（法務省認可）

債権管理回収会社・88 社
法務省大臣官房司法法制部審査監督課

電話 03-3580-4111

［債権回収会社の取扱業務］
債権者から委託を受けて又は譲り受けて行う次の債権の管理及び回収をすることが出来る。
1．金融機関等の有する貸付債権
2．リース･クレジット債権
3．金融機関等の系列の貸金業者の有する一定の貸付債権
4. 金融機関等の有していた貸付債権
5．保証契約に基づく債権
6．求償権
7．事業者や法人向けの貸付債権等だけでなく、個人向けの銀行ローンや個人のクレジット債権な
ど

［債権回収会社の行為規制］
1．業務遂行に当たり、人を脅迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手
方を困惑させる行為の禁止
2．業務遂行に当たり、暴力団員を業務に従事させ又はこれらを業務の補助として使用する行為の
禁止
3．回収に当たり、偽りその他不正の手段を用いることの禁止
4．虚偽表示、誇大広告の禁止
5．裁判上の行為については弁護士に追行させる

［監督及び取消］
行為規制に違反している場合は、法務大臣による立入検査、許可取消処分等を受ける

【債権管理回収会社】
（会社名）
1. プレミア債権回収㈱
［親会社］ゼネラルモーターズ㈱

（代表者）

3. 東京債権回収㈱
［親会社］㈱トリコ

（住所）

田島 義資

2. 日本債権回収㈱
山本
［親会社］㈱オリエントコーポレーション

（2004 年 9 月 13 日現在）

東京都千代田区有楽町 1-1-3
東京宝塚ビル 14Ｆ〜16Ｆ

喩

熊崎 正宏

1

（電話）
03-5157-7621

東京都千代田区麹町 5-2-1
オリコ本社ビル

03-5877-5111

東京都港区西新橋 1-20-10
西新橋エクセルビル

03-3593-6681

5. 三洋信販債権回収㈱
［親会社］三洋信販㈱

椎木 正和

東京都港区芝 1-4-7
ニチガビル 5Ｆ

03-5765-6181

6. みのり債権回収㈱
［親会社］GＥグループ(米国)

高地

東京都港区白金台 3-2-10

03-6408-8666

7. ニッテレ債権回収㈱
［親会社］日本テレサーチ㈱

児嶋 憲二

東京都港区芝浦 3-16-20
芝浦前川ビル

03-3769-4611

8. エムシーエス債権管理回収㈱
［親会社］㈱ダイエーオーエムシー

杉本 啓治

東京都墨田区菊川 3-17-2

03-5600-5200

9. ㈱整理回収機構
［親会社］預金保険機構

奥野 善彦

東京都中野区本町 2-46-1
中野坂上サンブライトツインビル

03-5203-4960

10. SMBC ビジネス債権回収㈱
［親会社］㈱三井住友銀行

宮城 信二

東京都中央区築地 3-16-9
築地室町ビル

03-3544-6003

11. オリックス債権回収㈱
［親会社］オリックス㈱

田代 正明

東京都港区浜松町 2-4-1
世界貿易センタービル

03-3435-3240

12. ㈱港債権回収
勝野 浩幸
［親会社］ゴールドマン サックス（米国）

東京都渋谷区渋谷 2-15-1
渋谷クロスタワー

03-5469-4488

13. ㈱アトリウム債権回収サービス
［親会社］㈱アトリウム(日本)

高橋 剛毅

東京都豊島区東池袋 3-1-1
サンシャインビル 39Ｆ

03-5951-6827

14. やまと債権管理回収㈱
［親会社］サーベラス（米国）

清水 敏聖

東京都千代田区丸の内 2-3-2
郵船ビル

03-3287-2100

豊

15. レンド・リース・ジャパン債権回収㈱
グレゴリー・
東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワー本館 10Ｆ
［親会社］レンド・リース（豪・米） マーティン・アダムス

03-6229-5700

16. グローバル債権回収㈱
田中
［親会社］カーギル インベストメンツ ジャパン
ファースト サービシング ジャパン

03-5326-2481

剛

東京都新宿区西新宿 2-6-1
新宿住友ビル 41Ｆ

17. ハドソン・ジャパン債権回収㈱
［親会社］米国系

カガワ・
東京都港区虎ノ門 5-1-5
ジェームス・ヒデオ
虎ノ門 45 森ビル 4Ｆ

03-5776-8666

18. シー・シー・シー債権回収㈱
［親会社］独立系

玉木 英治

東京都千代田区麹町 1-6-9
ＤＩＫ麹町ビル

03-3222-0490

19. シーエム債権回収サービス㈱
［親会社］御堂筋ファイナンス㈱

林

東京都新宿区四谷 2-4-1
ルネ四谷ビル

03-3359-2710

20. ㈱山田債権回収管理総合事務所
［親会社］独立系

山田 晃久

横浜市西区北幸 1-11-15
横浜ＳＴビル 18Ｆ

045-325-3911

21. ジャックス債権回収サービス㈱
［親会社］㈱ジャックス

筒井 正三

東京都品川区西五反田 2-27-4
明治生命五反田ビル

03-5434-9571

22. あおぞら債権回収㈱
［親会社］あおぞら銀行グループ

元川 正文

東京都千代田区九段北 1-13-5
日本地所第一ビル 7Ｆ

03-3265-0456

23. キャピタル・サーヴィシング
債権回収㈱
［親会社］不明

カール・ニコラス 東京都港区六本木 6-10-1
・エヴァレット
六本木ヒルズ森タワー15Ｆ

03-6439-7600

24. ㈱ロンバード債権回収
［親会社］不明

村木 道夫

東京都渋谷区広尾 1-1-39
恵比寿プライムスクエア

03-5774-0180

25. SMBC ローン債権回収㈱
［親会社］住銀保証㈱

若林 和仁

東京都中央区築地 3-16-9
築地室町ビル

03-3546-3100

柏男
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26. ㈱沖縄債権回収サービス
［親会社］㈱オークス

眞榮城 徳七

沖縄県那覇市西 1-19-7
フェアービル 2F

098-860-4393

27. エー・シー・エス債権管理回収㈱
［親会社］イオンクレジット㈱

大前

東京都千代田区神田錦町 1-2-1
昭栄錦町ビル 7F

03-5281-2026

28. フロンティア債権回収㈱
［親会社］三和銀行 他

野々下伊津巳

東京都中野区本町 2-46-1
中野サンブライトツイン

03-3373-5111

29. パシフィック債権回収㈱
葛西 晴夫
［親会社］ケネディ ウイルソン インターナショナル(米国)

東京都千代田区五番町 4-5
番町第 6 金井ビル 5F

03-5211-7811

30. 栄光債権回収㈱
［親会社］独立系

神崎 良治

横浜市西浜松町 2-5

045-253-3311

31. ミレニアム債権回収㈱

櫻井

建

32．㈱クリスタル債権回収
［親会社］㈱クリスタル

嶋岡

学

33. 卯浩債権回収㈱
［親会社］独立系

均

東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワー
［親会社］ムーア ストラテジック バリュー パートナーズ ジャパン(米国)

03-5575-9700

東京都新宿区西新宿 2-4-6

03-5324-8318

北山 忠嗣

東京都新宿区四谷 4-24
関口ビル 2Ｆ

03-5361-8608

34. ジェーピーエヌ債権回収㈱
［親会社］クレディ セゾン

日暮 博昭

東京都豊島区東池袋 3-1-1
サンシャイン 60 39Ｆ

03-5992-1119

35. ㈱日貿信債権回収サービス
［親会社］㈱日貿信

松本

東京都中央区日本橋 2-1-10
柳屋ビル 8Ｆ

03-3271-4456

36．エス・シー・ジェイ債権回収㈱
［親会社］セキアード キャピタル
ジャパン㈱(米国系)

佐久間 英行
東京都港区虎ノ門 4-1-17
ジョン・ジャック・
城山ＭＴビル
スケールズ・キース

03-5776-1055

37. 中央債権回収㈱
［親会社］独立系

荒木 宣央

東京都中央区勝どき 2-11-9
リクルート勝どきビル 4Ｆ

03-5547-2100

38. やまびこ債権回収㈱
［親会社］八十二銀行

唐澤 貞光

長野市大字中御所岡田 178-2

026-224-3982

39. ㈱ディーシー債権回収
上原 一美
［親会社］㈱ディーシーカード(三菱グループ)

東京都渋谷区道玄坂 1-3-2
渋谷三菱ビル 4Ｆ

03-3464-6007

40．みずほ債権回収㈱
［親会社］みずほグループ

木村 陽一

東京都中央区日本橋茅場町 1-6-10
日幸茅場町ビル 6Ｆ

03-5640-4071

41．エイ・アイ・ピー債権管理回収㈱
［親会社］不明

アードン・バリー・ 東京都千代田区丸の内 2-6-2

茂

ハーシュフェルド・ジュニア

03-5208-1971

丸の内八重洲ビル 8F

42. 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱ 永島 義郎
［親会社］東京三菱銀行

東京都千代田区麹町 1-3

03-3556-7770

43. りそな債権回収㈱
［親会社］りそな銀行

林

東京都千代田区九段南 1-5-6
りそな九段ビル

03-3288-7969

44. アイ・ティ債権回収㈱
［親会社］アイ・ティ・ネット㈱(日本)

小栗 裕一

東京都中央区日本橋 3-5-13
三義ビル

03-3231-2700

45. アドホック債権管理回収㈱
［親会社］独立系（日本）

高橋

東京都品川区大井 6-19-9
グリーンビル

03-3776-7706

清美

慶
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47. 保証協会債権回収㈱
［親会社］52 の保証協会

江口 浩一郎

東京都中央区京橋 1-3-3
柏原ビル

03-3548-8460

48. アミック債権回収サービス㈱
［親会社］㈱日立キャピタル

斉藤 良克

東京都港区新橋 5-22-10
松岡田村町ビル

03-5470-9520

49. 九州債権回収㈱
［親会社］福岡地所㈱

山口

正

福岡市博多区博多駅前 4-3-18
サンライフセンタービル

092-483-4650

50. ワークアウト債権回収㈱
［親会社］㈱ビージャパン（日本）

山崎

泰

東京都新宿区西新宿 1-22-2
新宿サンエービル 2Ｆ

03-3345-9630

51. アイ・アール債権回収㈱
井無田 敦
［親会社］アコム㈱、㈱リサパートナーズ

東京都千代田区麹町 3-4
トラスティー麹町ビル 7Ｆ

03-5215-6511

52. パル債権回収㈱
［親会社］プロミス㈱

増井

東京都世田谷区太子堂 4-1-1

03-5712-7050

53. 系統債権管理回収機構㈱
［親会社］農林中央金庫

外崎

東京都千代田区大手町 1-8-3
JA ビル 2Ｆ

03-3243-7771

54. 三和債権回収㈱
［親会社］三和ファイナンス㈱

山田 紘一郎

東京都新宿区西新宿 8-2-26

03-5348-4689

55. しまなみ債権回収㈱
［親会社］広島銀行

藤村 義昭

広島県広島市中区基町 13-13
マスミューチュアル生命ビル

082-227-1113

56. センチュリー債権回収㈱
［親会社］外資系

山中

東京都千代田区大手町 1-1-3

03-3212-0011

57. ベータウエスト債権回収㈱

トーマス・
東京都港区虎ノ門 4-3-1
ダブリュ・プリー 城山ＪＴトラストタワー16Ｆ

榮治
之啓

正

03-5403-4888

［親会社］クレディ スイス ファースト ボストン(米国)
58. ニッシン債権回収㈱
［親会社］㈱ニッシン

天野 量公

東京都千代田区神田錦町 1-2-1

59. エム・テー・ケー債権管理回収㈱
［親会社］独立系

御沓 秀明

東京都新宿区西新宿 1-25-1
03-5326-3971
新宿センタービル 8Ｆ

60. エヌ・エス債権回収㈱
［親会社］日本信販㈱

大場

進

東京都文京区本郷 3-16-6
日本信販第 8 ビル

03-5684-1991

61. ちば債権回収㈱
［親会社］千葉銀行

石井

徹

千葉県千葉市中央区栄町 39-10
東方興業ビル

043-225-6375

62. 東銀リース債権回収㈱
［親会社］東京三菱銀行グループ

中川 健一

東京都中央区日本橋室町 2-4-3
新室町ビル 5F

03-3270-6011

63. 新生債権回収㈱
［親会社］新生銀行

後藤 武彦

東京都千代田区 2-1-8

03-5157-1661

64. アストライ債権回収㈱
西村 吉正
［親会社］あおぞら銀行、アイフル㈱

東京都中央区日本橋堀留町 2-9-8
日本橋ＭＳビル 2 階

03-3667-1500

65. やしお債権回収㈱
［親会社］足利銀行

小倉 理一郎

栃木県宇都宮市陽東 6-4-17
足利銀行宇都宮東支店内

028-660-8741

66. 山陰債権回収㈱
［親会社］山陰合同銀行

岩田 正之

島根県松江市白潟本町 71

0852-24-2001

67. エイ・アイ・シー債権回収㈱
［親会社］在日韓国系

前田 健次郎

大阪市北区南森町 2-2-10
大阪昭光ビル 5F

06-6363-2444
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03-5283-2420

68. ㈱シーエフ債権回収㈱
稲波 智弘
［親会社］㈱セントラルファイナンス

名古屋市中区上前津 2-1-30
上前津ビル

052-324-3111

69. リクレス債権回収㈱
［親会社］リコーリース㈱

大野 郁男

東京都中央区銀座 7-16-3
日鉄木挽ビル

03-5148-5041

70. アイ・エス・オー債権回収㈱
［親会社］独立系(日本)

松井 清夫

東京都中央区日本橋浜町 2-13-6
ノモスビル

03-5643-7672

71. 日本リバイバル債権回収㈱
［親会社］独立系

渡邊

彰

東京都千代田区丸の内 2-2-1
岸本ビル 2Ｆ

03-5219-5961

72. ミネルヴァ債権回収㈱
［親会社］ＩＴＸ㈱

鹿野 忠男

東京都千代田区麹町 3-5-19
西川ビル

03-3221-9211

73. 岡山債権回収㈱
［親会社］吉備システム㈱

小野 伸三

岡山市蕃山町 3-30

086-803-5100

74. エーアールエー債権回収㈱
［親会社］㈱本家かまどや

金

大阪市中央区本町 3-3-8
山口興産ビル

06-6252-4300

75. ㈱ジャスティス債権回収
［親会社］㈱SFCG

宮川 聡男

東京都中央区日本堀留町 1-5-7

03-5652-6262

76. エス・エス・ジェー債権回収㈱
［親会社］Ocwen Financial Corporation

澤村 暢一

東京都港区西新橋 2-7-4

03-3500-5818

77. 都債権回収㈱
［親会社］独立系

八木 久男

京都市中京区六角通新町西入
西六角町 102-1

075-257-4566

78. ふくおか債権回収㈱
［親会社］福岡銀行

阪東 一則

福岡市中央区天神 1-12-14

092-737-0881

79. 茨友債権回収㈱
［親会社］独立系

永見 嘉伸

茨城県日立市弁天町 2-24-1

0294-27-8277

80. 日拓トラスト債権回収㈱
［親会社］日拓グループ

西村 昭孝

東京都新宿区高田馬場 2-14-11

03-3209-1001

81. ㈱虎ノ門債権回収
［親会社］調査中

氏家 顕太郎

東京都港区虎ノ門 3-8-21

03-5776-8200

82. ジーエフアール債権回収㈱
［親会社］ＧＥグループ

アロック・
バティア

東京都港区赤坂 1-14-14
第 35 興和ビル

03-3588-6095

83. ＣＭＴＢ総合債権回収㈱
［親会社］中央三井信託銀行

舟木

隆

東京都千代田区神田鍛冶町 3-3

03-3257-7510

84. ㈱一富士債権回収
［親会社］独立系

四方

修

大阪市中央区伏見町 2-1-1

06-6233-8088

85. ＳＭＦＧ企業再生債権回収㈱
前田 孝一
［親会社］三井住友ファイナンシャルグループ

東京都港区西新橋 1-15-1

03-3507-7051

86. 中総信債権回収㈱
［親会社］中国総合信用㈱

石松 照國

広島市東区光町 1-9-19

082-263-8500

87. 日本海債権回収㈱
［親会社］調査中

吉村 知明

富山市中央通り 2-1-14

076-424-3399

88. きらら債権回収㈱
［親会社］調査中

平木 仁司

山口県周南市平和通 2-15

0834-22-2101

弘周
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