盤橋ビル８階

藍澤證券 調布支店 〒182-0024 東京都調布市布田４-６-１調布丸善ビル２Ｆ

藍澤證券 町田支店 〒194-0013 東京都町田市原町田４－９－８サウスフロントタワー町田シエロ２Ｆ

藍澤證券 青梅支店 〒198-0032 東京都青梅市野上町4-4-2

SMBC日興証券 吉祥寺支店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－１０

SMBC日興証券 立川支店 〒190-0012 東京都立川市曙町２－１２－１８

SMBC日興証券 調布支店 〒182-0024 東京都調布市布田１－２９－２

SMBC日興証券 八王子支店 〒192-0083 東京都八王子市旭町１０－２

SMBC日興証券 小金井支店 〒184-0004 東京都小金井市本町１－１８－１０

SMBC日興証券 町田支店 〒194-0013 東京都町田市原町田６－３－８

SMBC日興証券 永山支店 〒206-0025 東京都多摩市永山１－４

岡三証券 八王子支店 〒192-0046 東京都八王子市明神町四丁目７番１５号

大和証券 吉祥寺支店 〒180-8521 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－１－１０

大和証券 府中支店 〒183-0055 東京都府中市府中町１－１－５

大和証券 国立支店 〒186-0002 東京都国立市東１－４－１１

大和証券 立川支店 〒190-8686 東京都立川市曙町２－７－１６

大和証券 八王子支店 〒192-0083 東京都八王子市旭町８－１０

大和証券 多摩支店 〒206-8520 東京都多摩市関戸１－７－５（京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＣ館２階）

大和証券 町田支店 〒194-8521 東京都町田市原町田６－１２－２０

立花証券 立川支店 〒190-0012 東京都立川市曙町２－３４－７ファーレイーストビル８階

東海東京証券 吉祥寺支店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－４－１６

東洋証券 むさし府中支店 〒183-0023 東京都府中市宮町１－４０（ＫＤＸ府中ビル）

内藤証券 三鷹支店 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３－３２－３名取屋興産ビル２０２

野村證券 吉祥寺支店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－２－１６

野村證券 立川支店 〒190-0012 東京都立川市曙町２－５－１

野村證券 町田支店 〒194-0013 東京都町田市原町田６－３－９

野村證券 八王子支店 〒192-0083 東京都八王子市旭町１１－６

野村證券 府中支店 〒183-0055 東京都府中市府中町１－８－１

野村證券 国分寺支店 〒185-0012 東京都国分寺市本町２－１２－２

野村證券 調布支店 〒182-0024 東京都調布市布田１－３６－９

三木証券 八王子支店 〒192-0085 東京都八王子市中町４－３　二葉ビル

みずほ証券 八王子支店 〒192-0081 東京都八王子市横山町１５－３みずほ銀行八王子支店５階

みずほ証券 立川支店 〒190-0012 東京都立川市曙町２－４－６みずほ銀行立川支店５階

みずほ証券 吉祥寺支店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－２－１３みずほ銀行吉祥寺支店１階

みずほ証券 三鷹支店 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３－３５－１ネオ・シティ三鷹１０階

みずほ証券 府中支店 〒183-0055 東京都府中市府中町１－１－２みずほ銀行府中支店２階

　その他
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みずほ証券 町田支店 〒194-0021 東京都町田市中町１－２－４

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 立川支店 〒190-0012 東京都立川市曙町２－３７－７

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 吉祥寺支店 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－６－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 町田支店 〒194-0022 東京都町田市森野１－１３－１４

むさし証券 久米川支店 〒189-0013 東京都東村山市栄町２－３－２野澤久米川駅前ビル３階

むさし証券 青梅プラザ 〒198-0082 東京都青梅市仲町２９５りそな銀行青梅プラザ１階内

藍澤證券 鶴見支店 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－２８－１７

藍澤證券 大和支店 〒242-0016 神奈川県大和市大和南１－５－１６

藍澤證券 厚木支店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町４－９－１８

藍澤證券 鎌倉支店 〒248-0011 神奈川県鎌倉市扇ガ谷１－１－３１

藍澤證券 相模原支店 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本３－２５－１橋本ＭＮビル

藍澤證券 秦野支店 〒257-0035 神奈川県秦野市本町１－４－１０

岩井コスモ証券 横浜支店 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町４－４０横浜第一ビル２階

SMBC日興証券 横浜支店 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－３－２３

SMBC日興証券 戸塚支店 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１

SMBC日興証券 溝ノ口支店 〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本３－２－３

SMBC日興証券 藤沢支店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４３８－１

SMBC日興証券 鎌倉支店 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１６

SMBC日興証券 小田原支店 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町２－７－２５

SMBC日興証券 川崎支店 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１－２

SMBC日興証券 上大岡支店 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１８－３

SMBC日興証券 新百合ヶ丘支店 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１－１

SMBC日興証券 青葉台支店 〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－８－２０

SMBC日興証券 厚木支店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町３－６－１７

岡三証券 横浜支店 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町二丁目２７番地

共和証券 秦野支店 〒257-0035 神奈川県秦野市本町１－１１－９

極東証券 平塚支店 〒254-0034 神奈川県平塚市宝町３－１平塚ＭＮビル１階

静銀ティーエム証券 横浜支店 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１丁目１１番１５号横浜ＳＴビル２階

静銀ティーエム証券 横浜支店藤沢営業所 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢東横須賀５５６番地の７６静岡銀行藤沢支店２階

証券ジャパン 藤沢支店 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上１－５－２

証券ジャパン 溝ノ口支店 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子５－８－１

証券ジャパン 元住吉支店 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月１－２９－１７

大和証券 横浜支店 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町２－２０

大和証券 横浜駅西口支店 〒220-8656 神奈川県横浜市西区南幸１－１１－１

大和証券 戸塚支店 〒244-8601 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１００

大和証券 青葉台支店 〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－９－２

大和証券 相模原支店 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原１－２－１７

大和証券 川崎支店 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１２－１

大和証券 藤沢支店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４６２

大和証券 鎌倉支店 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－４－10

大和証券 厚木支店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町４－１４－１

大和証券 茅ヶ崎支店 〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町９－９

大和証券 横須賀支店 〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町２－６

立花証券 横浜支店 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８エキニア横浜４階

東洋証券 横浜支店 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町２－２２（日本生命本町ビル）

内藤証券 金沢文庫支店 〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目１４番地１田島ビル１Ｆ

内藤証券 湘南サテライト 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢１００６－１藤沢パークホームズブロード１Ｆ

日産証券 綱島支店 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西２－１１－４

野村證券 川崎支店 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町５－２

野村證券 横須賀支店 〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町１－９

野村證券 平塚支店 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町４－２３

野村證券 横浜支店 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－５－１０

野村證券 藤沢支店 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上１－５－１０

野村證券 厚木支店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町２－２－２０

野村證券 たまプラーザ支店 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－２

野村證券 新百合ヶ丘支店 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－７

野村證券 戸塚支店 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４８９－１

野村證券 小田原支店 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町１－６－１

浜銀TT証券 本店営業部 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１横浜銀行本店ビル４階

浜銀TT証券 二俣川支店 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－３－２二俣川相鉄ライフ４Ｆ

浜銀TT証券 港南台支店 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１

浜銀TT証券 横須賀支店 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－４横浜銀行横須賀支店５Ｆ

神奈川県



浜銀TT証券 大船支店 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－２６－２７ニッセイ大船ビル２Ｆ

浜銀TT証券 茅ヶ崎支店 〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町８－５山藤ビル２Ｆ

浜銀TT証券 相模原支店 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１５－３横浜銀行渕野辺支店１Ｆ

浜銀TT証券 中山支店 〒226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町２３０－２横浜銀行中山支店２Ｆ

浜銀TT証券 小田原支店 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町２－７－３６横浜銀行小田原支店３Ｆ

浜銀TT証券 厚木支店 〒243-0018 神奈川県厚木市中町２－２－１横浜銀行厚木支店２Ｆ

浜銀TT証券 あざみ野支店 〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川１－４－３横浜銀行あざみ野支店３Ｆ

浜銀TT証券 日吉支店 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－５－２横浜銀行日吉支店２Ｆ

浜銀TT証券 溝口支店 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１１－３横浜銀行溝口支店３Ｆ

浜銀TT証券 鎌倉支店 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－６－２１横浜銀行鎌倉支店２Ｆ

丸三証券 横浜支店 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町３－３９尾上町ビル１～３階

丸三証券 日吉営業所 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－５－３１

三木証券 金沢文庫支店 〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町３４１

三木証券 横須賀支店 〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町２－１５－１

三木証券 三浦支店 〒238-0241 神奈川県三浦市天神町４－２１

三木証券 平塚支店 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町１６－１

みずほ証券 横浜西口支店 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－８－４

みずほ証券 横浜支店 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町３－３３みずほ銀行横浜支店５階

みずほ証券 上大岡支店 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ゆめおおおかオフィスタワー１７階

みずほ証券 たまプラーザ支店 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－１みずほ銀行たまプラーザ支店２階

みずほ証券 川崎支店 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ミューザ川崎２階

みずほ証券 新百合ヶ丘支店 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－５－２みずほ銀行新百合ヶ丘支店２階

みずほ証券 平塚支店 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町２－７

みずほ証券 藤沢支店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５５９

みずほ証券 小田原支店 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町２－７－３２みずほ銀行小田原支店３階

みずほ証券 逗子支店 〒249-0006 神奈川県逗子市逗子５－２－５２

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 横浜西口支店 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 湘南支店 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢４－３

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 小田原支店 〒250-0012 神奈川県小田原市本町２－１－３５

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 川崎支店 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２－４－１３

水戸証券 秦野支店 〒257-0042 神奈川県秦野市寿町１－５

水戸証券 横浜支店 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－５

むさし証券 横浜支店 〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町４－５４りそな共栄社商事ビル３階

SMBC日興証券 新潟支店 〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町１２１４-２

岡三にいがた証券 本店 〒940-0062 新潟県長岡市大手通１－５－５

岡三にいがた証券 新潟支店 〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通６番町１１７８－１ストークビル柾谷小路

岡三にいがた証券 柏崎支店 〒945-0055 新潟県柏崎市駅前１－４－２７

岡三にいがた証券 上越支店 〒943-0834 新潟県上越市西城町３－５－２４

岡三にいがた証券 十日町支店 〒948-0082 新潟県十日町市本町３－３５８－１

岡三にいがた証券 三条支店 〒955-0062 新潟県三条市仲之町１－１２

岡三にいがた証券 小出支店 〒946-0011 新潟県魚沼市小出島４８７

岡三にいがた証券 見附支店 〒954-0057 新潟県見附市新町１－１７－２３

岡三にいがた証券 新井支店 〒944-0043 新潟県妙高市朝日町１－２－７

岡三にいがた証券 五泉支店 〒959-1863 新潟県五泉市東本町２－５－１

岡三にいがた証券 新発田支店 〒957-0052 新潟県新発田市大手町１－１－１５

岡三にいがた証券 六日町営業所 〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町１８３１

岡三にいがた証券 小千谷営業所 〒947-0028 新潟県小千谷市城内町１－２－１４

国府証券 本店 〒952-1325 新潟県佐渡市窪田１９番地７

第四北越証券 本店 〒940-0061 新潟県長岡市城内町３－８－２６

大和証券 新潟支店 〒951-8611 新潟県新潟市中央区本町通七番町１０９３－２

大和証券 長岡支店 〒940-0066 新潟県長岡市東坂之上町１－２－５

東海東京証券 新潟支店 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通１－３－１０

日産証券 新潟支店 〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通六番町８６７－２

日産証券 長岡支店 〒940-0066 新潟県長岡市東坂之上町２－１－１

日産証券 高田支店 〒943-0832 新潟県上越市本町４－２－２３

野村證券 新潟支店 〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町１２１５－７

丸三証券 新潟支店 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代１－１－１朝日生命新潟ビル

丸三証券 上越支店 〒943-0831 新潟県上越市仲町４－２－２０

みずほ証券 新潟支店 〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通六番町5942みずほ銀行新潟支店2階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 新潟支店 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通１－３－１

石動証券 本店 〒932-8512 富山県小矢部市本町２－１

新潟県

富山県

http://www.tokaitokyo.co.jp/anshin/shop/koshinetsu_hokuriku/niigata.html


石動証券 高岡営業所 〒933-0871 富山県高岡市駅南５－１０－１

石動証券 福野営業所 〒939-1567 富山県南砺市福野１３６０－３２

岩井コスモ証券 富山支店 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18　住友生命富山ビル１階

SMBC日興証券 富山支店 〒930-0094 富山県富山市安住町２－１４

SMBC日興証券 高岡支店 〒933-0023 富山県高岡市末広町３９

島大証券 本店 〒930-0044 富山県富山市中央通り２丁目４番９号

しん証券さかもと 高岡支店 〒933-0023 富山県高岡市末広町６番地の８

しん証券さかもと 南砺支店 〒939-1610 富山県南砺市福光６９５６番地

しん証券さかもと 富山営業部 〒930-0029 富山県富山市本町９番１０号大同生命富山ビル１階

新林証券 本店 〒930-0058 富山県富山市古鍛冶町６－５

新林証券 魚津営業所 〒937-0055 富山県魚津市中央通り１－３－２７

大和証券 富山支店 〒930-8611 富山県富山市荒町３－３

大和証券 高岡支店 〒933-0023 富山県高岡市末広町１０１４

野村證券 富山支店 〒930-0046 富山県富山市堤町通り１－４－３

ほくほくTT証券 本部 〒930-0085 富山県富山市丸の内１－８－１０富山丸の内ビル６階

みずほ証券 富山支店 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り５－１３みずほ銀行富山支店２階

今村証券 本社 〒920-0906 石川県金沢市十間町25

SMBC日興証券 金沢支店 〒920-0919 石川県金沢市南町４－６５

岡三証券 金沢支店 〒920-0961 石川県金沢市香林坊一丁目２番２０号

しん証券さかもと 本店 〒920-0917 石川県金沢市下堤町２５番地

しん証券さかもと 金沢営業部 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町１丁目１１番２４号

しん証券さかもと 小松支店 〒923-0907 石川県小松市浜田町口３４番１

大和証券 金沢支店 〒920-0869 石川県金沢市上堤町３－２５

竹松証券 本店 〒920-0902 石川県金沢市尾張町１－１－２２

野村證券 金沢支店 〒920-0869 石川県金沢市上堤町３－２１

みずほ証券 金沢支店 〒920-0869 石川県金沢市上堤町1-7 みずほ銀行金沢支店2階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 金沢支店 〒920-0961 石川県金沢市香林坊２－３－２５

岩井コスモ証券 福井支店 〒910-0005 福井県福井市大手2-4-24　福井大手ビル１階

SMBC日興証券 福井支店 〒910-0005 福井県福井市大手３－６－１

大和証券 福井支店 〒910-8601 福井県福井市中央１－４－２８

野村證券 福井支店 〒910-0005 福井県福井市大手３－４－１

益茂証券 本店 〒910-0006 福井県福井市中央３－５－１

益茂証券 大野支店 〒912-0052 福井県大野市弥生町３－１１

益茂証券 鯖江支店 〒916-0053 福井県鯖江市日の出町２－１

益茂証券 坂井支店 〒919-0419 福井県坂井市春江町随応寺東３５

みずほ証券 福井支店 〒910-0005 福井県福井市大手２－７－１５

三津井証券 本店 〒910-0023 福井県福井市順化１－２１－１

三津井証券 小浜支店 〒917-0077 福井県小浜市駅前町７－６

三津井証券 武生支店 〒915-0814 福井県越前市中央１－９－２８

リテラ・クレア証券 敦賀支店 〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町２－８－２０－１

藍澤證券 甲府支店 〒400-0032 山梨県甲府市中央１－２０－９

SMBC日興証券 甲府支店 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内２－２９－６

SMBC日興証券 富士吉田支店 〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田２－５－２０

大和証券 甲府支店 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内２－１－１

東海東京証券 甲府支店 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内２－３０－２甲府第一生命ビルディング１階

野村證券 甲府支店 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

みずほ証券 甲府支店 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-19-10 みずほ銀行甲府支店1階

SMBC日興証券 長野支店 〒380-0823 長野県長野市南千歳１－１７－４

SMBC日興証券 松本支店 〒390-0815 長野県松本市深志１－２－１１

大和証券 長野支店 〒380-0824 長野県長野市南石堂町１２８２－１６

大和証券 松本支店 〒390-0874 長野県松本市大手２－３－１８

長野證券 本店 〒380-0826 長野県長野市北石堂町１４４８

長野證券 松本支店 〒390-0811 長野県松本市中央２－４－７

長野證券 中野支店 〒383-0025 長野県中野市三好町１－４－２２

長野證券 須坂支店 〒382-0076 長野県須坂市須坂１２２４－１７

長野證券 吉田支店 〒381-0043 長野県長野市吉田２－６－２８

長野證券 諏訪支店 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪２－１－１１

長野證券 岡谷営業所 〒394-0027 長野県岡谷市中央町１－１－１

長野證券 茅野営業所 〒391-0002 長野県茅野市塚原１－３－２３
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野村證券 長野支店 〒380-0837 長野県長野市南長野末広町１３６１

野村證券 松本支店 〒390-0811 長野県松本市中央２－１－３４

みずほ証券 長野支店 〒380-0824 長野県長野市大字南長野南石堂町１２８２－１１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 長野支店 〒380-0823 長野県長野市南千歳１－１９－４

安藤証券 大垣支店 〒503-0903 岐阜県大垣市東外側町２－８

SMBC日興証券 岐阜支店 〒500-8552 岐阜県岐阜市神田町８－２－３

岡三証券 恵那支店 〒509-7201 岐阜県恵那市大井町字佐渡２０１番の１０

岡地証券 岐阜支店 〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町６－６３Ｆ

岡地証券 多治見支店 〒507-0034 岐阜県多治見市豊岡町１－８０

岡地証券 可児店 〒509-0214 岐阜県可児市広見５－２７－２

木村証券 大垣支店 〒503-0852 岐阜県大垣市禾森町２－７４

三縁証券 大垣支店 〒503-0902 岐阜県大垣市栗屋町１番地

三縁証券 養老営業所 〒503-1314 岐阜県養老郡養老町高田字蓮寺４２１－５

三縁証券 平田営業所 〒503-0321 岐阜県海津市平田町今尾字中区１６１８－１

三縁証券 多治見営業所 〒507-0035 岐阜県多治見市栄町１－６－１

十六ＴＴ証券 本店営業部 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-27大岐阜ビル

十六ＴＴ証券 大垣支店 〒503-0901 岐阜県大垣市高屋町1丁目26番地　十六銀行大垣支店内

十六ＴＴ証券 多治見支店 〒507-0033 岐阜県多治見市本町3-101-1クリスタルプラザ多治見２階

十六ＴＴ証券 中津川支店 〒508-0033 岐阜県中津川市太田町２－４－６

新大垣証券 本店 〒503-0864 岐阜県大垣市南頬町４丁目５０番地の３

新大垣証券 羽島営業所 〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平３丁目４７番地

新大垣証券 瑞穂営業所 〒501-0204 岐阜県瑞穂市馬場春雨町１丁目４８番地

新大垣証券 垂井営業所 〒503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代字四辻２９０６－１

新大垣証券 高山営業所 〒506-0052 岐阜県高山市下岡本町１４３９番地の４

大和証券 岐阜支店 〒500-8407 岐阜県岐阜市高砂町1-17 岐阜イーストライジング24 2階

野村證券 岐阜支店 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町７－１５

みずほ証券 岐阜支店 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町７－２

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岐阜支店 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町７－７－６

藍澤證券 三島支店 〒411-0036 静岡県三島市一番町１５－３３朝日生命三島ビル１Ｆ・２Ｆ

藍澤證券 御殿場支店 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原５４０－２

藍澤證券 熱海営業所 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町９－１第一ビル２Ｆ

藍澤證券 下田支店 〒415-0035 静岡県下田市東本郷１－１９－１３

藍澤證券 富士支店 〒417-0047 静岡県富士市青島町１９２－２

藍澤證券 富士宮支店 〒418-0066 静岡県富士宮市大宮町１０－３

藍澤證券 静岡支店 〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１－１－２静岡呉服町スクエア１Ｆ

藍澤證券 島田支店 〒427-0026 静岡県島田市扇町１１－５

藍澤證券 掛川支店 〒436-0056 静岡県掛川市中央１－１１－９

SMBC日興証券 静岡支店 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１

SMBC日興証券 浜松支店 〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町１２４

SMBC日興証券 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町５－２－４

SMBC日興証券 磐田支店 〒438-0071 静岡県磐田市今之浦３－１－１

岡三証券 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町二丁目４番１号

岡三証券 静岡支店 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町４番地の１

岡三証券 浜松支店 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町３２４番地３

静岡東海証券 本店営業部 〒420-0064 静岡県静岡市葵区本通１－２－１３小長井タイプビル１階

静岡東海証券 浜松支店 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央３－７－１

静岡東海証券 掛川支店 〒436-0079 静岡県掛川市掛川４０２－１

静岡東海証券 富士支店 〒416-0954 静岡県富士市本市場町８１６

静岡東海証券 沼津支店 〒410-0046 静岡県沼津市米山町２－２９

静岡東海証券 藤枝支店 〒426-0061 静岡県藤枝市田沼１－３０－１５

静銀ティーエム証券 本社 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町１番１３号  アゴラ静岡４階

静銀ティーエム証券 本店営業部 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町１番１３号  アゴラ静岡２階

静銀ティーエム証券 本店営業部東静岡証券プラザ 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金６丁目８番５－１号  マークス・ザ・タワー東静岡１階

静銀ティーエム証券 清水支店 〒424-0812 静岡県静岡市清水区小芝町２番１号  静岡銀行清水中央支店２階

静銀ティーエム証券 藤枝支店 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前１丁目６番４号  静岡銀行藤枝駅支店２階

静銀ティーエム証券 島田支店 〒427-0022 静岡県島田市本通三丁目６番の２  静岡銀行島田支店１階

静銀ティーエム証券 沼津支店 〒410-0055 静岡県沼津市高島本町１番地の１  静岡銀行沼津駅北支店２階

静銀ティーエム証券 富士支店 〒417-0055 静岡県富士市永田町１丁目７０番地  静岡銀行富士中央支店２階

静銀ティーエム証券 三島支店 〒411-0838 静岡県三島市中田町１０番２９号  静岡銀行三島支店２階

静銀ティーエム証券 熱海支店 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町１４番８号  静岡銀行熱海支店３階

静銀ティーエム証券 浜松支店 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町３２２番地の７ アゴラ浜松２階

岐阜県

静岡県



静銀ティーエム証券 掛川支店 〒436-0056 静岡県掛川市中央１丁目２２番地の１０ 静岡銀行掛川支店２階

静銀ティーエム証券 磐田支店 〒438-0073 静岡県磐田市二之宮東１番地１ 静岡銀行磐田支店２階

静銀ティーエム証券 浜松北支店 〒433-8114 静岡県浜松市中区葵東１丁目５番２号 静岡銀行葵町支店２階

静銀ティーエム証券 浜松西支店 〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町９７８４番地の１静岡銀行入野支店１階

静銀ティーエム証券 浜北中央支店 〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢３１８番地の１ 静岡銀行浜北支店２階

証券ジャパン 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町３－９－１

大和証券 静岡支店 〒420-8722 静岡県静岡市葵区追手町１－１

大和証券 浜松支店 〒430-8675 静岡県浜松市中区砂山町６－１

大和証券 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町５－７－２２

東海東京証券 静岡支店 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町４－８

東海東京証券 浜松支店 〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町３１１－１４  浜松てんまビル

東洋証券 清水支店 〒424-0821 静岡県静岡市清水区相生町５－１

東洋証券 藤枝支店 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前１－５－２１

内藤証券 焼津支店 〒425-0036 静岡県焼津市西小川７－２－２

野村證券 静岡支店 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町６番地の６

野村證券 浜松支店 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町３３０－５

野村證券 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町３－４－２１

みずほ証券 静岡支店 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町８－１みずほ銀行静岡支店７階

みずほ証券 浜松支店 〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町３３２－１みずほ銀行浜松支店３階

みずほ証券 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町３－８－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 浜松支店 〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町１４０－４

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 沼津支店 〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-8-25

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 静岡支店 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町５－９

アーク証券 名古屋本店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－１１－２５  アーク栄錦ニュービジネスビル

藍澤證券 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－１９－２５日本生命広小路ビル４Ｆ

安藤証券 本店 〒460-8619 愛知県名古屋市中区３－２３－２１

安藤証券 名古屋駅前支店 〒450-6416 愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング１６階

安藤証券 藤が丘支店 〒465-0033 愛知県名古屋市名東区明が丘１１３

安藤証券 徳重支店 〒458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１－４０１ユメリア徳重２階

安藤証券 高畑支店 〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑１－２４１

岩井コスモ証券 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－７－１３コスモ栄ビル２階

SMBC日興証券 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－２－３

SMBC日興証券 名古屋駅前支店 〒450-6629 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３

SMBC日興証券 名古屋中央支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－１８－１９

岡三証券 名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目５番２８号

岡三証券 金山支店 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１３番６号

岡地証券 本店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－７－２６

木村証券 本店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－８－２１

木村証券 日比野支店 〒456-0072 愛知県名古屋市熱田区川並町２－１６白鳥ビル１階

木村証券 守山支店 〒463-0042 愛知県名古屋市守山区野萩町１３－１４

木村証券 小田井支店 〒452-0815 愛知県名古屋市西区八筋町６８番

極東証券 名古屋支店 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１－１３－３  ＮＨＫ名古屋放送センタービル３階

寿証券 本社 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－７－２

寿証券 星ヶ丘営業所 〒465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通三丁目２４番２号

寿証券 大曽根営業所 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根三丁目１５番５８号大曽根フロントビル１Ｆ

三縁証券 本店 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２４－３０

大万証券 本社 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－１１－３１

大万証券 下之一色営業所 〒454-0945 愛知県名古屋市中川区下之一色町字波花１１２

大和証券 名古屋支店 〒450-6320 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１（ＪＰタワー名古屋２０階）

立花証券 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－１－１広小路本町ビルディング２階

東海東京証券 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－６－１栄三丁目ビルディング（ラシック）９階

東海東京証券 名古屋支店八事営業所 〒468-0076 愛知県名古屋市天白区八事石坂５０６－１

東海東京証券 藤が丘支店 〒465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４２－７

東海東京証券 新瑞橋支店 〒467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通８－２７

東海東京証券 鳴海支店 〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字矢切５８－１

東海東京証券 マニーク名駅ユニモール店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－５－２６号先ユニモール地下街

東海東京証券 マニークサカエチカ店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－４－６先サカエチカ

東海東京証券 マニークららぽーと名古屋みなとアクルス店 〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明２－３－２ららぽーと名古屋みなとアクルス店１階１５９１

東洋証券 名古屋支店 〒461-0008 愛知県名古屋市東区武平町五丁目１番地名古屋栄ビルディング５階

野村證券 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－１９－２２

野村證券 名古屋駅前支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－７－１

　名古屋市内

愛知県



百五証券 名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２６番１３号

丸三証券 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－１９－１８

丸八証券 本店 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町２－４坂種栄ビル１４階

丸八証券 本店営業部 〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町２－４坂種栄ビル１階

丸八証券 庄内支店 〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通３－５

丸八証券 藤が丘支店 〒465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘１３８－１

丸八証券 中村支店 〒453-0834 愛知県名古屋市中村区豊国通２－２

みずほ証券 名古屋駅前支店 〒450-6628 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ＪＲゲートタワー２８階

みずほ証券 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－３－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－２０－１５

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋駅前支店 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１－２４－２０

豊証券 本店 〒460－0008 愛知県名古屋市中区栄３－７－１

安藤証券 東海支店 〒477-0036 愛知県東海市横須賀町四ノ割２９

安藤証券 半田支店 〒475-0903 愛知県半田市出口町１－１３０－１

安藤証券 常滑支店 〒479-0838 愛知県常滑市鯉江本町５－１６０

安藤証券 知立支店 〒472-0037 愛知県知立市栄１－８なるせビル５階

安藤証券 西尾支店 〒445-0865 愛知県西尾市本町１－３

安藤証券 豊田支店 〒471-0869 愛知県豊田市十塚町４－４０

安藤証券 小牧支店 〒485-0029 愛知県小牧市中央１－１８１

安藤証券 岩倉支店 〒482-0022 愛知県岩倉市栄町１－１１７

SMBC日興証券 豊橋支店 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通２－２６－１

SMBC日興証券 岡崎支店 〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西２－１５

岡三証券 長久手支店 〒480-1168 愛知県長久手市坊の後１４２２番地

岡三証券 刈谷支店 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町二丁目１０１番地

岡地証券 一宮支店 〒491-0859 愛知県一宮市本町４－１－３

岡地証券 岡崎支店 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字川端１０

岡地証券 豊橋支店 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通３－５１

岡地証券 江南店 〒483-8271 愛知県江南市古知野町桃源９０

岡地証券 新城店 〒441-1374 愛知県新城市字町並２０３

岡地証券 津島店 〒496-0807 愛知県津島市天王通り６－７－１

岡地証券 一色店 〒444-0423 愛知県西尾市一色町一色亥新田２６０－９

岡地証券 西尾支店 〒445-0864 愛知県西尾市寄住町洲田３４－５

木村証券 大府支店 〒474-0036 愛知県大府市月見町３－３０

寿証券 稲沢営業所 〒492-8091 愛知県稲沢市下津鞍掛一丁目2番13号

寿証券 安城営業所 〒446-0032 愛知県安城市御幸本町１３番２０号

三縁証券 弥富営業所 〒498-0023 愛知県弥富市鯏浦町上六５７番地

三縁証券 蟹江営業所 〒497-0055 愛知県海部郡蟹江町源氏３－２１８

大万証券 岡崎支店 〒444-0046 愛知県岡崎市連尺通２－２７－１

大万証券 犬山支店 〒484-0081 愛知県犬山市大字犬山字富士見町１０－１１

大和証券 豊橋支店 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１－２７－１

大和証券 岡崎支店 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町２－１６

大和証券 一宮支店 〒491-0859 愛知県一宮市本町３－２－１４

田原証券 本店 〒441-3421 愛知県田原市田原町本町４１

田原証券 福江営業所 〒441-3613 愛知県田原市古田町宮の前５２－６

田原証券 豊川営業所 〒442-0854 愛知県豊川市国府町下坊入３－１

東海東京証券 名古屋支店東海営業所 〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田１３７ユウナル東海２階

東海東京証券 一宮支店 〒491-0859 愛知県一宮市本町４－６－７

東海東京証券 木曽川支店 〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字古城１７－１２

東海東京証券 小牧支店 〒485-0029 愛知県小牧市中央１－２９３ディージービル小牧中央

東海東京証券 春日井支店 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町６－５５－１ティクスビル

東海東京証券 瀬戸支店 〒489-0044 愛知県瀬戸市栄町４５パルティせと２階

東海東京証券 豊田支店 〒471-0025 愛知県豊田市西町６－６１

東海東京証券 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字池下２－１

東海東京証券 安城支店 〒446-0041 愛知県安城市桜町１７－５

東海東京証券 刈谷支店 〒448-0028 愛知県刈谷市桜町２－３２

東海東京証券 半田支店 〒475-0858 愛知県半田市泉町１１－１

東海東京証券 碧南支店 〒447-0876 愛知県碧南市野田町６

東海東京証券 豊橋支店蒲郡営業所 〒443-0043 愛知県蒲郡市港町18-25

東海東京証券 豊橋支店 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１－５５ココラフロント４階

東海東京証券 豊橋支店田原営業所 〒441-3421 愛知県田原市田原町築出５－１

東海東京証券 豊橋支店豊川営業所 〒442-0051 愛知県豊川市中央通２－１３　豊川中央通りビル

東海東京証券 西尾支店 〒445-0064 愛知県西尾市高畠町３－７５－５

　その他
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東海東京証券 トヨタFS営業部メグリア三好営業所 〒470-0208 愛知県みよし市ひばりヶ丘２－１－５メグリア三好店（ＢＦ）

東海東京証券 トヨタFS営業部メグリア本店内営業所 〒471-0833 愛知県豊田市山之手８－９２メグリア本店３階

東海東京証券 トヨタFS営業部イオンモール東浦内営業所 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦

東海東京証券 プレミアサロン豊田営業所 〒471-0027 愛知県豊田市喜多町２－１６０コモ・スクエア５階

東海東京証券 マニーク東海店 〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田１３７ユウナル東海１階

野畑証券 本店 〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西３丁目１８番地２

野村證券 豊橋支店 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１－３８

野村證券 岡崎支店 〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西２－１１

野村證券 豊田支店 〒471-0025 愛知県豊田市西町１－２００

野村證券 刈谷支店 〒448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目１０番２号

野村證券 春日井支店 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町四丁目６８番地

丸三証券 一宮支店 〒491-0858 愛知県一宮市栄３－６－７栄ビル

丸八証券 蒲郡支店 〒443-0043 愛知県蒲郡市元町８－１２

丸八証券 安城支店 〒446-0032 愛知県安城市御幸本町２－５

丸八証券 西尾支店 〒445-0853 愛知県西尾市桜木町３－１７－１

みずほ証券 豊橋支店 〒440-0881 愛知県豊橋市広小路１－３９みずほ銀行豊橋支店３階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 刈谷支店 〒448-0027 愛知県刈谷市相生町１－１－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 豊橋支店 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１－２７

SMBC日興証券 四日市支店 〒510-0075 三重県四日市市安島１－２－２７

岡三証券 四日市支店 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町２０番１１号

岡三証券 鈴鹿支店 〒513-0809 三重県鈴鹿市西条四丁目８７番地２

岡三証券 津支店 〒514-0032 三重県津市中央５番２０号

岡三証券 伊賀上野支店 〒518-0861 三重県伊賀市上野東町２９２０

岡三証券 名張支店 〒518-0775 三重県名張市希央台５番町１１番地

岡三証券 松阪支店 〒515-0083 三重県松阪市中町六丁目８番地１

岡三証券 伊勢支店 〒516-0074 三重県伊勢市本町１１番１号

岡三証券 志摩支店 〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方４０４２番地

岡三証券 尾鷲支店 〒519-3652 三重県尾鷲市古戸町１２番１１号

岡地証券 桑名支店 〒511-0061 三重県桑名市寿町２－３１－２０

三縁証券 桑名支店 〒511-0068 三重県桑名市中央町１－２９

三縁証券 亀山営業所 〒519-0214 三重県亀山市東御幸町字実泥５９番地

大和証券 津支店 〒514-8601 三重県津市丸之内３２－１８

東海東京証券 桑名支店 〒511-0079 三重県桑名市有楽町６５

東海東京証券 四日市支店 〒510-0074 三重県四日市市鵜の森１－３－２３

東海東京証券 三重中央支店 〒514-0009 三重県津市羽所町官有地ＪＲ津駅「津チャム」地下１階

野村證券 四日市支店 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町１－１５

野村證券 津支店 〒514-0009 三重県津市羽所町３７１

百五証券 本社営業部 〒514-8668 三重県津市岩田２１番２７号

百五証券 四日市支店 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町６番４号

百五証券 松阪支店 〒515-0005 三重県松阪市鎌田町１０３番地の１

百五証券 伊勢支店 〒516-0036 三重県伊勢市岡本１丁目３番３号

松阪証券 本店 〒515-0082 三重県松阪市魚町１７４１番地１２

みずほ証券 四日市支店 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町７－３１

みずほ証券 伊賀上野支店 〒518-0861 三重県伊賀市上野東町２９５８

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 津支店 〒514-0028 三重県津市東丸之内２２－１４

エース証券 草津支店 〒525-0032 滋賀県草津市大路１丁目１２番１２号

エース証券 長浜支店 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町９番１号

エース証券 彦根支店 〒522-0074 滋賀県彦根市大東町１４番１５号

エース証券 八日市支店 〒527-0022 滋賀県東近江市八日市上之町１番４３号

SMBC日興証券 大津支店 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津１－２－１２

大和証券 彦根支店 〒522-0075 滋賀県彦根市佐和町６－９

西村証券 草津支店 〒525-0032 滋賀県草津市大路一丁目１２－１

野村證券 大津支店 〒520-0046 滋賀県大津市長等３－１－２７

廣田証券 八日市支店 〒527-0012 滋賀県東近江市八日市本町２－１８

廣田証券 草津支店 〒525-0032 滋賀県草津市大路２－１－５３

みずほ証券 大津支店 〒520-0041 滋賀県大津市浜町1-1 みずほ銀行大津支店1階

藍澤證券 京都支店 〒604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町４３５第一生命ビル１Ｆ

岩井コスモ証券 京都支店 〒600-8006 京都府京都市下京区四条通高倉東入ル立売中之町91

SMBC日興証券 京都支店 〒600-8006 京都府京都市下京区四条通堺町東入立売中之町９６

岡三証券 京都支店 〒600-8007 京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６６番地

三重県

滋賀県

京都府
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岡三証券 宮津支店 〒626-0041 京都府宮津市鶴賀２０６６番の６９

京銀証券 本社 〒600-8416 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００京都銀行本店東館６階

大和証券 京都支店 〒600-8002 京都府京都市下京区御旅町39-1シカタビル5階

東海東京証券 京都支店 〒600-8492 京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町６２

東洋証券 京都支店 〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０ＣＯＣＯＮＫＡＲＡＳＵＭＡ８階

西村証券 本店 〒600-8007 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町６５

西村証券 亀岡支店 〒621-0804 京都府亀岡市追分町馬場通５

西村証券 大久保支店 〒611-0031 京都府宇治市広野町西裏８７ザ・ガーデンコミューンＣ２Ｆ

西村証券 舞鶴支店 〒625-0036 京都府舞鶴市字浜８０８

西村証券 綾部支店 〒623-0021 京都府綾部市本町六丁目４０－２

野村證券 京都支店 〒600-8441 京都府京都市下京区四条通堺町角

野村證券 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ京都ｵﾌｨｽ 〒604-0827 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町５３７－４

丸三証券 京都支店 〒600-8007 京都府京都市下京区四条通東洞院東入る立売西町６０日本生命四条ビル９階

丸近證券 本店 〒600-8033 京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町５２６

みずほ証券 京都支店 〒600-8006 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町９９

みずほ証券 福知山支店 〒620-0000 京都府福知山市字天田小字木村前１９４－４

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 京都支店 〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町１０

藍澤證券 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－６－２６

安藤証券 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜１－８－１６大阪証券取引所ビル１０階

池田泉州TT証券 企画総務部 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２－１淀川５番館１２Ｆ

池田泉州TT証券 本店営業部 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２－１淀川５番館９Ｆ

岩井コスモ証券 本店 〒541-8521 大阪府大阪市中央区今橋1-8-12　今橋野村ビル１階

岩井コスモ証券 梅田支店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田２－４－１３阪神産経桜橋ビル３階

岩井コスモ証券 阿倍野支店 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－３－２１岸本ビル４階

永和証券 本社 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋１－７－２２

エース証券 本社 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町２－６－１１

エース証券 千里山支店 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西５丁目３番１号

SMBC日興証券 大阪支店 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２－１１－８

SMBC日興証券 京橋支店 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２－４－２０

SMBC日興証券 難波支店 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－４－４

SMBC日興証券 あべのハルカス支店 〒545-6024 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

SMBC日興証券 備後町支店 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町３－６－１

SMBC日興証券 梅田支店 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－１

SMBC日興証券 城東支店 〒536-0004 大阪府大阪市城東区今福西１－９－７

岡三証券 大阪店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番７号

岡三証券 梅田支店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目１２番１７号

岡三証券 阿倍野支店 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１０番１－１００号

岡安証券 本店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－１－２沢の鶴ビル１階

岡安商事 本社 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２丁目３番８号

極東証券 大阪支店 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町３－５－７御堂筋本町ビル１階

光世証券 本店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－１－１０

大和証券 大阪支店 〒530-8265 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－１３－２０

大和証券 梅田支店 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－３（阪急三番街南館２階）

大和証券 難波支店 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60　南海ビル1階・なんばスカイオ23階

大和証券 京橋支店 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２－３－１４

大和証券 阿倍野支店 〒545-6018 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス　18階

立花証券 大阪支店 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２－１６－１９メッセージ梅田ビル３階

東海東京証券 大阪支店 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１－７－１

東海東京証券 梅田支店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-400

東洋証券 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２丁目６番１８号淀屋橋スクエアビル内

内藤証券 本店 〒530-6119 大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル１９階

野村證券 大阪支店 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３－５－１２

野村證券 天王寺支店 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１

野村證券 梅田支店 〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町２番４号

野村證券 なんば支店 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－１－１５

廣田証券 大阪本店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜１－１－２４

フジトミ 大阪支店 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３－４－２６出光ナガホリビル１１階

丸三証券 大阪支店 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町１－７－１５明治安田生命堺筋本町ビル２階

みずほ証券 阿倍野支店 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３８みずほ銀行阿倍野橋支店７階

みずほ証券 十三支店 〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１－５－５みずほ銀行十三支店２階

みずほ証券 梅田支店 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－３阪急三番街２階

大阪府

　大阪市内



みずほ証券 大阪営業部 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町４－１－１

みずほ証券 難波支店 〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１３－１３

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大阪支店 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町３－５－６

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 梅田支店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－８－１７

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 難波支店 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波２－２－３

むさし証券 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－１－５平和不動産北浜ビル２階

リテラ・クレア証券 大阪支店 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１－４－１２桜橋プラザビル２階

藍澤證券 豊中支店 〒561-0884 大阪府豊中市岡町北１－２－１７

藍澤證券 箕面支店 〒562-0001 大阪府箕面市箕面６－４－４６みのおメイト２Ｆ

藍澤證券 吹田支店 〒564-0027 大阪府吹田市朝日町３－２０１－０５さんくす三番館２Ｆ

藍澤證券 枚方支店 〒573-1197 大阪府枚方市禁野本町１－１８－８

藍澤證券 藤井寺支店 〒583-0026 大阪府藤井寺市春日丘１－２－２９

藍澤證券 泉佐野支店 〒598-0007 大阪府泉佐野市上町３－１－３

池田泉州TT証券 池田支店 〒563-0025 大阪府池田市城南２丁目１番１１号

池田泉州TT証券 堺支店 〒590-0048 大阪府堺市堺区一条通１４番８号

池田泉州TT証券 岸和田支店 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町２６番１５号

岩井コスモ証券 くずは支店 〒573-1106 大阪府枚方市町樟葉１－６－６

岩井コスモ証券 堺支店 〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町２－４－１８現代堺東駅前ビル８階

岩井コスモ証券 岸和田支店 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町２７－１

SMBC日興証券 小阪支店 〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町１－２－３

SMBC日興証券 堺支店 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町２－３－２０

SMBC日興証券 枚方支店 〒573-0032 大阪府枚方市岡東町５－２３

SMBC日興証券 高槻支店 〒569-1123 大阪府高槻市芥川町１－７－２６

SMBC日興証券 千里中央支店 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－１－５

SMBC日興証券 守口支店 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通１－１－４

SMBC日興証券 茨木支店 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町２－２５

SMBC日興証券 豊中支店 〒560-0021 大阪府豊中市本町１－２－５７

SMBC日興証券 香里支店 〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町３１－１８

SMBC日興証券 八尾支店 〒581-0803 大阪府八尾市光町１－６１

SMBC日興証券 鳳支店 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町１－６７－５

SMBC日興証券 岸和田支店 〒596-0825 大阪府岸和田市土生町３－１５－２２

岡三証券 千里支店 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台一丁目２番Ｄ９

岡三証券 東大阪支店 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂一丁目１１番２２号

岡三証券 堺支店 〒590-0048 大阪府堺市堺区一条通２０番１号

岡三証券 藤井寺支店 〒583-0027 大阪府藤井寺市岡二丁目１２番６号

大和証券 岸和田支店 〒596-0055 大阪府岸和田市五軒屋町３－８

大和証券 豊中支店 〒560-0021 大阪府豊中市本町１－５－９

大和証券 茨木支店 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町１０－１（茨木東阪急ビル２階）

大和証券 堺支店 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町２－３－１

内藤証券 住道支店 〒574-0041 大阪府大東市浜町９－１０住道駅前ビル１Ｆ

内藤証券 寝屋川支店 〒572-0837 大阪府寝屋川市早子町１０－２１太陽生命ビル１階

内藤証券 金剛支店 〒589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－６５０－３

内藤証券 八尾支店 〒581-0004 大阪府八尾市東本町３－６－１０

内藤証券 河内長野支店 〒586-0014 大阪府河内長野市長野町４－９

野村證券 堺支店 〒590-0028 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９

野村證券 東大阪支店 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂２－２－１８

野村證券 枚方支店 〒573-0032 大阪府枚方市岡東町５－１５

野村證券 高槻支店 〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町３－１－１０１

野村證券 豊中支店 〒560-0021 大阪府豊中市本町１－２－３３

廣田証券 茨木支店 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町８－２２

みずほ証券 堺支店 〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町２－４－１６みずほ銀行堺支店５階

みずほ証券 池田支店 〒563-0055 大阪府池田市菅原町３－１－１１６

みずほ証券 枚方支店 〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町２－６－５

みずほ証券 東大阪支店 〒577-0841 大阪府東大阪市足代２－２－２５

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 堺東支店 〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町２－４－１３

相生証券 本店 〒678-0005 兵庫県相生市大石町４－２５

相生証券 赤穂営業所 〒678-0232 兵庫県赤穂市中広９８０

藍澤證券 神戸支店 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通７－１－１日本生命三宮駅前ビル３Ｆ

藍澤證券 芦屋支店 〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町２－６ラ・モール芦屋

藍澤證券 加古川支店 〒675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１３－４

安藤証券 塚口支店 〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－１３

　その他

兵庫県



池田泉州TT証券 神戸支店 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通７丁目１番１号ミント神戸１３階

岩井コスモ証券 川西支店 〒666-0033 兵庫県川西市栄町１０－５－１０２

岩井コスモ証券 神戸支店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－３－１１

エース証券 芦屋支店 〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町５番１号

SMBC日興証券 神戸支店 〒651-0177 兵庫県神戸市中央区三宮町２－７－４

SMBC日興証券 明石支店 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町１－５－４

SMBC日興証券 西宮支店 〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園１－１－１０

SMBC日興証券 伊丹支店 〒664-0851 兵庫県伊丹市中央３－５－２３

SMBC日興証券 姫路支店 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町７３

SMBC日興証券 三宮支店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－５－１

SMBC日興証券 芦屋支店 〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町１１－２４－１０９

SMBC日興証券 神戸中央支店 〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町４－４－１７

SMBC日興証券 三木支店 〒673-0431 兵庫県三木市本町２－３－１２

SMBC日興証券 川西支店 〒666-0015 兵庫県川西市小花１丁目７番９号

岡三証券 神戸支店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目１番２号

岡三証券 姫路支店 〒670-0911 兵庫県姫路市十二所前町４５番地

岡安証券 豊岡営業所 〒668-0032 兵庫県豊岡市千代田町９－４０大開西会館

篠山証券 本店 〒669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町２２０

篠山証券 柏原営業所 〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原７８０－３

篠山証券 和田山営業所 〒669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田６１５

大山日ノ丸証券 豊岡支店 〒668-0022 兵庫県豊岡市小田井町１３－２２

大和証券 神戸支店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－２－４

大和証券 姫路支店 〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町６０（マルイト姫路ビル１階）

大和証券 尼崎支店 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通４－２７

大和証券 明石支店 〒673-0892 兵庫県明石市本町２－２－２２

大和証券 西宮支店 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町３－３２（北口南阪急ビル２階）

東洋証券 神戸支店 〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通り４－２－１４（トロア神戸ビル１Ｆ）

内藤証券 三田支店 〒669-1529 兵庫県三田市中央町４－５

日産証券 芦屋支店 〒659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町１－１０

野村證券 神戸支店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－５－３２

野村證券 姫路支店 〒670-0902 兵庫県姫路市白銀町１８

野村證券 西宮支店 〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園１－３－８

野村證券 明石支店 〒673-0892 兵庫県明石市本町２－１－２６

播陽証券 本店営業部 〒670-0925 兵庫県姫路市亀井町５３

光証券 本店 〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町３－４－２

廣田証券 神戸支店 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通５－３－１

廣田証券 洲本支店 〒656-0026 兵庫県洲本市栄町２－３－３５

廣田証券 ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ営業所 〒669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２－３－１

丸三証券 川西支店 〒666-0016 兵庫県川西市中央町３－２川西北ビル

みずほ証券 神戸支店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－３－１みずほ銀行神戸支店９階

みずほ証券 姫路支店 〒670-0924 兵庫県姫路市紺屋町55 みずほ銀行姫路支店1階

みずほ証券 尼崎支店 〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通３－８７みずほ銀行尼崎支店２階

みずほ証券 明石支店 〒673-0892 兵庫県明石市本町２－１－２９

みずほ証券 西宮支店 〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1-9-4

みずほ証券 洲本支店 〒656-0026 兵庫県洲本市栄町２－３－２２

みずほ証券 西脇支店 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇９９０

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 神戸支店 〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町４８

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 姫路支店 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町１４０

リテラ・クレア証券 姫路支店 〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町３３０しわくビル１階

リテラ・クレア証券 豊岡支店 〒668-0026 兵庫県豊岡市元町１－６

藍澤證券 生駒支店 〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12　生駒セイセイビル5F

藍澤證券 五條支店 〒637-0042 奈良県五條市五條２－３９０－１

藍澤證券 吉野支店 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕８６８－５

岩井コスモ証券 奈良支店 〒630-8214 奈良県奈良市東向北町１－１

岩井コスモ証券 高田支店 〒635-0086 奈良県大和高田市南本町１１－１１

エース証券 橿原支店 〒634-0804 奈良県橿原市内膳町１丁目３番１４号

SMBC日興証券 奈良支店 〒630-8241 奈良県奈良市高天町４８－５

SMBC日興証券 学園前支店 〒631-0034 奈良県奈良市学園南３－１－５

岡三証券 奈良支店 〒630-8231 奈良県奈良市本子守町１番地１

岡安証券 奈良王寺支店 〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺２－７－２３亀井ビル１階

岡安証券 奈良王寺支店
西大和出張所 〒639-0201 奈良県北葛城郡上牧町片岡台２－６－１８

大和証券 奈良支店 〒630-8666 奈良県奈良市高天町４８－１

奈良県



東洋証券 奈良支店 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町１－１－３２（奈良交通第３ビル）

内藤証券 橿原支店 〒634-0063 奈良県橿原市久米町６６３トミー橿原ビル１階

野村證券 奈良支店 〒630-8227 奈良県奈良市林小路町４５

みずほ証券 奈良支店 〒630-8227 奈良県奈良市林小路町１－１

みずほ証券 高田支店 〒635-0061 奈良県大和高田市礒野東町１－７

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 奈良支店 〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－１－５６

岩井コスモ証券 和歌山支店 〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町５－１－８山榮ビル６階

エース証券 和歌山支店 〒640-8152 和歌山県和歌山市十番丁２１

SMBC日興証券 和歌山支店 〒640-8154 和歌山県和歌山市六番丁２４

岡三証券 和歌山支店 〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁１１番地

大和証券 和歌山支店 〒640-8651 和歌山県和歌山市本町１－４７

東海東京証券 和歌山支店 〒640-8033 和歌山県和歌山市本町４－４５

内藤証券 田辺支店 〒646-0026 和歌山県田辺市宝来町２２－２

内藤証券 新宮支店 〒647-0016 和歌山県新宮市谷王子４５６－１

内藤証券 和歌山支店 〒640-8156 和歌山県和歌山市美園町５丁目１番地の２新橘ビル１階

内藤証券 有田支店 〒643-0033 和歌山県有田郡有田川町明王寺２３４畑田ビル

内藤証券 海南支店 〒642-0002 和歌山県海南市日方１２７１－９９

みずほ証券 和歌山支店 〒640-8159 和歌山県和歌山市十一番丁 ９

みずほ証券 田辺支店 〒646-0027 和歌山県田辺市朝日ヶ丘24-20

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 和歌山支店 〒640-8152 和歌山県和歌山市十番丁１９

SMBC日興証券 米子支店 〒683-0053 鳥取県米子市明治町２５３

ごうぎん証券 鳥取支店 〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町４０２番地山陰合同銀行鳥取営業本部ビル内５階

ごうぎん証券 米子支店 〒683-0823 鳥取県米子市加茂町２丁目１０４番地山陰合同銀行米子支店内３階

大山日ノ丸証券 本店 〒680-0841 鳥取県鳥取市吉方温泉３丁目１０１番地

大山日ノ丸証券 倉吉支店 〒682-0804 鳥取県倉吉市東昭和町６－１

大山日ノ丸証券 米子支店 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳２９２－１

大和証券 鳥取支店 〒680-8511 鳥取県鳥取市今町１－１２１

野村證券 米子支店 〒683-0812 鳥取県米子市角盤町１－２７－１３

野村證券 米子支店鳥取営業所 〒680-0835 鳥取県鳥取市東品治町１０２番地

岩井コスモ証券 松江支店 〒690-0887 島根県松江市殿町１１１

ごうぎん証券 本社 〒690-0055 島根県松江市津田町３１９番地１

ごうぎん証券 松江支店 〒690-0062 島根県松江市魚町１０番地山陰合同銀行本店営業部内２階

ごうぎん証券 出雲支店 〒693-0002 島根県出雲市今市町北本町１丁目２番地ＳＡＫＡＹＡビル６階

大和証券 松江支店 〒690-0003 島根県松江市朝日町４８０－８

東洋証券 浜田支店 〒697-0027 島根県浜田市殿町８２－８

東洋証券 出雲支店 〒693-0004 島根県出雲市渡橋町６８

野村證券 松江支店 〒690-0003 島根県松江市朝日町４８４－１６

みずほ証券 松江支店 〒690-0003 島根県松江市朝日町４７７－１７

藍澤證券 岡山支店 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町３－１０岡山ニューシティビル４Ｆ

SMBC日興証券 岡山支店 〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町７－３３

岡三証券 岡山支店 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町一丁目１番２７号

岡三証券 玉野支店 〒706-0002 岡山県玉野市築港二丁目４番１２号

香川証券 児島支店 〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前１－５４－３

大山日ノ丸証券 倉敷支店 〒710-0046 岡山県倉敷市中央１－４－５

大和証券 岡山支店 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井１－１－３

中銀証券 本店営業部 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町２番５号ちゅうぎん駅前ビル７階

中銀証券 倉敷支店 〒710-0055 岡山県倉敷市阿知１丁目１５番３号倉敷ビジネススクエア６階

中銀証券 津山支店 〒708-0023 岡山県津山市大手町６番地の８

東海東京証券 岡山支店 〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町８－２２

日産証券 津山支店 〒708-0051 岡山県津山市椿高下３５－２

野村證券 岡山支店 〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町６－２４

野村證券 倉敷支店 〒710-0055 岡山県倉敷市阿知３－９－１０

ひろぎん証券 福山支店岡山営業所 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町１－３（広島銀行岡山支店内）

丸三証券 岡山支店 〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町１－２８

みずほ証券 岡山支店 〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１－８－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岡山支店 〒700-0827 岡山県岡山市北区平和町１－１

藍澤證券 福山支店 〒720-0065 広島県福山市東桜町1-1　アイネスフクヤマ1F

藍澤證券 広島支店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町３－１－９

島根県

岡山県

広島県

和歌山県

鳥取県



藍澤證券 東広島支店 〒739-0014 広島県東広島市西条昭和町３－８

岩井コスモ証券 福山支店 〒720-0812 広島県福山市霞町１－１－２４

SMBC日興証券 広島支店 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町１－２－２７

SMBC日興証券 福山支店 〒720-0063 広島県福山市元町６番１１号

岡三証券 広島支店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町二丁目８番４号

三縁証券 三原支店 〒723-0017 広島県三原市港町１－６－１６

大和証券 広島支店 〒730-0011 広島県広島市中区基町１２－９

大和証券 福山支店 〒720-8641 広島県福山市延広町１－１

中銀証券 福山支店 〒720-0811 広島県福山市紅葉町１番１号福山ちゅうぎんビル５階

東洋証券 福山支店 〒720-0064 広島県福山市延広町１－２５（明治安田生命福山駅前ビル１Ｆ）

東洋証券 府中営業所 〒726-0003 広島県府中市元町４４５－１（府中商工会議所会館３階３０８号室）

東洋証券 三原支店 〒723-0014 広島県三原市城町１－９－７

東洋証券 呉支店 〒737-0051 広島県呉市中央１－６－９

東洋証券 広島支店 〒730-0037 広島県広島市中区中町７番３２号（ニッセイ広島ビル）

野村證券 広島支店 〒730-0032 広島県広島市中区立町２－２３

野村證券 福山支店 〒720-0065 広島県福山市東桜町３－１

ひろぎん証券 本店営業部 〒730-0032 広島県広島市中区立町２－３０

ひろぎん証券 本店営業部ゆめタウン広島営業所 〒734-0007 広島県広島市南区皆実町２－８－１７ゆめタウン広島内

ひろぎん証券 呉支店 〒737-0045 広島県呉市本通３－５－４（広島銀行呉支店内）

ひろぎん証券 三次支店 〒728-0012 広島県三次市十日市中2-13-26（広島銀行 十日市支店内）

ひろぎん証券 可部支店 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部３－２０－２１（広島銀行可部支店内）

ひろぎん証券 広島西支店 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-17-4(広島銀行 広島西支店内)

ひろぎん証券 東広島支店 〒739-0014 広島県東広島市西条昭和町2-7(広島銀行 西条支店内)

ひろぎん証券 廿日市支店 〒738-0024 広島県廿日市市新宮１－９－３４（広島銀行廿日市支店内）

ひろぎん証券 福山支店 〒720-0812 広島県福山市霞町1-1-1（広島銀行 福山営業本部内）

ひろぎん証券 府中支店 〒726-0004 広島県府中市府川町３３５－１（広島銀行府中支店内）

ひろぎん証券 尾道支店 〒722-0035 広島県尾道市土堂2-7-11(広島銀行 尾道支店内)

ひろぎん証券 尾道支店三原営業所 〒723-0014 広島県三原市城町１－２５－１（広島銀行三原支店内）

ひろぎん証券 因島支店 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町2017-3(広島銀行 因島支店内)

ひろぎん証券 竹原支店 〒725-0026 広島県竹原市中央１－５－３

丸三証券 広島支店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町２－１－１広島商中日生ビル５階

丸三証券 呉支店 〒737-0045 広島県呉市本通４－９－５呉本通ビル

みずほ証券 広島支店 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町２－１－１みずほ銀行広島支店５階

みずほ証券 福山支店 〒720-0064 広島県福山市延広町1-23 みずほ銀行福山支店1階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 広島支店 〒730-0011 広島県広島市中区基町１３－９

ワイエム証券 広島支店 〒730-0036 広島県広島市中区袋町３－１７シシンヨービル１階

ワイエム証券 広島西支店 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神１－１６－３もみじ銀行商工センター支店内

ワイエム証券 呉支店 〒737-0045 広島県呉市本通２－３－７もみじ銀行呉営業部内

ワイエム証券 東広島支店 〒739-0015 広島県東広島市西条栄町９－１７山口銀行東広島支店内

ワイエム証券 福山支店 〒720-0064 広島県福山市延広町１－２８もみじ銀行福山支店内

藍澤證券 岩国支店 〒740-0018 山口県岩国市麻里布町２－７－９

藍澤證券 柳井支店 〒742-0031 山口県柳井市南町３－６－７

藍澤證券 下松支店 〒744-0007 山口県下松市駅南２－１２－２９

藍澤證券 防府支店 〒747-0036 山口県防府市戎町２－１－１

藍澤證券 山口支店 〒753-0074 山口県山口市中央４－６－５

藍澤證券 宇部支店 〒755-0031 山口県宇部市常盤町２－４－１８

岡三証券 宇部支店 〒755-0043 山口県宇部市相生町９番７号

大和証券 下関支店 〒750-0016 山口県下関市細江町１－２－１２

大和証券 徳山支店 〒745-8611 山口県周南市みなみ銀座１－１

東洋証券 岩国支店 〒740-0018 山口県岩国市麻里布町６－７－７

東洋証券 徳山支店 〒745-0034 山口県周南市御幸通り２－７

東洋証券 山口支店 〒753-0086 山口県山口市中市町１－１０

東洋証券 宇部支店 〒755-0029 山口県宇部市新天町１－２－１１

東洋証券 下関支店 〒750-0025 山口県下関市竹崎町４－１－２２（エストラストビル８Ｆ）

野村證券 下関支店 〒750-0016 山口県下関市細江町１－３－１５

野村證券 徳山支店 〒745-0036 山口県周南市本町１－３

ひろぎん証券 徳山支店 〒745-0015 山口県周南市平和通り２－３３

ひろぎん証券 岩国支店 〒740-0018 山口県岩国市麻里布町2-7-7(広島銀行 岩国支店内)

ひろぎん証券 防府支店 〒747-0801 山口県防府市駅南町４－１

ひろぎん証券 宇部支店 〒755-0031 山口県宇部市常盤町１－６－３２（広島銀行宇部支店内）

ひろぎん証券 萩支店 〒758-0027 山口県萩市吉田町６４－２

みずほ証券 宇部支店 〒755-0043 山口県宇部市相生町９－８

山口県



みずほ証券 柳井支店 〒742-0035 山口県柳井市中央２－１０－１

ワイエム証券 本店営業部 〒750-0018 山口県下関市豊前田町３－３－１

ワイエム証券 宇部支店 〒755-0029 山口県宇部市新天町１－１－１１山口銀行宇部支店内

ワイエム証券 山口支店 〒753-0048 山口県山口市駅通り２－５－５山口銀行山口支店内

ワイエム証券 防府支店 〒747-0801 山口県防府市駅南町１０－１山口銀行防府市店内

ワイエム証券 徳山支店 〒745-0011 山口県周南市桜馬場通１－１山口銀行徳山支店内

ワイエム証券 柳井支店 〒742-0035 山口県柳井市中央２－９－１４山口銀行柳井支店内

ワイエム証券 岩国支店 〒740-0018 山口県岩国市麻里布町１－８－４山口銀行岩国支店内

ワイエム証券 萩支店 〒758-0047 山口県萩市東田町１６－１山口銀行萩支店内

阿波証券 本部 〒770-0021 徳島県徳島市佐古一番町４－３

SMBC日興証券 徳島支店 〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町２－１１

岡安証券 徳島営業所 〒770-0905 徳島県徳島市大工町１－９－１徳島ファーストビル１階

香川証券 鳴門支店 〒772-0001 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島１６０－１

香川証券 池田支店 〒778-0007 徳島県三好市池田町ヤマダ４１３

大和証券 徳島支店 〒770-0834 徳島県徳島市元町１－２４

徳島合同証券 本店 〒770-0844 徳島県徳島市中通町３－５－１

野村證券 徳島支店 〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町３－１４

みずほ証券 徳島支店 〒770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１－７－１

SMBC日興証券 高松支店 〒760-0027 香川県高松市紺屋町２－６

香川証券 本社 〒760-8607 香川県高松市磨屋町４－８

香川証券 本店 〒760-0023 香川県高松市寿町２－２－７いちご高松ビル

香川証券 坂出支店 〒762-0003 香川県坂出市久米町１－１６－２

香川証券 丸亀支店 〒763-0001 香川県丸亀市風袋町２１３－１

香川証券 観音寺支店 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲１０１９－１

香川証券 三本松支店 〒769-2601 香川県東かがわ市三本松１２５６－１２

香川証券 こんぴら善通寺支店 〒765-0032 香川県善通寺市原田町１１８１－１

大和証券 高松支店 〒760-8611 香川県高松市番町１－１－１

中銀証券 高松支店 〒760-8667 香川県高松市丸亀町３－６中国銀行高松支店４階

東海東京証券 岡山支店高松出張所 〒760-0027 香川県高松市紺屋町９－６高松大同生命ビル５階

内藤証券 高松支店 〒760-0033 香川県高松市丸の内１０－２７井筒ビル１階

野村證券 高松支店 〒760-0025 香川県高松市古新町１０－５

みずほ証券 高松支店 〒760-0017 香川県高松市番町１－６－８みずほ銀行高松支店３階

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 高松支店 〒760-0051 香川県高松市南新町１－１

三豊証券 本店 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲１１５８－１

三豊証券 丸亀営業所 〒763-0007 香川県丸亀市宗古町１３－１

SMBC日興証券 松山支店 〒790-8666 愛媛県松山市三番町３－８－４

愛媛証券 本店 〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目１－１１

岡三証券 松山支店 〒790-0005 愛媛県松山市花園町１番地３

岡三証券 宇和島支店 〒798-0034 愛媛県宇和島市錦町３番２０号

香川証券 伊予三島支店 〒799-0405 愛媛県四国中央市三島中央３－１７－８

香川証券 西条支店 〒793-0030 愛媛県西条市大町１７０７－２４

大和証券 松山支店 〒790-0003 愛媛県松山市三番町３－９－１０

大和証券 新居浜支店 〒792-0016 愛媛県新居浜市港町２－１０

東海東京証券 松山支店 〒790-0003 愛媛県松山市三番町４－１２－７

東洋証券 今治支店 〒794-0027 愛媛県今治市南大門町１－６－１６

野村證券 松山支店 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町５－７－３

二浪証券 本店 〒790-0004 愛媛県松山市大街道２－６－１

みずほ証券 松山支店 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町４－４－１

みずほ証券 今治支店 〒794-0026 愛媛県今治市別宮町２－１－１２

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松山支店 〒790-0001 愛媛県松山市一番町４－１－１

三豊証券 四国中央支店 〒799-0405 愛媛県四国中央市三島中央４丁目９－２４

三豊証券 新居浜支店 〒792-0827 愛媛県新居浜市西喜光地町８－４

SMBC日興証券 高知支店 〒780-0834 高知県高知市堺町１－１９

香川証券 高知支店 〒780-0870 高知県高知市本町４－１－８

大和証券 高知支店 〒780-0870 高知県高知市本町１－２－７

東海東京証券 高知支店 〒780-0870 高知県高知市本町２－２－２７

東洋証券 中村支店 〒787-0012 高知県四万十市右山五月町９－２０

野村證券 高知支店 〒780-0822 高知県高知市はりまや町１－２－６

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県



岩井コスモ証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１４－２福岡証券ビル５階

エース証券 福岡支店 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31博多アーバンスクエア3階

SMBC日興証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１４－４

SMBC日興証券 北九州支店 〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町１－５－１１

FFG証券 本社 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目１３－１福岡銀行本店ビル９階

岡三証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目９番１７号

大和証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１２－５

大和証券 北九州支店 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町１－２－２６

大和証券 久留米支店 〒830-0032 福岡県久留米市東町３５－９

東洋証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１４－２（福岡証券ビル２Ｆ）

内藤証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神３－４－７

内藤証券 飯塚支店 〒820-0040 福岡県飯塚市吉原町６－１あいタウン４階

西日本シティTT証券 本社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－３－６

西日本シティTT証券 本店営業部 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１－１

西日本シティTT証券 天神支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１４－２８階

西日本シティTT証券 北九州支店 〒802-0004 福岡県北九州市小倉北区鍛治町１－５－１４階

西日本シティTT証券 黒崎支店 〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－５－１７

西日本シティTT証券 久留米支店 〒830-0017 福岡県久留米市日吉町１６－１９

西日本シティTT証券 飯塚支店 〒820-0042 福岡県飯塚市本町６－１１

西日本シティTT証券 新宮支店 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘１－２２－１３

西日本シティTT証券 二日市支店 〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央２－１－１５

西日本シティTT証券 行橋支店 〒824-0005 福岡県行橋市中央２－１－１－３２階

野村證券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８

野村證券 北九州支店 〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１

野村證券 久留米支店 〒830-0017 福岡県久留米市日吉町２４－１８

フジトミ 福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目２－２１赤坂パークビル４階

丸三証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１４－２福岡証券ビル

丸三証券 北九州支店 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町１－２－２２小倉ＮＳビル１～３階

みずほ証券 北九州支店 〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町１－４－１７みずほ銀行北九州支店５階

みずほ証券 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１３－１みずほ銀行福岡支店４階

みずほ証券 大牟田支店 〒836-0842 福岡県大牟田市有明町１－２－７

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 福岡支店 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 北九州支店 〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-7-1

ワイエム証券 北九州支店 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町１－６－１５日専連ビル７階

ワイエム証券 八幡支店 〒806-0021 福岡県北九州市小倉西区黒崎１－３－１

ワイエム証券 福岡支店 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町１－８北九州銀行呉服町ビル５階

SMBC日興証券 佐賀支店 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央１－５－１０

大和証券 佐賀支店 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町４－１

野村證券 佐賀支店 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町３－１５

みずほ証券 佐賀支店 〒840-0825 佐賀県佐賀市中央本町１－１０

SMBC日興証券 長崎支店 〒850-0841 長崎県長崎市銅座町４－１

大和証券 長崎支店 〒850-0033 長崎県長崎市万才町７－１

野村證券 長崎支店 〒850-0841 長崎県長崎市銅座町６－５

野村證券 佐世保支店 〒857-0806 長崎県佐世保市島瀬町７－２０

みずほ証券 長崎支店 〒850-0032 長崎県長崎市興善町２－２１

みずほ証券 佐世保支店 〒857-0053 長崎県佐世保市常盤町３－２

SMBC日興証券 熊本支店 〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街１－１

岡三証券 熊本支店 〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街１１番１８号

九州FG証券 本社 〒860-0025 熊本県熊本市中央区紺屋町１丁目１３番地５

大熊本証券 本店 〒860-0807 熊本県熊本市中央区下通１－７－１９

大熊本証券 八代支店 〒866-0855 熊本県八代市袋町６－５８

大熊本証券 日赤通り支店 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山９－３－５

大和証券 熊本支店 〒860-8688 熊本県熊本市中央区花畑町１２－２８

西日本シティTT証券 熊本支店 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑１１－１８３階

野村證券 熊本支店 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１２－３０

フジトミ 熊本営業所 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山４－４５－１ＣＰＫⅡビル２階

みずほ証券 熊本支店 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１２－１

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 熊本支店 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町７－１６

岩井コスモ証券 大分支店 〒870-0029 大分県大分市高砂町２－５０  ＯＡＳＩＳひろば２１  ２階

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県



SMBC日興証券 大分支店 〒870-0035 大分県大分市中央町１－１－５

SMBC日興証券 中津支店 〒871-0058 大分県中津市豊田町７－４

大和証券 大分支店 〒870-0035 大分県大分市中央町１－４－２６

内藤証券 大分支店 〒870-0026 大分県大分市金池町２－６－１５ＥＭＥ大分駅前ビル２Ｆ

野村證券 大分支店 〒870-0035 大分県大分市中央町１－３－２０

藍澤證券 宮崎支店 〒880-0806 宮崎県宮崎市広島１－１８－１３

SMBC日興証券 宮崎支店 〒880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通１－６－３８

大和証券 宮崎支店 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東４－６－３０

内藤証券 延岡支店 〒882-0824 宮崎県延岡市中央通１－４－５

内藤証券 都城支店 〒885-0024 宮崎県都城市北原町３３－１

西日本シティTT証券 宮崎支店 〒880-0002 宮崎県宮崎市中央通３－３０

野村證券 宮崎支店 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東４－１－２

SMBC日興証券 鹿児島支店 〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町１－２

大和証券 鹿児島支店 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町６－９

西日本シティTT証券 鹿児島支店 〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町１５－１１

野村證券 鹿児島支店 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町１－３８

みずほ証券 鹿児島支店 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町７－８鹿児島金生町ビル６階

安藤証券 沖縄営業所 〒905-2172 沖縄県名護市字豊原１８１番地みらい３号館２階

SMBC日興証券 那覇支店 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地２－９－７

大和証券 那覇支店 〒900-0032 沖縄県那覇市松山１－１－１４

野村證券 那覇支店 〒900-0032 沖縄県那覇市松山１－１－１９

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地２－１４－３

＜日本証券業協会＞

日本証券業協会 本部・東京地区協会 〒103-0027 東京都中央区日本橋２の11の２太陽生命日本橋ビル６階

日本証券業協会 北海道地区協会 〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西５の１４の１札幌証券取引所ビル４階

日本証券業協会 東北地区協会 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２の９の２７プライムスクエア広瀬通ビル２階

日本証券業協会 名古屋地区協会 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３の８の２０名古屋証券取引所ビル３階

日本証券業協会 北陸地区協会 〒920-0981 石川県金沢市片町２の２の１５北国ビルディング３階

日本証券業協会 大阪地区協会 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜１の５の５大阪平和ビル４階

日本証券業協会 中国地区協会 〒730-0014 広島県広島市中区上幟町３の２６広島メイプルビル7階

日本証券業協会 四国地区協会 〒760-0025 香川県高松市古新町４の５

日本証券業協会 九州地区協会 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２の１４の２福岡証券ビル４階

宮崎県

鹿児島県

沖縄県


