
認定情報処理支援機関　一覧（令和元年６月２８日認定分）

認定書番号 事業者名称 所在地
第５号ー１９０４０００１ 株式会社ジャパンコンピューターサービス 東京都
第５号ー１９０４０００２ インフォテック株式会社 東京都
第５号ー１９０４０００３ エクナ株式会社 岩手県
第５号ー１９０４０００４ スターティアレイズ株式会社 東京都
第５号ー１９０４０００５ 大光宣伝株式会社 奈良県
第５号ー１９０４０００６ 株式会社クレス 愛知県
第５号ー１９０４０００７ ｉ．ｓ．ｔ．株式会社 岩手県
第５号ー１９０４０００８ 株式会社システムクリエイト 愛知県
第５号ー１９０４０００９ 株式会社コー・ワークス 宮城県
第５号ー１９０４００１０ 株式会社西新宿ドットネット 東京都
第５号ー１９０４００１１ アスタリスク株式会社 東京都
第５号ー１９０４００１２ 株式会社ｉ－Ｊｐ 宮城県
第５号ー１９０４００１３ 株式会社エフレボ 滋賀県
第５号ー１９０４００１４ 株式会社クロト 東京都
第５号ー１９０４００１５ 株式会社ケイズ 東京都
第５号ー１９０４００１６ 株式会社モリサワ 大阪府
第５号ー１９０４００１７ 株式会社ＧｏＱＳｙｓｔｅｍ 東京都
第５号ー１９０４００１８ サン電子株式会社 愛知県
第５号ー１９０４００１９ 株式会社ドリームフォース 愛知県
第５号ー１９０４００２０ 和心システム株式会社 東京都
第５号ー１９０４００２１ 株式会社ソフテム 東京都
第５号ー１９０４００２２ 株式会社藤井機械 愛知県
第５号ー１９０４００２３ アドバンステクノロジー株式会社 山梨県
第５号ー１９０４００２４ エニワン株式会社 大阪府
第５号ー１９０４００２５ ウェブティ株式会社 岡山県
第５号ー１９０４００２６ ナインソーツコンサルティング株式会社 東京都
第５号ー１９０４００２７ 株式会社エムディー 茨城県
第５号ー１９０４００２８ 株式会社システムギアソフテック 兵庫県
第５号ー１９０４００２９ 株式会社ビジネスブレーン 大阪府
第５号ー１９０４００３０ 株式会社ケース・ラボ 大阪府
第５号ー１９０４００３１ 株式会社ミック 島根県
第５号ー１９０４００３２ 株式会社コクリエシステムズ 長崎県
第５号ー１９０４００３３ 株式会社ウイングス・コンサルティング 兵庫県
第５号ー１９０４００３４ ゆるりアドバイザリーサービス合同会社 新潟県
第５号ー１９０４００３５ 株式会社ノアコンツェル 北海道
第５号ー１９０４００３６ アイテム株式会社 東京都
第５号ー１９０４００３７ 有限会社マグ広告ドットコム 千葉県



第５号ー１９０４００３８ ドリームプロダクション沖縄 沖縄県
第５号ー１９０４００３９ 株式会社コンピユーターシステム研究所 福島県
第５号ー１９０４００４０ 株式会社キタムラコンピユータ 高知県
第５号ー１９０４００４１ 株式会社LINKS 東京都
第５号ー１９０４００４２ 山辺事務機株式会社 富山県
第５号ー１９０４００４３ ウィル株式会社 大阪府
第５号ー１９０４００４４ 株式会社ファティマ 長崎県
第５号ー１９０４００４５ 合同会社サンワコンピュータ 鳥取県
第５号ー１９０４００４６ 株式会社ＴＩＭＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 愛知県
第５号ー１９０４００４７ 株式会社リクト 福岡県
第５号ー１９０４００４８ 株式会社ＭＴＬ 愛知県
第５号ー１９０４００４９ 株式会社マーフィーシステムズ 富山県
第５号ー１９０４００５０ 株式会社アキラックス 東京都
第５号ー１９０４００５１ 株式会社シジャム・ビーティービー 東京都
第５号ー１９０４００５２ 株式会社Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｇｏｒｉｌｌａ 大阪府
第５号ー１９０４００５３ フリー株式会社 東京都
第５号ー１９０４００５４ 京都サンダー株式会社 京都府
第５号ー１９０４００５５ 株式会社シェフレラ 京都府
第５号ー１９０４００５６ 日本電通株式会社 大阪府
第５号ー１９０４００５７ 株式会社スリーエスシステム 東京都
第５号ー１９０４００５８ 大創システム株式会社 東京都
第５号ー１９０４００５９ 柴崎倉庫株式会社 埼玉県
第５号ー１９０４００６０ 株式会社オンザリンクス 広島県
第５号ー１９０４００６１ ジェイグラブ株式会社 東京都
第５号ー１９０４００６２ 株式会社テクノ 三重県
第５号ー１９０４００６３ セントワークス株式会社 東京都
第５号ー１９０４００６４ 株式会社ビーイング 三重県
第５号ー１９０４００６５ 三愛ケーアールディ株式会社 大阪府
第５号ー１９０４００６６ 株式会社ファントム 群馬県
第５号ー１９０４００６７ 株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー 東京都
第５号ー１９０４００６８ 特定非営利活動法人インターネットビジネス研究所 東京都
第５号ー１９０４００６９ 株式会社ＫＧ情報 香川県
第５号ー１９０４００７０ 株式会社シード 茨城県
第５号ー１９０４００７１ 株式会社スペースチャート 大阪府
第５号ー１９０４００７２ 株式会社ナーツ 千葉県
第５号ー１９０４００７３ 株式会社ケイシィエス 大阪府
第５号ー１９０４００７４ 株式会社オーテックス 愛知県
第５号ー１９０４００７５ 株式会社サンセイコンピュータシステム 長野県
第５号ー１９０４００７６ 有限会社Ｅ　ｐｒｏｊｅｃｔ 大阪府
第５号ー１９０４００７７ 株式会社キャズ・インターナショナル 東京都



第５号ー１９０４００７８ 株式会社スマートブレイン 福岡県
第５号ー１９０４００７９ 株式会社ブロードリーフ 東京都
第５号ー１９０４００８０ 有限会社ランドスケープ・ソフトウェア 山口県
第５号ー１９０４００８１ PandADESIGN 大阪府

第５号ー１９０４００８２
はやし総合支援事務所（社会保険労務士はやし労務事務所・
行政書士はやし法務事務所）

東京都

第５号ー１９０４００８３ 長野日本ソフトウエア株式会社 長野県
第５号ー１９０４００８４ 株式会社ネコシステム 大阪府
第５号ー１９０４００８５ 株式会社学研ロジスティクス 東京都
第５号ー１９０４００８６ つなぐる株式会社 奈良県
第５号ー１９０４００８７ 株式会社ラディアス 東京都
第５号ー１９０４００８８ ＴＩＳ北海道株式会社 北海道
第５号ー１９０４００８９ 株式会社マテハンソフト 栃木県
第５号ー１９０４００９０ 株式会社LCPM 奈良県
第５号ー１９０４００９１ 株式会社タスク 石川県
第５号ー１９０４００９２ 株式会社Ｌｏｃａｌ２４ 京都府
第５号ー１９０４００９３ 株式会社スイッチ 愛知県
第５号ー１９０４００９４ 株式会社三通テレコムサービス 東京都
第５号ー１９０４００９５ 株式会社アドソフト 福岡県
第５号ー１９０４００９６ 有限会社アイティーキューブ 山口県
第５号ー１９０４００９７ 株式会社Ｐｏｗｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 東京都
第５号ー１９０４００９８ 株式会社すまいる顔 大阪府
第５号ー１９０４００９９ 株式会社北陸テクノソリューションズ 富山県
第５号ー１９０４０１００ アンカー・アンド・カンパニー株式会社 大阪府
第５号ー１９０４０１０１ 株式会社Bonds 静岡県
第５号ー１９０４０１０２ 株式会社ケイ・クルー 神奈川県
第５号ー１９０４０１０３ レムシステム株式会社 静岡県
第５号ー１９０４０１０４ チャットプラス株式会社 東京都
第５号ー１９０４０１０５ 株式会社デジタルグローバルシステムズ 東京都
第５号ー１９０４０１０６ アナダマネジメントセンター 兵庫県
第５号ー１９０４０１０７ アドバンスト・エム株式会社 大阪府
第５号ー１９０４０１０８ 株式会社エスペシャリィ 東京都
第５号ー１９０４０１０９ ランドコマース合同会社 大阪府
第５号ー１９０４０１１０ インサイトシステム株式会社 愛知県
第５号ー１９０４０１１１ 合同会社Ｓｕｍｍｅｒｆｉｅｌｄ 東京都
第５号ー１９０４０１１２ 唐沢農機サービス 長野県
第５号ー１９０４０１１３ 株式会社オクトシステム 大阪府
第５号ー１９０４０１１４ 株式会社ノーザ 東京都
第５号ー１９０４０１１５ 株式会社ソフツー 東京都
第５号ー１９０４０１１６ 有限会社シースリー 岐阜県



第５号ー１９０４０１１７ 株式会社イメージワークス 京都府
第５号ー１９０４０１１８ フィラーシステムズ株式会社 大阪府
第５号ー１９０４０１１９ ＶＱＳ株式会社 東京都


