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認定番号 事業者名称 所在地

第15号‐21080001 株式会社コム・エンジニアリング 静岡県

第15号‐21080002 インターネット・ビジネスサービス株式会社 東京都

第15号‐21080003 株式会社ホロンシステム 東京都

第15号‐21080004 オフィス・グロウスアップ 愛知県

第15号‐21080005 株式会社ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＩＯＮＳ 東京都

第15号‐21080006 合同会社ＥＤＩサポート＆ビジネス 大阪府

第15号‐21080007 城東印刷株式会社 大阪府

第15号‐21080008 株式会社ＳＯＡシステムビジネス 大阪府

第15号‐21080009 株式会社ティーオークリエイト 東京都

第15号‐21080010 株式会社ＨＲ Ｆｏｒｃｅ 東京都

第15号‐21080011 株式会社プロモート 大阪府

第15号‐21080012 東邦ＩＴサービス株式会社 東京都

第15号‐21080013 合同会社クリエイトモア 埼玉県

第15号‐21080014 シーサーＮｅｔ株式会社 沖縄県

第15号‐21080015 シナジーマーケティング株式会社 大阪府

第15号‐21080016 株式会社スイートスポット 東京都

第15号‐21080017 株式会社ディーウェブ 京都府

第15号‐21080018 株式会社Ｇｌｏｂａｌ Ｂ 長崎県

第15号‐21080019 株式会社ＢｌａＴｒａｄ 東京都

第15号‐21080020 株式会社シナプス 北海道

第15号‐21080021 株式会社陣屋コネクト 神奈川県

第15号‐21080022 スマイルメグ 愛知県

第15号‐21080023 株式会社サードアイ 大阪府

第15号‐21080024 株式会社ＴＨＥ ＦＲＥＥＤＯＭ 福岡県

第15号‐21080025 セブンセンスマーケティング株式会社 静岡県

第15号‐21080026 有限会社尾台広告事務所 長野県

第15号‐21080027 合同会社ＳＯＬＷＩＬＬ 愛知県

第15号‐21080028 株式会社オリオンズ 東京都

第15号‐21080029 エスアイ株式会社 神奈川県

第15号‐21080030 株式会社ユニレージ 東京都

第15号‐21080031 ホワイトベアインダストリーズ合同会社 東京都

第15号‐21080032 株式会社裕和 福岡県

第15号‐21080033 有限会社ジョウニシ 北海道

第15号‐21080034 株式会社パブリックメディア 東京都

第15号‐21080035 株式会社オルトロボ 福岡県

第15号‐21080036 株式会社Ｎｏ．１ 東京都

第15号‐21080037 ネットイーグル株式会社 福岡県

第15号‐21080038 エフディークリエイト 青森県

第15号‐21080039 株式会社メディアクリエイツ 京都府

第15号‐21080040 中央総合ビジネスサービス有限会社 埼玉県

第15号‐21080041 一般社団法人日本ウェブアクセシビリティ協会 東京都

第15号‐21080042 ＭＧアクティブラーニング合同会社 愛媛県

第15号‐21080043 株式会社システムシェアード 東京都

第15号‐21080044 株式会社東洋 京都府

第15号‐21080045 株式会社グッドリレーションズ 大阪府

第15号‐21080046 東京システムハウス株式会社 東京都

第15号‐21080047 株式会社ＰＲＯＣＳ 長崎県

第15号‐21080048 株式会社ベンハウス 兵庫県

第15号‐21080049 株式会社ワクフリ 福岡県

第15号‐21080050 株式会社エムティブレイン 大阪府

第15号‐21080051 株式会社カリア 北海道
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第15号‐21080052 株式会社データラボ 愛知県

第15号‐21080053 株式会社岡村文具 高知県

第15号‐21080054 株式会社弘法 広島県

第15号‐21080055 株式会社ミライク 愛知県

第15号‐21080056 株式会社あけぼの印刷社 茨城県

第15号‐21080057 Ｍｉｎｔｏｍｏ株式会社 東京都

第15号‐21080058 株式会社ライフクルー 京都府

第15号‐21080059 株式会社ＢＰＩ 京都府

第15号‐21080060 ノーウェアサーフ合同会社 東京都

第15号‐21080061 株式会社アワシャーレ 東京都

第15号‐21080062 株式会社Ｓｏｃｉａｌ－ｉ 東京都

第15号‐21080063 株式会社治療家ＳＳ 神奈川県

第15号‐21080064 合同会社Ｃｏｎｔｒａｃｔ 北海道

第15号‐21080065 株式会社Ｆ－ｓｔａｎｄａｒｄ 大阪府

第15号‐21080066 株式会社ホクシンシステム 北海道

第15号‐21080067 合同会社ＣＨＡＩＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ 和歌山県

第15号‐21080068 有限会社フラワーガーデン 東京都

第15号‐21080069 三和マッチ株式会社 岡山県

第15号‐21080070 株式会社ＥＲＭ総合研究所 神奈川県

第15号‐21080071 株式会社ＵＳＤＭ 石川県

第15号‐21080072 株式会社グリーミン・ビッグウェル 静岡県

第15号‐21080073 ミシマ・オーエー・システム株式会社 福岡県

第15号‐21080074 株式会社ＢＷＯＲＫＳ 北海道

第15号‐21080075 株式会社ＰＲＯＢＩＴ 北海道

第15号‐21080076 株式会社ＩＮＡＰ Ｖｉｓｉｏｎ 東京都

第15号‐21080077 ＪＩＣＯＯ株式会社 東京都

第15号‐21080078 株式会社マレント 大阪府

第15号‐21080079 株式会社ティー・アイ・ジェー 神奈川県

第15号‐21080080 ココアップズ株式会社 茨城県

第15号‐21080081 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｔｙｌｅ Ａｃａｄｅｍｙ おきなわ 沖縄県

第15号‐21080082 株式会社ケイアートファクトリー 大阪府

第15号‐21080083 船井総研ロジ株式会社 大阪府

第15号‐21080084 株式会社リゾーム 東京都

第15号‐21080085 コーデソリューション株式会社 大阪府

第15号‐21080086 株式会社ホワイトボード 山梨県

第15号‐21080087 株式会社パブリック・セキュリティー 長野県

第15号‐21080088 ユニゾンエース株式会社 東京都

第15号‐21080089 ＣＸ Ｖａｌｕｅ Ｌａｂ株式会社 福岡県

第15号‐21080090 アイギス合同会社 東京都

第15号‐21080091 大蛇テック合同会社 福岡県

第15号‐21080092 有限会社ビズキューブ 福岡県

第15号‐21080093 合同会社Ｇクラウド 神奈川県

第15号‐21080094 株式会社Ｈｅｒ’ｓ 東京都

第15号‐21080095 株式会社リアルグローブ 東京都

第15号‐21080096 株式会社システムアプローチ 愛知県

第15号‐21080097 株式会社オフィス友惠 東京都

第15号‐21080098 合同会社ＦＬＳビジネス総合研究所 埼玉県

第15号‐21080099 株式会社エルエスティ 大阪府

第15号‐21080100 株式会社４５１０デザイン事務所 京都府

第15号‐21080101 株式会社ブロックヘッドワークス 兵庫県

第15号‐21080102 株式会社ユー・シー・エル 東京都

第15号‐21080103 株式会社アイルソフト 愛知県
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第15号‐21080104 株式会社ベネフィット 福岡県

第15号‐21080105 株式会社Ｓｍａｌｌｉｔ 愛知県

第15号‐21080106 株式会社ウツワニウム 北海道

第15号‐21080107 株式会社澤野 大阪府

第15号‐21080108 株式会社ＩＴ Ｃｏａｃｈ 東京都

第15号‐21080109 株式会社フォーバルテクノロジー 東京都

第15号‐21080110 株式会社ｒａｎｒｙｕ 東京都

第15号‐21080111 株式会社つくばビジネスソリューション 茨城県

第15号‐21080112 株式会社ネクストステージ 東京都

第15号‐21080113 株式会社ＦＬＡＭＡ 東京都

第15号‐21080114 株式会社船井総研コーポレートリレーションズ 大阪府

第15号‐21080115 株式会社夢工房 宮城県

第15号‐21080116 クレアニーズ株式会社 東京都

第15号‐21080117 株式会社Ｅｎｅｒｇｙ 愛知県

第15号‐21080118 株式会社エバーバンク 東京都

第15号‐21080119 株式会社こどものそら 神奈川県

第15号‐21080120 株式会社エヌ・エム・アール流通総研 大阪府

第15号‐21080121 有限会社ミト・ワークス 岡山県

第15号‐21080122 有限会社イーコンセント 愛知県

第15号‐21080123 遠州信用金庫 静岡県

第15号‐21080124 株式会社ニール 東京都

第15号‐21080125 株式会社アクセル 東京都

第15号‐21080126 一般社団法人ＡＩ・ＩｏＴ普及推進協会 東京都

第15号‐21080127 有限会社Ｂｉｚ Ａｓｓｉｓｔ 熊本県

第15号‐21080128 ＭＳＩＮ株式会社 奈良県

第15号‐21080129 株式会社Ｍｙ Ｓｔａｎｄａｒｄ 神奈川県

第15号‐21080130 アンテナ株式会社 東京都

第15号‐21080131 バークシャーヒサエー株式会社 千葉県

第15号‐21080132 クミコード 福岡県

第15号‐21080133 株式会社ｓｉｎＰｒｏｊｅｃｔ 大阪府

第15号‐21080134 株式会社デミック 兵庫県

第15号‐21080135 株式会社ワイエスピー 茨城県

第15号‐21080136 株式会社Ｃ．Ｅ．Ｐ． 京都府

第15号‐21080137 株式会社エムズインフォテクノ 静岡県

第15号‐21080138 アドバンストテクノロジー株式会社 岡山県

第15号‐21080139 株式会社オプティマイザー 東京都

第15号‐21080140 バケモノ株式会社 大阪府

第15号‐21080141 株式会社Ｗｉｄｓｌｅｙ 東京都

第15号‐21080142 株式会社イイガ 東京都




