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法⼈名 代表者名 住所 資本⾦ URL

1001 株式会社マネーパートナーズ 福島 秀治 東京都港区六本⽊3-2-1 住友不動産六本⽊グランドタワー33階 31億円 https://www.moneypartners.co.jp/

1002 株式会社bitFlyer 関 正明 東京都港区⾚坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 41億238万円（資本準備⾦含む） https://bitflyer.com/

1003 FTX Japan株式会社 セス・メラメド 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル4階 5,917,675千円 https://www.liquid.com/ja/company/

1004 ビットバンク株式会社 廣末 紀之 東京都品川区⻄五反⽥7-20-9 KDX⻄五反⽥ビル7F 86億4,209万円（資本準備⾦含む） https://bitbank.cc/

1006 GMOコイン株式会社 ⽯村 富隆 東京都渋⾕区道⽞坂⼀丁⽬2番3号 1,100,070,528円 https://coin.z.com/jp/

1007 フォビジャパン株式会社 関 磊 東京都港区⻄新橋⼀丁⽬1番1号 2,120,000,000円 https://www.huobi.co.jp/

1008 BTCボックス株式会社 辻 治俊 東京都中央区⽇本橋茅場町⼆丁⽬8番1号 BRICK GATE 茅場町 5階 13億7,014万円(資本準備⾦含む) https://www.btcbox.co.jp/

1009 株式会社ビットポイントジャパン ⽥代 卓 東京都港区⻁ノ⾨4-3-9 住友新⻁ノ⾨ビル2階 1億円 https://www.bitpoint.co.jp/

1010 株式会社DMM Bitcoin ⽥⼝ 仁 東京都中央区⽇本橋2-7-1 東京⽇本橋タワー10F 12億9000万円 https://bitcoin.dmm.com/

1011 SBI VCトレード株式会社 尾崎 ⽂紀 東京都港区六本⽊1-6-1 泉ガーデンタワー 1260百万円 https://www.sbivc.co.jp/

1012 Himalaya Japan株式会社 鈴⽊ 実 東京都台東区台東⼀丁⽬24番9号 869,716,014円 https://www.j-himalaya.co.jp/

1013 COINHUB株式会社 植原 洋 東京都中央区東⽇本橋三丁⽬4番18号 東⽇本橋ＥＸビル1階 210,000千円 https://coinhub.co.jp

1014 株式会社カイカエクスチェンジ 鈴⽊ 伸 ⼤阪府岸和⽥市荒⽊町⼆丁⽬18番15号 5億750万円 https://zaif.jp/

1016 株式会社サクラエクスチェンジビットコイン 千野 剛司 東京都港区六本⽊5-2-1 ほうらいやビル302号 520,336,970円 https://sebc.co.jp/

1017 コインチェック株式会社 蓮尾 聡 東京都渋⾕区円⼭町3-6 E・スペースタワー12F 385百万円 https://coincheck.com/ja/

1018 楽天ウォレット株式会社 ⼭⽥ 達也 東京都港区南⻘⼭⼆丁⽬6番21号 26億3000万円 https://www.rakuten-wallet.co.jp/

1019 Amber Japan株式会社 李 依錦 東京都⽬⿊区下⽬⿊1-8-1 アルコタワー7階 500,000千円 https://www.whalefin.com/ja

1020 LINE Xenesis株式会社 林 仁奎 東京都品川区⻄品川⼀丁⽬1番1号 住友不動産⼤崎ガーデンタワー22階 100,000千円
https://linexenesiscorp.com/ja/index.h
tml

1021 Coin Master株式会社 鈴⽊ 雅和 東京都千代⽥区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー14階 553,435千円 https://coinmaster.jp/

1022 FXcoin株式会社 狩野 弘⼀ 東京都港区六本⽊⼀丁⽬6番1号 泉ガーデンタワー13階 100,000,000円 https://fxcoin.co.jp/

1023 オーケーコイン・ジャパン株式会社 馮 鐘揚 東京都港区⻁ノ⾨⼀丁⽬2番10号5階 3億1,680万円 http://www.okcoin.jp/

1024 マネックス証券株式会社 清明 祐⼦ 東京都港区⾚坂1丁⽬12番32号 12,200百万円 https://www.monex.co.jp/

1026 SBI FXトレード株式会社 藤⽥ ⾏⽣ 東京都港区六本⽊1-6-1 泉ガーデンタワー 9億6,000万円（資本準備⾦を含む） https://www.sbifxt.co.jp/

1028 CoinBest株式会社 雒 東⽣ 東京都中央区⽇本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル4F 435,000千円 https://www.coinbest.com/

1029 株式会社デジタルアセットマーケッツ ⻄本 ⼀也 東京都千代⽥区⼀番町18番地川喜多メモリアルビル8階 1,673,169,828円 https://www.digiasset.co.jp/

1030 株式会社マーキュリー 都⽊ 聡 東京都世⽥⾕区⽤賀四丁⽬10番5号 世⽥⾕ビジネススクエアヒルズ45階 250,000,000円 https://coin-trade.cc/

1031 株式会社coinbook ⼤槻 正孝 東京都港区⾚坂2-18-14 ⾚坂STビル2階 1,003百万円（資本準備⾦含む） https://coinbook.co.jp/

1032 東京ハッシュ株式会社 段 璽 東京都千代⽥区丸の内2丁⽬3番2号 10億1143万円（資本準備⾦を含む） https://www.tokyohash.co.jp/

1034 株式会社ガイア ⼩倉 基宏 ⼤阪市⻄区江⼾堀2-1-1 江⼾堀センタービル9F 2990万円 https://www.gaia-btm.com/

1035 株式会社Crypto Garage ⼤熊 将⼈ 東京都渋⾕区恵⽐寿南3-5-7 デジタルゲートビル 8億8529万7000円 https://cryptogarage.co.jp/

1036 カイカ証券株式会社 畑 善隆 東京都港区南⻘⼭五丁⽬11番9号 レキシントン⻘⼭3階 1億円 https://www.ewarrant.co.jp/

1037 トレイダーズ証券株式会社 須⼭ 剛 東京都渋⾕区恵⽐寿4-20-3 恵⽐寿ガーデンプレイスタワー28階 2,324,285,000円 https://traderssec.com/

1038 岡三証券株式会社 池⽥ 嘉宏 東京都中央区⽇本橋⼀丁⽬17番6号 50億円 https://www.okasan-online.co.jp/

1039 株式会社メルコイン 中村 奎太 東京都港区六本⽊6丁⽬10番1号六本⽊ヒルズ森タワー 1,950,000千円 https://www.mercoin.jp/
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2022 IG証券株式会社 古市 知元 東京都港区六本⽊1-6-1 泉ガーデンタワー26F 1億円 https://www.ig.com/jp

2026 OANDA証券株式会社 柳澤 義治 東京都千代⽥区平河町1-3-13 465,000,000円 https://www.oanda.jp/

2027 サクソバンク証券株式会社 Gade Johan 東京都港区⻁ノ⾨1-2-8 ⻁ノ⾨琴平タワー 22F 4億9千万円 https://www.home.saxo/ja-jp

2028 ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 呉 ⼀帆 東京都港区三⽥2-11-15 三⽥川崎ビル4F 1億円 https://www.fxtrade.co.jp/

2029 インヴァスト証券株式会社 川上 真⼈ 東京都中央区東⽇本橋⼀丁⽬5番6号 30億円 https://www.invast.jp/
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