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2 株式会社札幌北洋リース

北海道札幌市中央区南１条西１０－３
南一条通銀ビル５Ｆ
北海道札幌市中央区大通西３－１１
北洋ビル６階

3 中道リース株式会社

北海道札幌市中央区北１条東３－３

011-280-2266 平成21年6月15日

4 あおぎんリース株式会社

青森県青森市古川１－１６－１６

017-723-1665 平成21年4月28日

5 みちのくリース株式会社

青森県青森市橋本１－４－１０

017-776-2355 平成21年4月28日

6 いわぎんリース・データ株式会社

岩手県盛岡市中ノ橋通１－５－３１

019-653-5444 平成21年4月20日

7 とうぎん総合リース株式会社

岩手県盛岡市中ノ橋通１－４－２２

019-622-8868 平成21年5月25日

8 きたぎんリース・システム株式会社

岩手県盛岡市材木町２－２３

019-626-2510 平成21年6月15日

9 七十七リース株式会社

宮城県仙台市青葉区本町２－１５－１

022-262-4341 平成21年4月15日

10 東邦リース株式会社

福島県福島市万世町５－１０

024-521-1441 平成21年6月22日

11 きらやかリース株式会社

山形県山形市七日町２－６－３

023-633-1311 平成21年5月19日

12 山銀リース株式会社

山形県山形市宮町２－２－２７

023-632-4983 平成21年5月25日

13 大光リース株式会社

新潟県長岡市城内町２－２－４
ジェイマックソフトビル６Ｆ

0258-36-8333 平成21年3月27日

14 北越リース株式会社

新潟県長岡市今朝白１－９－２０

0258-33-6511 平成21年4月13日

15 第四リース株式会社

新潟県新潟市中央区明石２－２－１０

025-243-3636 平成21年5月13日

16 大協リース株式会社

新潟県新潟市中央区文京町１２－３１

025-231-1121 平成21年5月29日

17 八十二リース株式会社

長野県長野市大字中御所岡田２１８－１
026-226-8282 平成21年3月26日
４

18 株式会社ながぎんリース

長野県松本市大手２－２－１６

0263-35-6866 平成21年4月17日

19 ぐんぎんリース株式会社

群馬県前橋市元総社町１７１－１

027-253-3111 平成21年4月9日

20 東和銀リース株式会社

群馬県前橋市本町２－１４－８

027-224-7481 平成21年5月22日

21 株式会社とちぎんリーシング

栃木県宇都宮市松が峰１－３－２０

028-632-1566 平成21年5月1日

22 株式会社常陽リース

茨城県水戸市南町３－４－１２

029-300-8320 平成21年5月13日

23 みとしんリース株式会社

茨城県水戸市大工町１－２－３

029-228-4741 平成21年5月25日

24 筑波リース株式会社

茨城県つくば市東新井１５－４
関友つくば第二ビル６階

029-855-5580 平成21年6月3日

25 ちばぎんリース株式会社

千葉県千葉市花見川区花園２－１－２２ 043-275-8001 平成21年5月29日

26 ぶぎん総合リース株式会社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２１８

048-642-1231 平成21年4月10日

27 埼信リース株式会社

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－６３

048-644-0701 平成21年6月3日

28 昭和リース株式会社
29 スルガ・キャピタル株式会社

東京都文京区後楽１－４－１４
後楽森ビル
静岡県沼津市大手町５－６－７
スルガビル

30 芙蓉総合リース株式会社

東京都千代田区三崎町３－３－２３

03-5275-8807 平成21年4月15日

31 ＪＸ日鉱日石トレーディング株式会社

東京都千代田区大手町２－６－３
ＪＸビル６階

03-6803-8143 平成21年4月17日

1 北海道リース株式会社
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011-281-2255 平成21年3月24日
(FAX：011-261-1816)
011-231-7051 平成21年4月28日

03-4284-1250 平成21年4月13日
055-963-8131 平成21年4月13日
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32 エムジーリース株式会社

東京都千代田区一ツ橋２－１－１

03-3222-9368（直通）
平成21年4月23日

33 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

東京都港区西新橋３－９－４

03-3515-1431 平成21年4月23日

34 出光クレジット株式会社

東京都墨田区両国２－１０－１４
両国シティコア１８階

03-5624-7289 平成21年4月24日

35 日立キャピタル株式会社

東京都港区西新橋１－３－１

03-3503-2768 平成21年4月28日

36 三菱ＵＦＪリース株式会社

東京都千代田区丸の内１－５－１

03-6865-3006 平成21年5月8日

37 ＪＡ三井リース株式会社

東京都品川区東五反田２－１０－２

03-3448-5653 平成21年5月11日

38 しんきんリース株式会社

東京都港区新橋１－１８－６

03-3502-3737 平成21年5月22日

39 ひがしんリース株式会社

東京都墨田区両国4-31-16
ひがしんみどりビル8階

03-5625-2578 平成21年5月29日

40 リコーリース株式会社

東京都江東区東雲１－７－１２

03-6204-0623 平成21年5月29日

41 株式会社コスモトレードアンドサービス

東京都品川区東品川２－５－８

03-5462-2801 平成21年6月3日

42 首都圏リース株式会社

46 伊藤忠エネクスサポート株式会社

東京都千代田区神田美土代町９－１
MD神田ビル１０Ｆ
東京都港区台場２－３－２
台場フロンティアビル
東京都港区港南２－１５－３
品川インターシティＣ棟
東京都港区芝浦１－２－３
シーバンスＳ館 １２階
東京都港区虎ノ門２－１０－１
虎ノ門ツインビルディング東棟１１Ｆ

47 株式会社ＭＥＣＸ

埼玉県さいたま市西区三橋6-70

048-620-6672 平成23年11月21日

48 日通商事株式会社

東京都港区海岸１－１４－２２

03-6734-8803 平成24年4月2日

49 中日本バンリース株式会社

静岡県静岡市清水区入船町１１―１

054-354-5332 平成21年4月15日

50 まるせいリース株式会社

静岡県焼津市大栄町２－３－２７

054-629-8806 平成21年6月8日

51 山梨中銀リース株式会社

山梨県甲府市武田２－９－４

055-255-1570 平成21年4月24日

52 株式会社名古屋リース

愛知県名古屋市中区上前津２－４－５

052-322-7531 平成21年4月2日

53 共友リース株式会社
54 株式会社エヌディエスリース

愛知県名古屋市中村区豊国通１－２２－
052-419-2005 平成21年4月6日
２
愛知県名古屋市中区千代田２－１５－１
052-773-2211 平成21年4月23日
８

55 三重銀総合リース株式会社

三重県四日市市幸町２－４

059-351-2165 平成21年6月22日

56 十六リース株式会社

岐阜県岐阜市神田町７－１２

058-262-3116 平成21年4月10日

57 とうしんリース株式会社

岐阜県瑞浪市寺河戸町１０８３－１

0572-67-4055 平成21年4月16日

58 しんきん総合リース株式会社

岐阜県岐阜市吉津町２－１

058-266-4621 平成21年6月3日

59 株式会社高志インテック

富山県富山市奥田町９－３２

076-444-8511 平成21年3月30日

60 北銀リース株式会社

富山県富山市荒町２－２１

076-425-4155 平成21年5月19日

61 北国総合リース株式会社

石川県金沢市片町２－２－１５

076-222-9311 平成21年4月17日

62 株式会社しんきんリース

石川県金沢市尾山町１－３

076-264-3181 平成21年4月28日

株式会社ライジングサン

43 （昭和シェル石油㈱グループ）

44 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
三井住友トラスト・パナソニックファイナン

45 ス株式会社
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03-5297-7320 平成21年6月3日
03-5531-6772 平成21年6月8日
03-6720-8400 平成21年6月8日
03-6267-1015 平成21年6月17日
03-6327-8091 平成21年6月22日
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63 株式会社福銀リース

福井県福井市照手１－２－１７

0776-27-5221 平成21年4月6日

64 三谷リース株式会社

福井県福井市豊島１－３－１

0776-20-3085 平成21年5月8日

65 株式会社クォードコーポレーション

福井県福井市中荒井町第５号５番地

0776-38-6010 平成21年5月29日

66 京銀リース・キャピタル株式会社

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町
075-361-3232 平成21年5月25日
７３１

67 ディー・エフ・エル・リース株式会社

大阪府大阪市中央区伏見町４－１－１

06-6232-2741 平成21年4月6日

68 南都リース株式会社

奈良県奈良市大森町５２－１

0742-26-5131 平成21年6月8日

69 紀陽リース・キャピタル株式会社

和歌山県和歌山市七番丁２４

073-426-7505 平成21年5月19日

70 みなとリース株式会社

兵庫県神戸市東灘区森南町１－５－１

078-332-4466 平成21年4月9日

71 トマトリース株式会社

岡山県岡山市中山下１－９－１

086-223-3411 平成21年4月1日

72 中銀リース株式会社

岡山県岡山市北区丸の内１－１４－１７ 086-232-7060 平成21年4月28日

73 ひろぎんリース株式会社

広島県広島市中区本通７－９

082-545-3738 平成24年8月6日

74 とりぎんリース株式会社

鳥取県鳥取市扇町９－２

0857-22-7413 平成21年4月20日

75 山陰総合リース株式会社

島根県松江市白潟本町６３

0852-27-7929 平成21年4月16日

76 松江リース株式会社

島根県松江市西津田１－５－１８

0852-21-2828 平成21年5月25日

77 阿波銀リース株式会社

徳島県徳島市東新町１－２９

088-622-2437 平成21年5月19日

78 四銀総合リース株式会社

高知県高知市菜園場町１－２１

088-884-5171 平成21年4月1日

79 オーシャンリース株式会社

高知県高知市堺町１－２１

088-825-1323 平成21年5月13日

80 ひめぎん総合リース株式会社

愛媛県松山市勝山町２－１

089-933-1513 平成21年5月22日

81 いよぎんリース株式会社

愛媛県松山市三番町４－１２－１

089-933-1220 平成21年6月15日

82 百十四リース株式会社

香川県高松市亀井町５－１

087-834-5401 平成21年5月8日

83 株式会社キューコーリース

福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１

092-534-5508 平成21年4月10日

84 九州自動車リース株式会社

福岡県福岡市博多区東光寺町１－２－７ 092-431-4392 平成21年4月13日

85 株式会社イデックスリース

福岡県福岡市博多区上呉服町１－１３

092-262-0570 平成21年6月3日

86 鹿児島リース株式会社

鹿児島県鹿児島市山之口町１－１０

099-225-2455 平成21年4月23日

87 なんぎんリース株式会社

鹿児島県鹿児島市中央町２６－１８

099-206-1601 平成21年6月3日

88 株式会社琉球リース

沖縄県那覇市久茂地１－７－１

098-866-5500 平成21年5月29日

89 株式会社おきぎんリース

沖縄県那覇市前島２－２１－１

098-867-3142 平成21年6月17日
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