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認定情報処理支援機関 一覧（平成３０年１０月２２日認定分）

認定番号 事業者名称 所在地
第１号ー１８１００００１ 株式会社グローバルワイズ 愛知県
第１号ー１８１００００２ 株式会社ケイエムシー 栃木県
第１号ー１８１００００３ 株式会社アクセス・イノベーション 愛知県
第１号ー１８１００００４ ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 東京都
第１号ー１８１００００５ 株式会社コムデック 三重県
第１号ー１８１００００６ ベストプランナー合同会社 埼玉県
第１号ー１８１００００７ 株式会社ゴルディアス・コンサルティング＆パートナーズ 福岡県
第１号ー１８１００００８ 株式会社ワークアシスト 兵庫県
第１号ー１８１００００９ デンタルシステムズ株式会社 東京都
第１号ー１８１０００１０ アイシーエルシステムズ有限会社 京都府
第１号ー１８１０００１１ 株式会社アーティスティックス 静岡県
第１号ー１８１０００１２ 有限会社ねっと屋 大阪府
第１号ー１８１０００１３ 株式会社システムズナカシマ 岡山県
第１号ー１８１０００１４ 株式会社トレック 宮城県
第１号ー１８１０００１５ 株式会社デジタル・ウント・メア 秋田県
第１号ー１８１０００１６ 株式会社日立システムズ 東京都
第１号ー１８１０００１７ スキルインフォメーションズ株式会社 大阪府
第１号ー１８１０００１８ 株式会社ミモザ情報システム 京都府
第１号ー１８１０００１９ 株式会社ユニオンシンク 大阪府
第１号ー１８１０００２０ ヘルムジャパン株式会社 新潟県
第１号ー１８１０００２１ オレンジコンサルティング 石川県
第１号ー１８１０００２２ 日本事務器株式会社 東京都
第１号ー１８１０００２３ 有限会社フレバー情報システム 兵庫県
第１号ー１８１０００２４ 株式会社セントラルシステム 和歌山県
第１号ー１８１０００２５ 株式会社理経 東京都
第１号ー１８１０００２６ 株式会社ＴＫＣ 栃木県
第１号ー１８１０００２７ ロジザード株式会社 東京都
第１号ー１８１０００２８ 株式会社コムネットシステム 東京都
第１号ー１８１０００２９ 富士ゼロックス熊本株式会社 熊本県
第１号ー１８１０００３０ ＡＧＳ株式会社 埼玉県
第１号ー１８１０００３１ 富士ゼロックス株式会社 東京都
第１号ー１８１０００３２ 富士ゼロックス愛知株式会社 愛知県
第１号ー１８１０００３３ 株式会社トムスシステム 群馬県
第１号ー１８１０００３４ 富士ゼロックス東京株式会社 東京都
第１号ー１８１０００３５ 株式会社宮崎エンジニアリング 和歌山県
第１号ー１８１０００３６ 協立情報通信株式会社 東京都
第１号ー１８１０００３７ 株式会社セルズ 愛知県
第１号ー１８１０００３８ Ｓｔｅｐ ｕｐ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 埼玉県
第１号ー１８１０００３９ 株式会社ヒューマンウェア 東京都
第１号ー１８１０００４０ 株式会社ビー・エイ・エス 大阪府
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第１号ー１８１０００４１ 富士ゼロックス埼玉株式会社 埼玉県
第１号ー１８１０００４２ 富士ゼロックス静岡株式会社 静岡県
第１号ー１８１０００４３ 株式会社サクシード 栃木県
第１号ー１８１０００４４ 富士ゼロックス多摩株式会社 東京都
第１号ー１８１０００４５ 富士ゼロックス群馬株式会社 群馬県
第１号ー１８１０００４６ エイデイケイ富士システム株式会社 秋田県
第１号ー１８１０００４７ 日本ナレッジ株式会社 東京都
第１号ー１８１０００４８ 富士ゼロックス広島株式会社 広島県
第１号ー１８１０００４９ 富士ゼロックス兵庫株式会社 兵庫県
第１号ー１８１０００５０ 株式会社スータブル・ソリューションズ 東京都
第１号ー１８１０００５１ 富士ゼロックス千葉株式会社 千葉県
第１号ー１８１０００５２ ポラリスＩＴ株式会社 東京都

第１号ー１８１０００５３
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステ
ムズ

東京都

第１号ー１８１０００５４ 石田データサービス株式会社 広島県
第１号ー１８１０００５５ 株式会社アスコット 大阪府
第１号ー１８１０００５６ 株式会社MS&Consulting 東京都
第１号ー１８１０００５７ 株式会社インフォマート 東京都
第１号ー１８１０００５８ 富士ゼロックス岩手株式会社 岩手県
第１号ー１８１０００５９ カワイ事務機株式会社 大阪府
第１号ー１８１０００６０ 富士ゼロックス北陸株式会社 石川県
第１号ー１８１０００６１ 富士ゼロックス北海道株式会社 北海道
第１号ー１８１０００６２ 富士ゼロックス四国株式会社 香川県
第１号ー１８１０００６３ 株式会社ハッピー・メンター 東京都
第１号ー１８１０００６４ ディースタンダード株式会社 東京都
第１号ー１８１０００６５ 株式会社バージョン・ラボ 静岡県
第１号ー１８１０００６６ 富士ゼロックス長崎株式会社 長崎県
第１号ー１８１０００６７ 株式会社アッドワン 大阪府
第１号ー１８１０００６８ 株式会社ＢＥＬＬＳＯＦＴ 新潟県
第１号ー１８１０００６９ 株式会社スマイルワークス 東京都
第１号ー１８１０００７０ 富士ゼロックス大阪株式会社 大阪府
第１号ー１８１０００７１ データシステム株式会社 福井県
第１号ー１８１０００７２ 株式会社エッサム 東京都
第１号ー１８１０００７３ 富士ゼロックス福岡株式会社 福岡県
第１号ー１８１０００７４ 株式会社ＯＳＫ 東京都
第１号ー１８１０００７５ 株式会社グッドフィールドアンドカンパニー 東京都
第１号ー１８１０００７６ ウイングアーク１ｓｔ株式会社 東京都
第１号ー１８１０００７７ 飯田中小企業診断士事務所 山梨県
第１号ー１８１０００７８ 富士ゼロックス長野株式会社 長野県
第１号ー１８１０００７９ 富士ゼロックス三重株式会社 三重県
第１号ー１８１０００８０ 富士ゼロックス岐阜株式会社 岐阜県
第１号ー１８１０００８１ 株式会社エスシステム 群馬県
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第１号ー１８１０００８２ 株式会社エクス 大阪府
第１号ー１８１０００８３ 株式会社ティナ・コンサルティング 奈良県
第１号ー１８１０００８４ 矢印株式会社 神奈川県
第１号ー１８１０００８５ 株式会社成田システム研究所 大阪府
第１号ー１８１０００８６ ダイキン工業株式会社 大阪府
第１号ー１８１０００８７ ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都
第１号ー１８１０００８８ 富士ゼロックス鹿児島株式会社 鹿児島県
第１号ー１８１０００８９ カコムス株式会社 大阪府
第１号ー１８１０００９０ 株式会社ネオジャパン 神奈川県
第１号ー１８１０００９１ 富士ゼロックス福島株式会社 福島県
第１号ー１８１０００９２ センターフィールド株式会社 大阪府
第１号ー１８１０００９３ 株式会社エクレアラボ 東京都
第１号ー１８１０００９４ 株式会社タテムラ 東京都
第１号ー１８１０００９５ 富士ゼロックス岡山株式会社 岡山県
第１号ー１８１０００９６ 五大開発株式会社 石川県
第１号ー１８１０００９７ 株式会社アークインターネット 愛知県
第１号ー１８１０００９８ 株式会社ビジネス・アソシエイツ 東京都
第１号ー１８１０００９９ 株式会社日本テクノ開発 東京都
第１号ー１８１００１００ 有限会社ハローサポー卜 大阪府
第１号ー１８１００１０１ フルタニ産業株式会社 大阪府
第１号ー１８１００１０２ 富士ゼロックス山口株式会社 山口県
第１号ー１８１００１０３ 株式会社ワンストップ・イノベーション 東京都
第１号ー１８１００１０４ ＤＡＴＡビジネス株式会社 東京都
第１号ー１８１００１０５ 株式会社たけびし 京都府
第１号ー１８１００１０６ 富士ゼロックス新潟株式会社 新潟県
第１号ー１８１００１０７ 株式会社ロジック 和歌山県
第１号ー１８１００１０８ 富士ゼロックス京都株式会社 京都府
第１号ー１８１００１０９ 株式会社フォーラムエイト 東京都
第１号ー１８１００１１０ 一般社団法人関西ｄラボ 大阪府
第１号ー１８１００１１１ 富士ゼロックス茨城株式会社 茨城県
第１号ー１８１００１１２ 有限会社キートン 大阪府
第１号ー１８１００１１３ 株式会社オーシスマップ 兵庫県
第１号ー１８１００１１４ 東洋エンジニア株式会社 滋賀県
第１号ー１８１００１１５ 株式会社エープランナー 愛知県
第１号ー１８１００１１６ ムービングアンドアクション 福岡県
第１号ー１８１００１１７ ピー・シー・エー株式会社 東京都
第１号ー１８１００１１８ 株式会社ウィズテクノロジー 大阪府
第１号ー１８１００１１９ 日本ソフテック株式会社 富山県
第１号ー１８１００１２０ 株式会社オービックビジネスコンサルタント 東京都
第１号ー１８１００１２１ 富士ゼロックス栃木株式会社 栃木県
第１号ー１８１００１２２ 株式会社ピーナッツ 兵庫県
第１号ー１８１００１２３ 日本システム開発株式会社 愛知県
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第１号ー１８１００１２４ レイシスソフトウエアーサービス株式会社 大阪府
第１号ー１８１００１２５ 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング 奈良県
第１号ー１８１００１２６ ＡＴＣ株式会社 東京都
第１号ー１８１００１２７ 田原会計事務所 兵庫県
第１号ー１８１００１２８ 株式会社ミック 東京都
第１号ー１８１００１２９ ＢＴコンサルティング株式会社 埼玉県
第１号ー１８１００１３０ ＳＯＯＰ株式会社 愛知県
第１号ー１８１００１３１ 長野システム開発株式会社 長野県
第１号ー１８１００１３２ 富士ゼロックス神奈川株式会社 神奈川県
第１号ー１８１００１３３ 株式会社ｒｏｏｔ ｉｐ 東京都
第１号ー１８１００１３４ 富士ゼロックス宮城株式会社 宮城県
第１号ー１８１００１３５ 富士ゼロックス愛知東株式会社 愛知県
第１号ー１８１００１３６ 株式会社ティーケーネットサービス 新潟県


