
無許可（無登録）で商品先物取引業（商品先物取引仲介業）を行う者の名称等について
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農林水産省商品取引グループ 

経済産業省商取引監督課 

 

 

平成 23年 1月 1日以降、無許可（無登録）で商品先物取引業（商品先物取引仲介業）を行って

いる、又は過去に行っていたことを農林水産省及び経済産業省が確認し、警告書等の発出の措置を

講じた者等の名称等を掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号又は名称 代表者 所在地又は住所 掲載時期 

㈱ウィズ 市川 辰也 東京都文京区湯島３－１６－１２ 平成 25年 11月 

㈱ジョイコーポレーション 二村 数昌 
愛知県名古屋市中区錦２－９－６ 

名和丸の内ビル６Ａ 
平成 25年 11月 

㈱日本マテリヤ 須藤 章夫 
東京都豊島区東池袋３－９－９ 

明昌ＫＳビル５階 
平成 25年 8月 

㈱飛翔 永橋 定幸 
東京都千代田区内神田２－８－１ 

冨高ビル３階 
平成 25年 8月 

㈱イージス・マネジメント 阿部 國男 
東京都墨田区江東橋４－２８－８ 

エヌケービル５階 
平成 25年 8月 

㈱ことぶきキャピタル 園田 英俊 
東京都中央区日本橋人形町１－７－１０ 

ツカコシビル２階 
平成 25年 8月 

㈱ジョイントエージェンシー 山本 弘 愛知県名古屋市東区泉１－１－１８ 平成 25年 8月 

㈱創成マネジメント 相良 真俊 
大阪府大阪市北区本庄東１－１９－９

ＪＳＫ第４ビル５階 
平成 25年 8月 

㈱東洋トレード 中村 則夫 
福岡県福岡市中央区天神４丁目８番２号 

天神ビルプラス７階 
平成 25年 8月 

○ご覧いただく場合の留意事項 

 掲載されている無許可（無登録）業者は、農林水産省及び経済産業省において、無許可（無

登録）営業を行っていることが確認された者に限られています。そのため、掲載されていな

い者であっても、無許可（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

ご注意ください。 

 掲載されている無許可（無登録）業者について、必ずしも、現在の無許可（無登録）営業の

状況を示すものではありません。また、代表者及び所在地等は、当該業者が使用していた交

付書類において記載されていたものも含まれており、実態を正確に表していない場合や現時

点のものでない場合があります。 
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㈱ニーズ 沈 斌 
東京都千代田区平河町１－７－１７ 

素石ビル４階 
平成 25年 8月 

㈱コーエイ 田中 幸蔵 
東京都豊島区千早１－１５－２０ 

オクタルビル３階 
平成 25年 5月 

㈱アイエム総合 田島 直也 東京都中央区日本橋兜町９－１ 平成 25年 3月 

㈱京和商事 中村 真一 
大阪府大阪市中央区本町橋６－１９ 

シャンポール内本町８０４ 
平成 25年 2月 

プラデンタルバーチェ㈱ 青木 一也 
東京都中央区日本橋人形町２－１４－１０ 

アーバンネット日本橋ビル３階 
平成 24年 10月 

㈱バークレイキャピタル 佐伯  進 
東京都中央区八丁堀４－１３－１ 

八丁堀東興ビル２Ｆ 
平成 24年 10月 

㈱イーグルマーケット 泉 優 
東京都港区赤坂６－９－１７ 

赤坂ロイヤルオフィスビル 2階 
平成 24年 8月 

㈱EXCEED JAPAN 白川 福男 
大阪府大阪市西区北堀江 

１－１－２３－６B 
平成 24年 6月 

㈱ビジョンインベストメント 奥津 吉也 
東京都中央区八丁堀４－１０－８ 

第三ＳＳビル 
平成 24年 6月 

㈱ＩＳＴソニオソリューションズ 松本 秀樹 
東京都千代田区内神田２－１４－１３ 

タカヨシビル２Ｆ 
平成 24年 5月 

株式会社ジャパンスタンレー 佐藤 清二 
東京都中央区新川２－６－１８ 

小林ビル６F    
平成 24年 5月 

株式会社コスモス 山本  真 大阪府大阪市中央区島之内１－１５－３０ 平成 24年 5月 

株式会社プロスパーズトレー

ディング 
松永 勝治 

福岡県福岡市博多区博多駅前 

３－２３－１７ 第２福岡 ONビル３F 
平成 24年 5月 

株式会社ブリリアント 東後藤 城治 
東京都千代田区神田佐久間町３－２１ 

市原ビル６F 
平成 24年 5月 

株式会社ＴＡＣ 森川 直人 東京都豊島区東池袋３－１－１－４５ 平成 24年 5月 

ＮＨＧ株式会社 若梅 晃 
東京都中央区日本橋富沢町１３－３ 

小川ビル３F 
平成 24年 5月 

株式会社ジー・アイ 曽田 孝平 
東京都新宿区西新宿７－９－６、 

５F 
平成 24年 4月 

株式会社京信物産 鈴木 一正 
大阪府大阪市東淀川区東中島１－１７－５ 

ステュディオ新大阪６３２号 
平成 24年 4月 

株式会社デラ・クオリティー 纐纈 正孝 
東京都中央区日本橋富沢町１１－１５ 

月島町マンション NO２９ ２０３号 
平成 24年 4月 

株式会社共進 江本 健一 
大阪府大阪市中央区高麗橋２－２－２ 

北浜ビル３F 
平成 24年 4月 
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株式会社ペンソンパートナー

ズ 
海野 悠介 

大阪府大阪市西区江之子島１－７－３ 

奥内駅前ビル４F 
平成 24年 4月 

株式会社ＭＢトレーディング 山本 健司 
大阪府大阪市西区靱本町３－９－９ 

奥内第二ビル４F 
平成 24年 4月 

株式会社アドバンスマーケット 溝口 真一 
大阪府大阪市北区中崎西１－４－２２ 

梅田東ビル４F 
平成 24年 4月 

Prime Company株式会社 菊池 洋崇 大阪府大阪市北区西天満５－６－１２ 平成 24年 4月 

株式会社イー・スクエア・クリエ

イト 
井伊 和弘 

東京都豊島区東池袋１－３１－１６ 

トーショービル３－２F 
平成 24年 4月 

ワールドインテリジェンス株式

会社 
酒井 武博 

東京都中央区日本橋小舟町１５－１０ 

小舟町ビル３階 
平成 24年 3月 

株式会社グローバル・アセッ

ト・マネジメント 
勝又 基博 

東京都中央区東日本橋３－１２－１１ 

東日本橋 TSビル７階 
平成 24年 3月 

株式会社日本ロジスティック 後藤 由樹 
福岡県福岡市博多区御供所町１－９ 

博多セントラルビル４Ｆ 
平成 24年 3月 

株式会社英和商事 大和 広 
大阪府大阪市浪速区難波中２丁目 

６番１５号 ユーアイプラザビル７０４号 
平成 23年 8月 

近畿中央物産株式会社 高原 和信 
大阪府大阪市中央区道修町１－２－２ 

花房ビル６F 
平成 23年 8月 

株式会社東邦商事 木村 修司 
大阪府大阪市西区江之子島１－６－２ 

奥内第８ビル８階 
平成 23年 8月 

Total support trade 千原 芳美 
東京都中央区銀座３－８－４ 

ＳＫビル６Ｆ 
平成 23年 8月 

株式会社西日本商事 上野 道男 
大阪府大阪市北区兎我野町３－５ 

新東洋ビル３階 
平成 23年 8月 

株式会社 NEXT COSMOS 飛谷 康夫 東京都豊島区東池袋２－５１－２ 平成 23年 8月 

株式会社マネジメントＴＤ 矢野 猛宣 
東京都中央区新川２－６－１８ 

小林ビル６Ｆ 
平成 23年 8月 

ダイワキャピタルトレード 松重 弘和 
東京都港区海岸１－１３－１９ 

浜松町ビジネスビル３Ｆ、１１号 
平成 23年 8月 

株式会社ナショナルサービス 田中 健二 
大阪府大阪市中央区本町橋６－１９ 

第二今岡ビル８Ｆ 
平成 23年 8月 

益田日本経済第一商品インフ

ォメーションテクノロジーサービ

ス株式会社 

小林 猛晃 
東京都中央区銀座１丁目２７番８号 

銀座セントラルビル７０３号 
平成 23年 8月 

 


