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認定番号 事業者名称 所在地

第17号‐21100001 ベルケンシステムズ株式会社 長野県

第17号‐21100002 株式会社サンアットマーク 京都府

第17号‐21100003 プリマ 東京都

第17号‐21100004 合同会社シマーシステム 埼玉県

第17号‐21100005 株式会社フードプランニング 福井県

第17号‐21100006 未来創心塾 神奈川県

第17号‐21100007 大幸パートナーズ株式会社 東京都

第17号‐21100008 株式会社さくら会計事務所 愛媛県

第17号‐21100009 株式会社キャリアヴェイル 東京都

第17号‐21100010 Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓコンサルティングオフィス株式会社 京都府

第17号‐21100011 株式会社ビズウインド 東京都

第17号‐21100012 株式会社コンピュータ技研 大阪府

第17号‐21100013 一般社団法人モヤキラ 神奈川県

第17号‐21100014 アルティメイトプロジェクト株式会社 長野県

第17号‐21100015 株式会社チームゼット 岐阜県

第17号‐21100016 株式会社ＡＣＴ 宮城県

第17号‐21100017 株式会社エイド・ディーシーシー 大阪府

第17号‐21100018 株式会社アイ・ツー 石川県

第17号‐21100019 株式会社レイメイ藤井 熊本県

第17号‐21100020 株式会社ＡＮＤＢＲＯ 宮城県

第17号‐21100021 株式会社プラセム 福岡県

第17号‐21100022 株式会社ＰＭ　Ａｇｅｎｔ 東京都

第17号‐21100023 株式会社ＦＯＲＴＵＮＡ 福岡県

第17号‐21100024 株式会社フィボナ 東京都

第17号‐21100025 株式会社ＺＥＲＯ　ＴＯＰ 東京都

第17号‐21100026 折口隼耶税理士事務所 愛知県

第17号‐21100027 株式会社ＷＥＥＬ 東京都

第17号‐21100028 株式会社ダイセンソリューション 滋賀県

第17号‐21100029 京都信用金庫 京都府

第17号‐21100030 株式会社オアシス 愛知県

第17号‐21100031 株式会社カロニマ 大阪府

第17号‐21100032 合同会社ＧＩＴＡＧ 大阪府

第17号‐21100033 株式会社ビズファン 東京都

第17号‐21100034 株式会社Ｒｉｔ２ 兵庫県

第17号‐21100035 株式会社アールデザイン 愛知県

第17号‐21100036 株式会社Ｓｈｉｒｏｆｕｎｅ 東京都

第17号‐21100037 株式会社アイズオブシー 大阪府

第17号‐21100038 豊岡物産合同会社 東京都

第17号‐21100039 株式会社クロダシステムズ 兵庫県

第17号‐21100040 株式会社スフィアリンクス 東京都

第17号‐21100041 ＩＰＯＣ株式会社 東京都

第17号‐21100042 株式会社ポップミックス 宮崎県

第17号‐21100043 株式会社Ｔ．Ｍ．Ｙ 大阪府

第17号‐21100044 株式会社九州ソフタス 熊本県

第17号‐21100045 日本ウェブサービス株式会社 大阪府

第17号‐21100046 ハンドレッドラボ株式会社 大阪府

第17号‐21100047 株式会社モードコーポレーション 広島県

第17号‐21100048 エムアンドシーシステム株式会社 岡山県

第17号‐21100049 株式会社高山 宮城県

第17号‐21100050 株式会社フジシステムズ 神奈川県

第17号‐21100051 株式会社ＦｒｏｍＦｒｏｍ 福島県
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第17号‐21100052 株式会社Ｍｕｎ 千葉県

第17号‐21100053 株式会社テクノクレア 東京都

第17号‐21100054 株式会社Ｃ＆Ｃアソシエイツ 沖縄県

第17号‐21100055 株式会社エイド 茨城県

第17号‐21100056 株式会社ダイキエンジニアリング 広島県

第17号‐21100057 株式会社イーダ 愛知県

第17号‐21100058 株式会社コネクター・ジャパン 東京都

第17号‐21100059 株式会社Ｗｉｚｅ 神奈川県

第17号‐21100060 有限会社エーカ 長崎県

第17号‐21100061 株式会社システム・プランニング 大阪府

第17号‐21100062 有限会社メルヴェイユ 愛知県

第17号‐21100063 株式会社サムライズ 東京都

第17号‐21100064 株式会社インフォネット 東京都

第17号‐21100065 株式会社浜名湖国際頭脳センター 静岡県

第17号‐21100066 プロキャスト株式会社 愛知県

第17号‐21100067 石元商事株式会社 大阪府

第17号‐21100068 株式会社アドシン 熊本県

第17号‐21100069 有限会社ユニオータス 茨城県

第17号‐21100070 株式会社アローリンク 兵庫県

第17号‐21100071 合同会社オフィスウイル 宮城県

第17号‐21100072 ＦＯＲＣＥ株式会社 京都府

第17号‐21100073 株式会社三友 山口県

第17号‐21100074 株式会社コミュニティ・アドバンテージ 東京都

第17号‐21100075 株式会社アクトライズ 福岡県

第17号‐21100076 ハンブラザーズ株式会社 神奈川県

第17号‐21100077 ワサビ株式会社 兵庫県

第17号‐21100078 株式会社インフォセンス 福岡県

第17号‐21100079 株式会社エッコ 愛知県

第17号‐21100080 有限会社アリアサンク 東京都

第17号‐21100081 アルバプレヴェール株式会社 東京都

第17号‐21100082 株式会社Ｌｉｐｐｌｅ 東京都

第17号‐21100083 株式会社スクラップデザイン 鹿児島県

第17号‐21100084 株式会社岩﨑財計事務所 東京都

第17号‐21100085 株式会社セカンドセレクション 大阪府

第17号‐21100086 株式会社足利銀行 栃木県

第17号‐21100087 株式会社アーベルソフト 埼玉県

第17号‐21100088 株式会社ブレイン・ゲート 愛知県

第17号‐21100089 株式会社トラッド 東京都

第17号‐21100090 株式会社アイエンター 東京都

第17号‐21100091 株式会社ブロードウェイ 東京都

第17号‐21100092 ナレッジディストリビューション株式会社 東京都

第17号‐21100093 株式会社シンユーコンサルティング 東京都

第17号‐21100094 合同会社光夢 京都府

第17号‐21100095 株式会社エンジョイワークス 長野県




