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No. 会社名 所在地 設立(業歴) 申込基準 手数料 掛目 申込金額 全国対応 種別 債権譲渡登記 償還請求権

1 資金調達のプロ 東京 H22(7年) 法人、個人 5%~15% 備考に記載 100万~3億 ○ 2社間、3社間 備考に記載 無

2 株式会社トップマネジメント 東京 H21(8年) 法人、個人 不明 80%〜90% 30万~3億 ○ 2社間、3社間 原則必要 無

3 株式会社三共サービス 東京 H13(16年) 法人 1.5〜 70%~80% 50万〜3千万 ○ 2社間、3社間 原則必要 無

4 JTC　 名古屋、東京 H25年(4年) 原則法人 2%〜 不明 100万〜 ○ 2社間、3社間 不明 無

5 ファクタリング東京 東京 H10年(19年) 法人、個人 不明 不明 10万~1億 ○ 2社間、3社間 不明 無

6 ビートレーディング 東京、福岡 H24年(5年) 法人、個人 15%前後 70%〜95% 100万~3億 ○ 2社間、3社間 登記留保対応 無

7 トラストゲートウェイ　 福岡 H29年(1年) 法人、個人 3%~ 80%~95% 30万~5000万 原則九州 2社間、3社間 必要 無

8 アルシエ 大阪 不明 不明 1.5%〜 非開示 50万~1億 不明 2社間、3社間 不明 無

9 三和プロフィット 東京 不明 不明 1%~ 不明 ~3,000万 不明 2社間、3社間 不明 無

10 アトラス

11 ドリームゲート

12 財務会計支援機構 東京 H23年(6年 ) 法人、個人 7%〜10% 不明 100万~1億 ○ 2社間 登記留保対応 無

13 ユアパートナーズ

14 クリエイトイノベーション

15 ビジネクスト 東京 H13(16年) 法人 2%以下 不明 〜1億 ○ 2社間、3社間 必要 無

16 三菱UFJファクター 東京 S52( 40年) 法人 不明 不明 100万~ ○ 3社間 必要 無

17 みずほファクター 東京 S52( 40年) 法人 不明 不明 1,000万~ ○ 3社間 必要 無

18 MEDS JAPAN 東京、北海道 H16(13年) 法人 2%~10.8% 不明 100万~5千万 ○ 2社間、3社間 必要 無

19 ライジングインベストメント 東京 H25(4年) 法人 1.0%~ 80%~90% 30万~5千万 ○ 2社間、3社間 必要 無

20 ワダツミ 東京 H16(13年) 法人 1.0%~3% 80%~90% 5万~10億円 ○ 3社間 基本的に必要 無

21 NSキャピタルマネジメント 東京 H26(3年) 法人 1%〜 80%〜90% 10万~1億 ○ 2社間、3社間 基本的に不要 無

22 キュッパ 東京 不明 法人、個人 不明 不明 30万~5千万 ○ 2社間、3社間 不明 不明

23 J-nets 東京 不明 法人、個人 不明 不明 50万~3千万 ○ 不明 不明 不明

24 資金調達レスキュー 東京 H26(3年) 法人、個人 不明 不明 〜300万 ○ 2社間 不要 無

25 ファクコム

26 東洋商事

27 ファーストリンク

28 トーカイエフェクト 三重県 H23(6年) 不明 不明 不明 不明 ○ 不明 不明 不明

29 みかど企画

30 GCM 東京 不明 不明 不明 不明 不明 ○ 3社間 必要 無

31 ジャパンファクター 福岡、東京 不明 法人、個人 1%〜 50%~90% 100万~1億 ○ 2社間 応相談 無

32 リプラン 東京 H12(17年) 法人、個人 不明 不明 10万~1億 ○ 2社間、3社間 不明 不明

33 資金調達特急便 東京 不明 法人、個人 不明 不明 下限なし〜5千万 ○ 2社間、3社間 無 無

34 ジャパンマネジメント 福岡、東京 不明 法人、個人 1%~30% 不明 50万~5千万 ○ 2社間、3社間 必要 無

35 ファクタリングジャパン 東京 H25(4年) 法人、個人 1%〜 80%〜90% 50万~3億 ○ 2社間、3社間 登記留保 無

36 F3サポート 東京 不明 不明 2%〜 不明 金額上限なし。 ○ 3社間 不明 無

37 ジースリーコーポレーション 埼玉

38 四葉アドバンス 東京 不明 法人 3%〜 65%〜 〜1億 ○ 2社間、3社間 原則必要 無

39 株式会社No.1 東京、名古屋 H28(1年) 法人 1%〜 80%〜90% 50万~3億円 ○ 2社間、3社間 不明 無

40 whatever 東京 H16(13年) 法人、個人 1%〜 80%〜90% 30万〜3千万 ○ 2社間、3社間 登記留保 無

41 アットマネジメントジャパン 東京 不明 法人 不明 80%〜90% 30万〜5千万 ○ 2社間、3社間 不明 無

42 株式会社一福 東京 不明 法人 不明 不明 10万~1億 ○ 2社間、3社間 原則必要 無

43 東信商事 東京 S7(85年) 法人 8.5〜15.0 (金利) なし 1千万以上 不明 2社間 必要 有

44 ニューアジアコンサルティング 東京 不明 法人、個人 不明 不明 50万~5,000万 ○ 2社間、3社間 不明 不明

45 ウィンパートナー 京都 不明 法人、個人 不明 不明 不明 ○ 不明 不明 不明

46 リソース 東京 不明 法人、個人 3%〜 不明 ~3,000万 不明 2社間、3社間 不明 無

47 Jトレード 東京 H13(16年) 法人、個人 不明 不明 ~1億円 ○ 2社間、3社間 必要 不明
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備考

当社はファクタリング会社選定業者のため掛目、登記は紹介会社による。問い合わせNo.1。

成約時交通費キャッシュバック

手数料業界最安

毎月キャンペーンあり！診療報酬債権は対象ではない。土日も対応。出張買取可能。

10万円からできる。コンサル、商品買取あり。

売掛金が個人事業主でも対応可能性あり。診療報酬、介護報酬も対象。

新規契約3万円キャッシュバック中。医療報酬も対応。審査料1社5,000円
最短即日、平均3日。訪問買取。(大阪、奈良、京都、兵庫)、諸費用負担。介護報酬、診療報酬も対象。

HPがメンテナンス中。

HPアクセスできず。廃業

HPアクセスできず。廃業

最長40日。

HPアクセスできず。廃業

HPアクセスできず。廃業？

アイフル子会社、収納代行業者が間に入る。

審査に時間がかかる。3社間オンリー。

審査に時間がかかる。1社200万 ×5社が必要。

手数料上限が決まっている。出張買取対応。MEDSグループ。

出張買取。審査料1社あたり5,000円。コンサルも行なっている。医療、介護報酬買取あり。在庫買取もあり。

3社間のみ。西武信用金庫と業務提携。社長のブログあり。手形買取、在庫買取あり。審査料1社5,000円(利用時は不要)
コンサル業も行なっている。1社限度2千万。登記は2社間の時、3社間で承諾書がもらえない時必要。

来社不要。コンサル業あり。

物品買取業あり。HPに情報が少なすぎる。本当に口コミNo1なのか疑問。そもそも口コミサイトに口コミがない。

来店不要。少額専門。

HPアクセスできず、廃業。

逮捕

HPアクセスできず、廃業？

現状ファクタリングの取扱があるか不明。資金調達コンサルタント。東京にオフィスあり。

HPアクセスできず、廃業。

介護報酬、診療報酬ファクタリングのみ。介護事業コンサルおも行なっている。

福岡本社の会社

及川奈央さん、広澤さんが広告塔。最大買取、業界最安手数料を謳うも数字の記載なし。youtube動画あり。

コンサルも行う。

出張買取可。コンサル業務も行う。

コンサル事業も行う。

コンサル事業も行う。

HPアクセスできず、廃業？

出張買取あり。(交通費は申込者負担)、コンサル業あり。1社あたりの上限は1億円。審査料無料

コンサル、担保評価も行う。登記留保、通知留保で対応。診療報酬、介護報酬も対象。在庫買取あり。

介護報酬、診療報酬ファクタリングあり。在庫買取、家賃収入ファクタリングあり。

診療報酬、介護報酬、調剤報酬ファクタリングあり。コンサル業務あり。

ファクタリングではなく、売掛金を担保として借入行うもの。

コンサル業あり。

H29/1からHPの更新なし。

コンサル業あり。介護ファクタリングあり。


