
認定情報処理⽀援機関⼀覧 （令和３年６⽉７⽇認定分）

認定番号 事業者名称 所在地
第14号‐21060001 株式会社ススムワーク ⼤阪府
第14号‐21060002 株式会社福岡銀⾏ 福岡県
第14号‐21060003 株式会社ＳＳＣ 東京都
第14号‐21060004 株式会社ｔｈｉｒｄ ｃｒｅｗ 岡⼭県
第14号‐21060005 株式会社ホリケン ⻑野県
第14号‐21060006 Ｎｅｕｒｏｎｅ Ｗｏｒｋｓ 岐⾩県
第14号‐21060007 株式会社５−ＲＥＬＡＸ ⼤阪府
第14号‐21060008 リフェル ⼤阪府
第14号‐21060009 株式会社データリカバリー 宮城県
第14号‐21060010 株式会社ＧＴ−ｗｏｒｋｓ 東京都
第14号‐21060011 ＫＧＭ経営戦略製作所 東京都
第14号‐21060012 イー・マネージ・コンサルティング協同組合 東京都
第14号‐21060013 テクロ株式会社 東京都
第14号‐21060014 株式会社ＮＰウォンツ ⻑野県
第14号‐21060015 株式会社ＵｎＲｅａｃｔ 福岡県
第14号‐21060016 株式会社イメージデザイン 京都府
第14号‐21060017 ＵＡパートナーズ 愛知県
第14号‐21060018 株式会社シーサイド 東京都
第14号‐21060019 株式会社ＴＫＦ ⼤阪府
第14号‐21060020 株式会社システムイオ 千葉県
第14号‐21060021 ⽇本電通株式会社 福岡県
第14号‐21060022 株式会社リメディア 東京都
第14号‐21060023 ⾦⽵株式会社 埼⽟県
第14号‐21060024 株式会社イーセクター 神奈川県
第14号‐21060025 株式会社ミション 東京都
第14号‐21060026 株式会社エーティーワークス 富⼭県
第14号‐21060027 合同会社シェアード・エスイー 福島県
第14号‐21060028 デジタルデマンド株式会社 ⻑野県
第14号‐21060029 Ｓａｌｅｓ Ｗｅｂ Ｆａｃｔｏｒｙ 東京都
第14号‐21060030 株式会社ラクス ⼤阪府
第14号‐21060031 株式会社アクシス ⿃取県
第14号‐21060032 株式会社ＺＥＰＥ 東京都
第14号‐21060033 株式会社トゥーウェイズ ⼤阪府
第14号‐21060034 株式会社⽇本ワイドコミュニケーションズ 東京都
第14号‐21060035 株式会社エム・ケイ 千葉県
第14号‐21060036 有限会社テックワークス 北海道
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認定番号 事業者名称 所在地
第14号‐21060037 株式会社アド・エータイプ 宮城県
第14号‐21060038 株式会社船井総研ＩＴソリューションズ 東京都
第14号‐21060039 株式会社オプトプランニング 広島県
第14号‐21060040 株式会社アフェックス 東京都
第14号‐21060041 Ｆｕｌｆｉｌｌ株式会社 ⼤阪府
第14号‐21060042 株式会社イントゥリード ⼤阪府
第14号‐21060043 株式会社みやあじよ ⼤阪府
第14号‐21060044 有限会社オブ・ユース ⼤阪府
第14号‐21060045 株式会社これあらた 東京都
第14号‐21060046 株式会社アイラボ 東京都
第14号‐21060047 サイコパスコンサルティング合同会社 広島県
第14号‐21060048 合同会社ＢＳＭｉ 東京都
第14号‐21060049 合同会社ＩＧＡコーポレーション 東京都
第14号‐21060050 株式会社ＲＡＩＺＩＮ ⼭⼝県
第14号‐21060051 湘南ビジネスソリューション合同会社 神奈川県
第14号‐21060052 Ｄｉｇｉｔａｌ−Ｆｒｅｅ株式会社 愛知県
第14号‐21060053 有限会社アイ・シー・ビー ⼤阪府
第14号‐21060054 サイバーウェーブ株式会社 東京都
第14号‐21060055 税理⼠法⼈ナナイロ 東京都
第14号‐21060056 株式会社ＷＥＢ−ＷＩＮＧ 東京都
第14号‐21060057 合同会社ＩＮＵ 神奈川県
第14号‐21060058 株式会社ベスト 岐⾩県
第14号‐21060059 株式会社ＯＬＬ 東京都
第14号‐21060060 合同会社クラウン 京都府
第14号‐21060061 ＮＯＣテクノソリューションズ株式会社 東京都
第14号‐21060062 株式会社アプリシエイト 茨城県
第14号‐21060063 ⽥中 章⼆ ⼤阪府
第14号‐21060064 株式会社ワイズ・ラブ ⼤阪府
第14号‐21060065 株式会社ＦＭＣ 東京都
第14号‐21060066 ⼤真エンジニアリング株式会社 北海道
第14号‐21060067 株式会社グリル 東京都
第14号‐21060068 ＳＣＳＫ北海道株式会社 北海道
第14号‐21060069 株式会社システム・ワークス 東京都
第14号‐21060070 紀陽情報システム株式会社 和歌⼭県
第14号‐21060071 株式会社リューズ 千葉県
第14号‐21060072 株式会社ＳＭＩＬＥ ＰＬＡＣＥ 兵庫県
第14号‐21060073 株式会社トップ 愛知県
第14号‐21060074 株式会社クオンテックス ⼤阪府
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第14号‐21060075 エヌメイク株式会社 東京都
第14号‐21060076 ＭＢＰ ＳＭＡＲＴＥＣ株式会社 東京都
第14号‐21060077 株式会社シドラボ 愛知県
第14号‐21060078 Ｎ−ＳＴＹＬＥＳ株式会社 東京都
第14号‐21060079 株式会社アーデント 東京都
第14号‐21060080 株式会社レイシスメディカルシステム ⼤阪府
第14号‐21060081 株式会社ゼック・エンタープライズ ⼤阪府
第14号‐21060082 アルファコミュニケーションズ株式会社 福岡県
第14号‐21060083 株式会社熊本銀⾏ 熊本県
第14号‐21060084 株式会社クロスサイド 埼⽟県
第14号‐21060085 ＡＳＭＩＬＥ株式会社 和歌⼭県
第14号‐21060086 株式会社ＨＴＳライズ 福岡県
第14号‐21060087 エー・ワークス株式会社 東京都
第14号‐21060088 ＣʼＳ ＶＡＬＵＥ 奈良県
第14号‐21060089 株式会社フジ・データ・システム 兵庫県
第14号‐21060090 アセアン・プラス株式会社 福岡県
第14号‐21060091 株式会社ヤマイチテクノ ⼤阪府
第14号‐21060092 合同会社ハナノカ 東京都
第14号‐21060093 株式会社ユニマットリック 東京都
第14号‐21060094 株式会社Ｊ−Ｂａｒｒｅｌ ⼤阪府
第14号‐21060095 株式会社ｉｎｏｎｉ 東京都
第14号‐21060096 株式会社ラテラルリンク 愛知県
第14号‐21060097 ⼋⼗⼆システム開発株式会社 ⻑野県
第14号‐21060098 アルコ電機株式会社 神奈川県
第14号‐21060099 キミヒコテック 千葉県
第14号‐21060100 株式会社クレフ ⼤阪府
第14号‐21060101 株式会社インフォム 北海道
第14号‐21060102 株式会社ユニオンソフトウェアマネイジメント 愛知県
第14号‐21060103 株式会社ＷＡＯＣＯＮ 東京都
第14号‐21060104 ソムリー合同会社 神奈川県
第14号‐21060105 合同会社まなびっと 東京都
第14号‐21060106 アルセーヌ株式会社 愛知県
第14号‐21060107 株式会社ｗａｓｈ−ｐｌｕｓ 千葉県
第14号‐21060108 カラビナテクノロジー株式会社 福岡県
第14号‐21060109 株式会社滋賀銀⾏ 滋賀県
第14号‐21060110 瀬⼾内ｓｃｍ株式会社 愛知県
第14号‐21060111 株式会社フジヤ號 兵庫県
第14号‐21060112 有限会社ビザン ⼤阪府
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第14号‐21060113 株式会社ＭＡＫＯＴＯキャピタル 宮城県
第14号‐21060114 株式会社バード．デザインハウス ⼤阪府
第14号‐21060115 桑名三重信⽤⾦庫 三重県
第14号‐21060116 株式会社⾵岡 愛知県
第14号‐21060117 有限会社⼀期⼀会 ⼤阪府
第14号‐21060118 株式会社オールマネージ ⼤阪府
第14号‐21060119 スマートワークエンジニアリング株式会社 東京都
第14号‐21060120 株式会社ニューソル 宮城県
第14号‐21060121 株式会社Ｓｈａｒｐ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ２１ｙｏｓｈｉｄａ 宮城県
第14号‐21060122 株式会社ＣＢＩＴ 東京都
第14号‐21060123 株式会社ファースト 東京都
第14号‐21060124 株式会社タッタ 東京都
第14号‐21060125 ＮＳＫ株式会社 東京都
第14号‐21060126 株式会社チッパー 東京都
第14号‐21060127 株式会社シンメトリクス 東京都
第14号‐21060128 合同会社ＧＥＮＯＳ 東京都
第14号‐21060129 株式会社アイカンシャ 北海道
第14号‐21060130 テントゥーワン税理⼠法⼈ ⼤阪府
第14号‐21060131 理研産業株式会社 広島県
第14号‐21060132 株式会社さくらケーシーエス 兵庫県
第14号‐21060133 リード株式会社 群⾺県
第14号‐21060134 株式会社アドビス 埼⽟県
第14号‐21060135 株式会社プライオリティ 愛知県
第14号‐21060136 合同会社農と⾷といのちのラボ 滋賀県
第14号‐21060137 株式会社紀陽銀⾏ 和歌⼭県
第14号‐21060138 Ｓｈａｒｉｎ株式会社 東京都
第14号‐21060139 株式会社カスガ堂 神奈川県
第14号‐21060140 ＳＵＮＩＴＥＤ株式会社 東京都
第14号‐21060141 遠鉄システムサービス株式会社 静岡県
第14号‐21060142 株式会社Ｃａｅｌｕｓ 東京都
第14号‐21060143 株式会社池⽥泉州銀⾏ ⼤阪府
第14号‐21060144 ＴＨＫ株式会社 東京都
第14号‐21060145 株式会社クイックサーブ 東京都
第14号‐21060146 京都中央信⽤⾦庫 京都府
第14号‐21060147 アイトクコンサルティング 千葉県
第14号‐21060148 ｓｙｓｈａｎ株式会社 東京都
第14号‐21060149 ＩＴＳ⼯房株式会社 千葉県
第14号‐21060150 株式会社アルスノヴァ ⼤阪府
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第14号‐21060151 株式会社１ＬＤＫ 東京都
第14号‐21060152 ラーナーズ株式会社 神奈川県
第14号‐21060153 ＡＨＲ協同組合 ⼤阪府
第14号‐21060154 テックフライヤー株式会社 東京都
第14号‐21060155 株式会社知好楽ネットワーク 東京都
第14号‐21060156 株式会社ＣＬＯＵＤＯＨ 東京都
第14号‐21060157 ⼀般社団法⼈⽇本産業イノベーション研究所 東京都
第14号‐21060158 株式会社Ｄ＆Ｉ 東京都
第14号‐21060159 株式会社ＣＣＮグループ 東京都
第14号‐21060160 株式会社アステックペイント 福岡県
第14号‐21060161 株式会社シティアスコム 福岡県
第14号‐21060162 株式会社善略 東京都
第14号‐21060163 株式会社マーケティングラボ 東京都
第14号‐21060164 株式会社セルクル 東京都
第14号‐21060165 インプラス株式会社 愛知県
第14号‐21060166 ⼩笠原裕事務所 千葉県
第14号‐21060167 株式会社テイクパート 三重県
第14号‐21060168 株式会社産業技術情報研究所 東京都
第14号‐21060169 株式会社トレンディ 東京都
第14号‐21060170 株式会社ＦＬＡＰＴＵＲＮ 東京都
第14号‐21060171 ⼀般社団法⼈ＱＵＥＥＥＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 東京都
第14号‐21060172 千空株式会社 熊本県
第14号‐21060173 ハリマニックス株式会社 兵庫県
第14号‐21060174 株式会社ネットコム 愛知県
第14号‐21060175 Ｉｎｆｏｆｕｅｌ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ有限会社 兵庫県
第14号‐21060176 株式会社パーク 千葉県
第14号‐21060177 株式会社サンコー 東京都
第14号‐21060178 株式会社内⽥会計事務所 ⻑崎県
第14号‐21060179 合同会社学舎ダーナ ⿅児島県
第14号‐21060180 株式会社ＳＢＬ 東京都
第14号‐21060181 株式会社ロックシステム ⼤阪府
第14号‐21060182 Ｈｉｋａｒｉｆａｒｍ 茨城県
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