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書類名称 契約締結前交付書面 

ファンド名 SAF不動産ローンファンド 15号匿名組合契約 

 

旧 新 

 

（省略） 

 

（営業者） 

商号   SAMURAI ASSET FINANCE 株式会社 

     代表取締役 村田健太郎 

住所   東京都港区虎ノ門 2－5－5 

 

主な事業 貸金業（登録番号 東京都知事（1）第 31682号） 

電話   03－5359－5312 

 

（私募取扱者）   

商号   SAMURAI証券株式会社 

住所   東京都港区西新橋 1－15－6内幸町企画ビル 5F  

 

主な事業 金融商品取引業 関東財務局長（金商）第 36号 

第一種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業 

電話   03-6205-7284 

 

 

（省略） 

 

（営業者） 

商号   SAMURAI ASSET FINANCE 株式会社 

     代表取締役 村田健太郎 

住所   東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

     虎ノ門ファーストガーデン 10階 

主な事業 貸金業（登録番号 東京都知事（1）第 31682号） 

電話   03－5359－5312 

 

（私募取扱者）   

商号   SAMURAI証券株式会社 

住所   東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

     虎ノ門ファーストガーデン 10階 

主な事業 金融商品取引業 関東財務局長（金商）第 36号 

第一種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業 

電話   03-6205-7284 
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目次 （省略） 

 

金融商品の販売等に関する重要事項 

（省略） 

 

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

SAMURAI証券株式会社（私募取扱者）  

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-15-6内幸町企画ビル 5F  

 

電話：03-6205-7696 ※受付時間：平日 9：00～17：00 

 

1．ファンドの概要と注意点 （省略） 

 金融商品取引契約の概要 （省略） 

 a.～c. （省略） 

 d.関係会社・パートナー企業等との関係 

 ■営業者の概要 

商号   SAMURAI ASSET FINANCE 株式会社 

代表者  代表取締役 村田 健太郎 

住所   東京都港区虎ノ門 2－5－5 

 

主な事業 貸金業 

登録番号 東京都知事（1）第 31682号 

電話   03-5359-5312 

 

目次 （省略） 

 

金融商品の販売等に関する重要事項 

（省略） 

 

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

SAMURAI証券株式会社（私募取扱者）  

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

      虎ノ門ファーストガーデン 10階 

電話：03-6205-7696 ※受付時間：平日 9：00～17：00 

 

1．ファンドの概要と注意点 （省略） 

 金融商品取引契約の概要 （省略） 

 a.～c. （省略） 

 d.関係会社・パートナー企業等との関係 

 ■営業者の概要 

商号   SAMURAI ASSET FINANCE 株式会社 

代表者  代表取締役 村田 健太郎 

住所   東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

虎ノ門ファーストガーデン 10階 

主な事業 貸金業 

登録番号 東京都知事（1）第 31682号 

電話   03-5359-5312 
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ホームページ     https://www.safin.co.jp/ 

  （省略） 

2．重要事項 （省略） 

 

1．金融商品取引業を行う者の概要 （省略） 

   商号：SAMURAI証券 

   登録：平成 27年 5月 12日 

   登録番号：関東財務局長（金商）第 36号 

   本店所在地：東京都港区西新橋 1－15－6内幸町企画ビル 5F 

 

   設立：平成 14年 2月 22日 

   資本金：400,595,916円 

   代表者：中山 幹之 

 

a.  （省略） 

b.金融商品取引業を行う者の名称及び連絡先 

 名称：SAMURAI証券株式会社 

 住所：東京都港区西新橋 1－15－6内幸町企画ビル 5F  

 

 電話：03－6205－7696 

 祝日を除く月～金曜日の 9：00～17：00 

 電子メール：customer@samurai-crowd.com 

 ホームページ：https://samurai-crowd.com 

c.～e. （省略） 

 

ホームページ     https://www.safin.co.jp/ 

  （省略） 

2．重要事項 （省略） 

 

1．金融商品取引業を行う者の概要 （省略） 

   商号：SAMURAI証券 

   登録：平成 27年 5月 12日 

   登録番号：関東財務局長（金商）第 36号 

   本店所在地：東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

虎ノ門ファーストガーデン 10階 

   設立：平成 14年 2月 22日 

   資本金：495,596,016円 

   代表者：山口 慶一 

 

a.  （省略） 

b.金融商品取引業を行う者の名称及び連絡先 

 名称：SAMURAI証券株式会社 

 住所：東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

虎ノ門ファーストガーデン 10階 

 電話：03－6205－7696 

 祝日を除く月～金曜日の 9：00～17：00 

 電子メール：customer@samurai-crowd.com 

 ホームページ：https://samurai-crowd.com 

c.～e. （省略） 

 



新旧対照表 

4 

 

3．募集要項 

（1）～（3） （省略） 

（4）申込取扱場所 

  名称：SAMURAI証券株式会社 

  住所：東京都港区西新橋 1-15-6内幸町企画ビル 5F 

   

  電話：03－6205－7696 

  祝日を除く月～金曜日の 9：00～17：00 

  電子メール：customer@samurai-crowd.com 

ホームページ：「サムライ（https://samurai-crowd.com）」よりお申込 

みができます。 

（省略） 

（5）～（14） （省略） 

4．出資対象事業の内容及び運営の方針 （省略） 

 

5．出資対象事業の運営体制に関する事項 

 組合等の機構 

 （省略） 

会社名 SAMURAI ASSET FINANCE株式会社 

本社所在地 東京都港区虎ノ門 2－5－5 

 

代表者 代表取締役 

村田健太郎 

 

3．募集要項 

（1）～（3） （省略） 

（4）申込取扱場所 

  名称：SAMURAI証券株式会社 

  住所：東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

     虎ノ門ファーストガーデン 10階 

  電話：03－6205－7696 

  祝日を除く月～金曜日の 9：00～17：00 

  電子メール：customer@samurai-crowd.com 

ホームページ：「サムライ（https://samurai-crowd.com）」よりお申込 

みができます。 

（省略） 

（5）～（14） （省略） 

4．出資対象事業の内容及び運営の方針 （省略） 

 

5．出資対象事業の運営体制に関する事項 （省略） 

組合等の機構 

 （省略） 

会社名 SAMURAI ASSET FINANCE株式会社 

本社所在地 東京都港区虎ノ門 1丁目 7番 12号 

虎ノ門ファーストガーデン 10階 

代表者 代表取締役 

村田健太郎 
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資本金 3億 1,000万円（2019年 7月 30日時点） 

設立 2017年 11月 16日 

電話 03-5359-5312 

6．出資対象事業から生ずる集積の配当又は財産の分配（以下「分配等」とい

います。）の方針 （省略） 

 

7．出資を受けた金銭その他の財産に係る送金又は管理を行う者の商号及び

役割 （省略） 

 

8．出資を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無 （省略） 

 

9．出資対象事業の経理に関する事項 （省略） 

10．営業差における分別管理の方法 （省略） 

 

11．個人情報の利用目的 （省略） 

 

資本金 90,000,000円 

設立 2017年 11月 16日 

電話 03-5359-5312 

6．出資対象事業から生ずる集積の配当又は財産の分配（以下「分配等」とい

います。）の方針 （省略） 

 

7．出資を受けた金銭その他の財産に係る送金又は管理を行う者の商号及び役

割 （省略） 

 

8．出資を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無 （省略） 

 

9．出資対象事業の経理に関する事項 （省略） 

10．営業差における分別管理の方法 （省略） 

 

11．個人情報の利用目的 （省略） 

 


