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（社名五十音順）
会員名
株式会社青山財産ネットワークス
アクセンチュア株式会社
有限責任 あずさ監査法人
渥美坂井法律事務所弁護士法人
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
EY新日本有限責任監査法人
インヴァスト証券株式会社
株式会社ADワークスグループ
SBI VC トレード株式会社
エスピーシー証券株式会社
N.Avenue株式会社
FXcoin株式会社
株式会社カイカエクスチェンジ
外貨 ex byGMO 株式会社
弁護士法人片岡総合法律事務所
株式会社Ginco
株式会社Crypto Garage
グローシップ・パートナーズ株式会社
ケネディクス株式会社
CXRエンジニアリング株式会社
シンプレクス株式会社
株式会社ZUU
スタンダードキャピタル株式会社
Securitize Japan株式会社
TMI総合法律事務所
株式会社テコテック

〒107-0052
〒107-8672
〒100-0004
〒100-0011
〒100-8136
〒100-0006
〒103-0004
〒100-0011
〒106-6090
〒104-0044
〒102-0094
〒106-6010
〒107-0062
〒102-8223
〒100-0011
〒104-0032
〒150-0022
〒107-0052
〒100-0011
〒100-0011
〒105-6319
〒153-0042
〒104-0061
〒103-0022
〒106-6123
〒107-0061

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

〒100-8361 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

トーセイ株式会社
長島・大野・常松法律事務所
西村あさひ法律事務所
株式会社野村総合研究所
株式会社HashKey DX
株式会社HashPort

〒108-0023
〒100-7036
〒100-8124
〒100-0004
〒102-0074
〒107-0061

ハンファ資産運用株式会社

大韓民国 ソウル特別市永登浦区63路50 ハンファ金融センター(63ビル)

ハンファ投資証券株式会社

大韓民国ソウル特別市永登浦区汝矣大路56

PwCあらた有限責任監査法人
株式会社bitFlyer
ファンズ株式会社
株式会社ファンドクリエーション
フィンテックアセットマネジメント株式会社
株式会社BOOSTRY
フォビジャパン株式会社
富士通株式会社
株式会社プロジェクトカンパニー
株式会社ボルテックス

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
〒107-6233 東京都港区赤坂9-7-1
〒106-0031 東京都港区西麻布3-2-1 北辰ビル 7階
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル5F
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-1-1 目黒セントラルスクエア 15F
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-2 PMO岩本町4F
〒106-0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17F
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
〒106-6039 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー39F
〒102-0071 東京都千代田区富士見2−10−2 飯田橋グラン・ブルーム22F
香港（ROOM 3602 LEVEL 36 TOWER1 ENTERPRISE SQUARE FIVE 38 WANG CHIU
ROAD KOWLOON BAY KL）
〒102-8516 東京都千代田区麹町1-4
〒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3階
〒103–8670 東京都中央区八重洲1-2-1
〒100-8222 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-39-2
〒104-0061 東京都中央区銀座1-10-6

Magic Circle Technology Limited
松井証券株式会社
三浦法律事務所
みずほ信託銀行株式会社
森・濱田松本法律事務所
弁護士法人山本浩平法律事務所
ロードスターキャピタル株式会社

住所
東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス3階
東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
東京都代田区大手町1-9-7
東京都千代田区内幸町2-2-2
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
東京都千代田区有楽町1-1-2
東京都中央区東日本橋1-5-6
東京都千代田区内幸町2-2-3
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 40階
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー10F
東京都港区南青山5-11-9
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー23階
東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル４階
東京都中央区八丁堀三丁目27-4 八重洲桜川ビル4F
東京都渋谷区恵比寿南3-5-7
東京都港区赤坂4-8-20 ASOビルディング4F
東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント
東京都千代田区内幸町1-1-6 NTT日比谷ビル B2F
東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー 19階
東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F
東京都中央区銀座1-8-19 キラリトギンザ11階
東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー 6F
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階
東京都港区北青山 3-3-5 東京建物青山ビル 6 階

東京都港区芝浦4-5-4 田町トーセイビル
東京都千代田区丸の内2-7-2 ＪＰタワー
東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー
東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階 KSフロア
東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル3F

公式サイトURL
https://www.azn.co.jp/
https://www.accenture.com/jp-ja/about/company/japan
https://home.kpmg/jp/azsa
https://www.aplaw.jp/
https://www.amt-law.com/
https://www.shinnihon.or.jp/
https://www.invast.jp/
https://www.adwg.co.jp/
https://www.sbivc.co.jp/
http://spc-sec.co.jp/
https://www.coindeskjapan.com/#company-info
https://www.fxcoin.co.jp/
https://zaif.jp/
https://www.gaikaex.com/
https://klo.gr.jp/
https://ginco.co.jp/
https://cryptogarage.co.jp/
https://www.growship.com/
http://www.kenedix.com/
https://www.cxr-inc.com/
https://www.simplex.ne.jp/
https://www.zuu.co.jp/
https://standardcapital.co.jp/
https://www.securitize.co.jp/
http://www.tmi.gr.jp/
https://www.tecotec.co.jp/
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/aboutdeloitte/articles/dtc/dtc.html
https://toseicorp.co.jp/
https://www.noandt.com/index.html
https://www.nishimura.com/
https://www.nri.com/jp
https://hashkey.jp/
https://hashport.io/
http://eng.hanwhafund.co.kr/web/main/main.jsp
https://www.hanwhafund.co.kr/
https://www.hanwhawm.com/main/english/main/index.cmd
https://www.hanwhawm.com/

入会日
令和3年5月1日
令和3年8月1日
令和2年10月1日
令和3年4月1日
令和2年6月1日
令和2年11月1日
令和3年11月1日
令和2年10月1日
令和2年6月1日
令和2年6月1日
令和2年8月1日
令和2年8月1日
令和2年8月1日
令和2年8月1日
令和2年7月1日
令和2年6月1日
令和2年11月1日
令和3年5月1日
令和2年6月1日
令和2年7月1日
令和2年6月1日
令和3年1月1日
令和2年6月1日
令和2年6月1日
令和2年7月1日
令和2年7月1日

https://www.pwc.com/jp/ja/industries/fs.html
https://bitflyer.com/
https://funds.jp/
https://fundcreation.co.jp/
http://www.fgiam.co.jp/
https://boostry.co.jp/
https://www.huobi.co.jp/
https://www.fujitsu.com/jp/
http://projectcompany.co.jp/
https://www.vortex-net.com

令和2年10月1日
令和2年6月1日
令和2年6月1日
令和2年7月1日
令和4年1月1日
令和2年7月1日
令和2年8月1日
令和2年12月1日
令和2年8月1日
令和3年6月1日

https://www.magic.exchange/

令和2年7月1日

https://www.matsui.co.jp/
https://www.miura-partners.com/
https://www.mizuho-tb.co.jp/
http://www.mhmjapan.com/ja/

令和3年12月1日
令和2年8月1日
令和2年8月1日
令和2年6月1日
令和2年9月1日
令和3年3月1日

https://loadstarcapital.com/

令和2年6月1日
令和3年4月1日
令和2年10月1日
令和2年7月1日
令和2年8月1日
令和2年9月1日
令和2年8月1日
令和2年9月1日
令和2年10月1日

