
認定情報処理⽀援機関 ⼀覧（令和２年１２⽉１１⽇認定分）

認定番号 事業者名称 所在地
第12号‐20120001 プラスエス 岡山県
第12号‐20120002 ＩＴワークデザイン株式会社 東京都
第12号‐20120003 ⼀般社団法人ＩＴ経営コンサルティング九州 福岡県
第12号‐20120004 株式会社神奈川トスバック 神奈川県
第12号‐20120005 ソリッドシード株式会社 東京都
第12号‐20120006 株式会社ヒューマンコンサルティング 愛知県
第12号‐20120007 株式会社デジプレート 兵庫県
第12号‐20120008 ジオナレッジ合同会社 長野県
第12号‐20120009 株式会社ジェイ・マックス 栃木県
第12号‐20120010 オッズ・コンパス 大阪府
第12号‐20120011 ことり株式会社 大阪府
第12号‐20120012 株式会社エスアイピー 北海道
第12号‐20120013 ソーバル株式会社 東京都
第12号‐20120014 株式会社ママントレ 兵庫県
第12号‐20120015 株式会社ギークフィード 東京都
第12号‐20120016 株式会社カリス 東京都

第12号‐20120017
株式会社アドヴァンスト・インフォーメイショ
ン・デザイン

長野県

第12号‐20120018 株式会社テクニカ 大阪府
第12号‐20120019 株式会社ディグナ 東京都
第12号‐20120020 株式会社ソフナーズ 茨城県
第12号‐20120021 株式会社えすみ 島根県
第12号‐20120022 株式会社デジマル 大阪府
第12号‐20120023 ＳＴＡＲＯＮＬＩＮＥ合同会社 東京都
第12号‐20120024 株式会社シーキューブソフト 東京都
第12号‐20120025 知識工学株式会社 長野県
第12号‐20120026 株式会社グリーンテクノロジー 広島県
第12号‐20120027 ＩＮＳＩＧＨＴ　ＬＡＢアドバンス株式会社 東京都
第12号‐20120028 株式会社コヤマ・システム 香川県
第12号‐20120029 株式会社デジタルスフィア 東京都
第12号‐20120030 株式会社セカンドスタイル 大阪府
第12号‐20120031 有限会社ソフトワークス 新潟県
第12号‐20120032 アイティプラス合同会社 山梨県
第12号‐20120033 株式会社イージフ 東京都



認定番号 事業者名称 所在地
第12号‐20120034 税理士法人アーリークロス 福岡県
第12号‐20120035 合同会社⽇本広告社グループ 北海道
第12号‐20120036 株式会社シー・エス・エス 東京都
第12号‐20120037 株式会社ビルドサロン 東京都
第12号‐20120038 株式会社コムラッドファームジャパン 東京都
第12号‐20120039 株式会社エッグシステム 東京都
第12号‐20120040 ＪＩＰテクノサイエンス株式会社 東京都
第12号‐20120041 株式会社ビットコミュニケーションズ 香川県
第12号‐20120042 株式会社ジーエスコンサルティング 愛知県
第12号‐20120043 株式会社雀部丸鐵 京都府
第12号‐20120044 テクノウイング株式会社 宮城県
第12号‐20120045 ソシオネット株式会社 東京都
第12号‐20120046 株式会社テクノスイッチ 神奈川県
第12号‐20120047 株式会社FISソリューションズ 東京都
第12号‐20120048 株式会社ＴＯＮＭＡＮＡ 北海道
第12号‐20120049 株式会社ユイ・システム工房 愛媛県
第12号‐20120050 株式会社十八親和銀行 長崎県
第12号‐20120051 株式会社プロセス・マネジメント 東京都
第12号‐20120052 株式会社ネットリソースマネジメント 東京都
第12号‐20120053 株式会社猫の手 東京都
第12号‐20120054 株式会社ビオシス 東京都
第12号‐20120055 株式会社船井総合研究所 大阪府
第12号‐20120056 株式会社パワーウェイ 東京都
第12号‐20120057 株式会社テック販売山陰 島根県
第12号‐20120058 株式会社MAIA 東京都
第12号‐20120059 コバコ株式会社 兵庫県
第12号‐20120060 アントベアクリエイツ合同会社 愛知県
第12号‐20120061 ⼀般社団法人ＩＴＣ－Ｐｒｏ中部 長野県
第12号‐20120062 合同会社タケコシ 東京都
第12号‐20120063 オフィス・メイプル 東京都
第12号‐20120064 株式会社副社長 大阪府
第12号‐20120065 有限会社トレンディハウス 栃木県
第12号‐20120066 株式会社EnjoySystem 愛知県
第12号‐20120067 株式会社エン・ＰＣサービス 東京都
第12号‐20120068 ライド株式会社 東京都
第12号‐20120069 ＨＡＣＴＡＣ株式会社 埼玉県



認定番号 事業者名称 所在地
第12号‐20120070 株式会社トムス 静岡県
第12号‐20120071 株式会社ＥＴＶＯＸ 東京都
第12号‐20120072 株式会社マン・マシンインターフェース 東京都
第12号‐20120073 株式会社ＴＯＭＯ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 東京都
第12号‐20120074 株式会社サイゼント 東京都
第12号‐20120075 糸数情報システム 沖縄県
第12号‐20120076 株式会社モアコンセプト 熊本県
第12号‐20120077 株式会社リテックシステムサービス 岐阜県
第12号‐20120078 株式会社ユニティーサービス 東京都
第12号‐20120079 ８１合同会社 大阪府
第12号‐20120080 株式会社サン・フレア 東京都
第12号‐20120081 株式会社デファクトコミュニケーションズ 東京都
第12号‐20120082 株式会社トランソニックソフトウェア 愛知県
第12号‐20120083 ＮＢＣインターナショナル株式会社 東京都
第12号‐20120084 株式会社ｃｌｏｖｅｒＳ 愛知県
第12号‐20120085 株式会社Ｏｍｎｉｆｏｘ 東京都
第12号‐20120086 ⽇本ＮＣＲサービス株式会社 東京都
第12号‐20120087 ＴＭＲ株式会社 東京都
第12号‐20120088 株式会社Ｇｉｚｕｍｏ 東京都
第12号‐20120089 株式会社Ｅプレゼンス 三重県
第12号‐20120090 全研本社株式会社 東京都
第12号‐20120091 いとぐち株式会社 福岡県
第12号‐20120092 株式会社ＴＲＥＥ 大阪府
第12号‐20120093 株式会社プルーブマインド 東京都
第12号‐20120094 株式会社ＶＳＮ 東京都
第12号‐20120095 新潟情報通信企業組合 新潟県
第12号‐20120096 株式会社ケープロジェクト 東京都
第12号‐20120097 株式会社繋 東京都
第12号‐20120098 株式会社エム・エス・アイ 山形県
第12号‐20120099 中央システム株式会社 東京都
第12号‐20120100 株式会社ユーネット 東京都
第12号‐20120101 株式会社イーベース・ソリューションズ 神奈川県
第12号‐20120102 株式会社三好商会 北海道
第12号‐20120103 株式会社アイミン 東京都
第12号‐20120104 おけいこドットコム合同会社 広島県
第12号‐20120105 キークレア税理士法人 福岡県



認定番号 事業者名称 所在地
第12号‐20120106 特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会 東京都
第12号‐20120107 エイムネクスト株式会社 東京都
第12号‐20120108 株式会社アイエムエス 群馬県
第12号‐20120109 株式会社ウクレレ 京都府

第12号‐20120110
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株
式会社

東京都

第12号‐20120111 株式会社アクシス 東京都
第12号‐20120112 有限会社アトリ 茨城県
第12号‐20120113 タクトシステム株式会社 東京都
第12号‐20120114 株式会社ヴィンテージ 福岡県
第12号‐20120115 ｂ．ｍｏｄｅ株式会社 宮城県
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