
認定情報処理支援機関　一覧（平成３１年４月１７日認定分）

認定書番号 事業者名称 所在地

第４号ー１９０４０００１ 株式会社ビジネス・ワン 福岡県

第４号ー１９０４０００２ ポイント・フォワード株式会社 愛知県

第４号ー１９０４０００３ 株式会社レザック 大阪府

第４号ー１９０４０００４ 株式会社クラッチワークス 東京都

第４号ー１９０４０００５ アカリンク合同会社 東京都

第４号ー１９０４０００６ 株式会社グローバル・コミュニケーションズ 北海道

第４号ー１９０４０００７ アステム株式会社 大阪府

第４号ー１９０４０００８ 株式会社ニッセイコム 東京都

第４号ー１９０４０００９ アカザワシステム＆サポート 宮崎県

第４号ー１９０４００１０ ｉＭＳ経営支援事務所 愛知県

第４号ー１９０４００１１ 株式会社ＴＫアジャイル 愛知県

第４号ー１９０４００１２ 福博綜合印刷株式会社 福岡県

第４号ー１９０４００１３ プリズムゲート株式会社 神奈川県

第４号ー１９０４００１４ テクノポート株式会社 東京都

第４号ー１９０４００１５ トリプルグッド株式会社 大阪府

第４号ー１９０４００１６ 株式会社ソフト開発 東京都

第４号ー１９０４００１７ 株式会社アクアリーフ 神奈川県

第４号ー１９０４００１８ ディファンプランニング合同会社 埼玉県

第４号ー１９０４００１９ 株式会社ウチダ製作所 愛知県

第４号ー１９０４００２０ 株式会社四国PCサポート 愛媛県

第４号ー１９０４００２１ リディアン 大阪府

第４号ー１９０４００２２ 株式会社マイクロリンク 愛知県

第４号ー１９０４００２３ 株式会社ビジネスサポート 埼玉県

第４号ー１９０４００２４ ソフトバンク株式会社 東京都

第４号ー１９０４００２５ 株式会社ソフィアコミュニケーションズ 東京都

第４号ー１９０４００２６ 大銀コンピュータサービス株式会社 大分県

第４号ー１９０４００２７ 城ヶ崎経営研究所 東京都

第４号ー１９０４００２８ 大興電子通信株式会社 東京都

第４号ー１９０４００２９ 株式会社メディネット 大阪府

第４号ー１９０４００３０ 株式会社ＡＩトラベル 東京都

第４号ー１９０４００３１ 株式会社テクノル 青森県

第４号ー１９０４００３２ 株式会社ＩＣＵ 高知県

第４号ー１９０４００３３ リコージャパン株式会社 東京都

第４号ー１９０４００３４ 株式会社3DI 千葉県



第４号ー１９０４００３５ 東芝テック株式会社 東京都

第４号ー１９０４００３６ 株式会社アイル 大阪府

第４号ー１９０４００３７ 株式会社安信 兵庫県

第４号ー１９０４００３８ 株式会社ステークホルダーコム 大阪府

第４号ー１９０４００３９ BTIコンサルティング事務所 東京都

第４号ー１９０４００４０ ジール株式会社 岐阜県

第４号ー１９０４００４１ 株式会社ビーウェーブ 高知県

第４号ー１９０４００４２ エヌエスティ・グローバリスト株式会社 東京都

第４号ー１９０４００４３ 株式会社シンニチ 香川県

第４号ー１９０４００４４ プロシステム株式会社 大阪府

第４号ー１９０４００４５ 株式会社ウィズクライアント 大阪府

第４号ー１９０４００４６ 有限会社ｓａｔｅｒａ 岡山県

第４号ー１９０４００４７ RIコンサルティング株式会社 大阪府

第４号ー１９０４００４８ リニュアル仲介株式会社 東京都

第４号ー１９０４００４９ 有限会社泉企画 埼玉県

第４号ー１９０４００５０ 株式会社シーパーツ 山口県

第４号ー１９０４００５１ 株式会社ジャスティス 鹿児島県

第４号ー１９０４００５２ 株式会社栃木シンコー 栃木県

第４号ー１９０４００５３ 株式会社イデア・コンサルティング京都 京都府

第４号ー１９０４００５４ 中小企業活性化ラボ 東京都

第４号ー１９０４００５５ 株式会社YE DIGITAL Kyushu 福岡県

第４号ー１９０４００５６ 株式会社ユーシステム 兵庫県

第４号ー１９０４００５７ 株式会社インフィールド 大阪府

第４号ー１９０４００５８ エスツーアイ株式会社 愛知県

第４号ー１９０４００５９ 株式会社ノーススターラボ 北海道

第４号ー１９０４００６０ 株式会社リザーブマート 愛知県

第４号ー１９０４００６１ 株式会社オフィスワン 大阪府

第４号ー１９０４００６２ 株式会社ウィルビジョン 愛知県

第４号ー１９０４００６３ 株式会社センチュリー・システムズ 東京都

第４号ー１９０４００６４ 株式会社パナック 石川県

第４号ー１９０４００６５ プライマル株式会社 東京都

第４号ー１９０４００６６ 株式会社アール・アンド・エー・シー 東京都

第４号ー１９０４００６７ 株式会社ディーエスアール 広島県

第４号ー１９０４００６８ 株式会社インデックス 愛知県

第４号ー１９０４００６９ 株式会社ＤａＬａ　Ｆａｒｍ 愛知県

第４号ー１９０４００７０ 株式会社クリエル 福岡県

第４号ー１９０４００７１ ＴＯＴＡＬＭＡＳＴＥＲＳ株式会社 三重県



第４号ー１９０４００７２ 株式会社サカイｉＴ経営 愛知県

第４号ー１９０４００７３ 株式会社ワイズ 長野県

第４号ー１９０４００７４ 株式会社ＤｙｎａｘＴ 香川県

第４号ー１９０４００７５ 株式会社中央ビジネスグループ 大阪府

第４号ー１９０４００７６ 芙蓉開発株式会社 福岡県

第４号ー１９０４００７７ 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都

第４号ー１９０４００７８ 株式会社オクトライズ 秋田県

第４号ー１９０４００７９ 扶桑電通株式会社 東京都

第４号ー１９０４００８０ 株式会社アクアシステムズ 東京都

第４号ー１９０４００８１ 株式会社応用電子 東京都

第４号ー１９０４００８２ 株式会社マネジメント・リソース 奈良県

第４号ー１９０４００８３ 株式会社ハートコンピューター 滋賀県

第４号ー１９０４００８４ イエロー・スパローズ株式会社 東京都

第４号ー１９０４００８５ TDCソフト株式会社 東京都

第４号ー１９０４００８６ 株式会社ＯＫＥＩＯＳ 福岡県

第４号ー１９０４００８７ 弁護士ドットコム株式会社 東京都

第４号ー１９０４００８８ 株式会社タイガー 東京都

第４号ー１９０４００８９ アスモチ株式会社 兵庫県

第４号ー１９０４００９０ フェニックス通商有限会社 宮崎県

第４号ー１９０４００９１ ＧＩＶＥ＆ＧＩＶＥ株式会社 東京都

第４号ー１９０４００９２ 株式会社イージーネット 東京都

第４号ー１９０４００９３ 株式会社グッドスタッフ 東京都

第４号ー１９０４００９４ 中小企業診断士綿貫有二 東京都

第４号ー１９０４００９５ 有限会社汲沢オートサービス 神奈川県

第４号ー１９０４００９６ 株式会社インプローブ 岐阜県

第４号ー１９０４００９７ テラ・システム株式会社 大阪府

第４号ー１９０４００９８ 株式会社ミュートネット 北海道

第４号ー１９０４００９９ 株式会社エスティック 島根県

第４号ー１９０４０１００ 株式会社ハイ・バリュー 静岡県

第４号ー１９０４０１０１ 株式会社Ｌｉｑｕｉｄ 東京都

第４号ー１９０４０１０２ 株式会社アーツ 東京都

第４号ー１９０４０１０３ 株式会社ＰＣワールド 愛知県

第４号ー１９０４０１０４ 株式会社つくばマルチメディア 茨城県

第４号ー１９０４０１０５ 一般社団法人中小企業援護協会 東京都

第４号ー１９０４０１０６ 株式会社ＩＣＳソリューションズ 大阪府

第４号ー１９０４０１０７ ツバイソ株式会社 東京都


