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ビジネスソフトサービス 9040001006372 なし ●

ビジネスソフトサービス（株） ●

〒 260-0028 TEL： 043-306-3170

千葉市中央区新町１８番地１４

代表者： 代表取締役 泉水　澄男

ミヤモセッケイ 9040001059461 なし ●

（株）ミヤモ設計 ●

〒 299-4114 TEL： 0475-34-1110

茂原市本納１７３５番地１

代表者： 代表取締役 齋藤　伸也

エヌアイデイエムアイ 5040001016854 なし ●

（株）ＮＩＤ・ＭＩ ●

〒 261-0023 TEL： 043-382-3001 ●

千葉市美浜区中瀬一丁目６番ｍＢＡＹＰＯＩＮＴ幕張１８階

代表者： 代表取締役 小菅　宏

ヤマモトインサツ 5040001043254 なし ● ●

山本印刷（株） ●

〒 286-0124 TEL： 0476-35-2293 ●

成田市畑ケ田７６５番地

代表者： 代表取締役 山本　泰正

システムスリーテン 6040001068077 なし ●

システムスリーテン（株） ●

〒 270-1176 TEL： 04-7181-7174

我孫子市柴崎台一丁目７番８号　ＦＳＩビル２階

代表者： 代表取締役 鈴木　孝明

オオサキシステック 8040001056443 なし ● ●

大崎システック（株） ●

〒 290-0066 TEL： 0436-43-5411 ●

市原市五所１６０２番地

代表者： 代表取締役 武田　健三

セイブンシャ 5040001003332 なし ●

（株）正文社

〒 260-0001 TEL： 043-233-2235

千葉市中央区都町一丁目１０番６号

代表者： 代表取締役 長谷部　剛史

タカギソクリョウ 3040001042992 なし ●

高木測量（株） ●

〒 286-0045 TEL： 0476-22-1056 ●

成田市並木町８５番地

代表者： 代表取締役 津嶋　忠男

コーケン 6040001059068 なし ● ●

（株）コーケン ● ●

〒 297-0073 TEL： 0475-25-2002 ●

茂原市長尾２６８３番地２８

代表者： 代表取締役 石塚　貴大
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コクサイジョウホウネット 1040001043530 なし ●

（株）国際情報ネット ●

〒 277-0832 TEL： 04-7163-3311 ●

柏市北柏四丁目１番地２

代表者： 代表取締役 尾形　廣秋

プラムシックス 4040001006757 なし ●

（株）プラムシックス ● ● ●

〒 260-0831 TEL： 043-223-5200

千葉市中央区港町１２番２１号

代表者： 代表取締役 古山　明

ケイヨウソクリョウ 1040001014408 なし ● ●

京葉測量（株） ● ●

〒 275-0024 TEL： 047-454-3411 ● ●

習志野市茜浜三丁目４番６号

代表者： 代表取締役 柳　恵一

ジオサポート 2040001003005 なし ●

（株）ジオサポート

〒 260-0042 TEL： 043-284-0321

千葉市中央区椿森二丁目３番１６号

代表者： 代表取締役 小川　和広

アカネ 3040005003132 なし ●

（福）あかね ●

〒 273-0035 TEL： 047-336-5112 ●

船橋市本中山三丁目２１番５号

代表者： 理事長 金子　カイデ

クウカンジョウホウサービス 2040001000522 なし ● ● ●

空間情報サービス（株） ● ●

〒 260-0013 TEL： 043-222-6694 ●

千葉市中央区中央三丁目１０番６号

代表者： 代表取締役 古里　弘

クウコウジョウホウツウシン 8040001045891 なし ●

空港情報通信（株）

〒 282-0004 TEL： 0476-34-8201

成田市古込字古込１番地１

代表者： 代表取締役 小澤　喜宏

ビジネスコンピュータ 5040001073904 なし ●

（株）ビジネスコンピュータ

〒 294-0052 TEL： 0470-36-3241

館山市亀ケ原６９番地の１

代表者： 代表取締役 栗山　和博

ツクモ 4040001057577 なし ● ●

（株）つくも ● ●

〒 299-3251 TEL： 0475-72-2121 ●

大網白里市大網６５２番地３

代表者： 代表取締役 中嶋　敏夫
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ヒタチケーイーシステムズ 8040001014715 なし ●

（株）日立ケーイーシステムズ

〒 275-0001 TEL： 047-477-3111 ●

習志野市東習志野七丁目１番１号

代表者： 代表取締役 千葉　宏

カッペ 4040001074300 なし ●

（株）かっぺ

〒 260-0045 TEL： 043-256-2726

千葉市中央区弁天二丁目２２番６号

代表者： 代表取締役 水野　智明

ヨコウチ 5040001014833 なし ●

（株）横打 ● ●

〒 275-0024 TEL： 047-452-1311 ●

習志野市茜浜一丁目２番１８号

代表者： 代表取締役 横打　研

トキワソクリョウセッケイ 9040002070450 なし ●

（有）トキワ測量設計

〒 299-1154 TEL： 0439-54-4356

君津市南久保二丁目１番３号

代表者： 代表取締役 鈴木　正夫

コウイキコウソクネットニイキュウロク 2040001047043 なし ● ●

（株）広域高速ネット二九六 ●

〒 285-0858 TEL： 043-497-0296

佐倉市ユーカリが丘四丁目１番１Ｓー２０４号

代表者： 代表取締役社長 藤本　光弘

ユニビスタシステムズ 2040001010694 なし ●

ユニビスタシステムズ（株）

〒 260-0001 TEL： 043-214-5101

千葉市中央区都町５丁目３５番１０号

代表者： 代表取締役 増淵　良昭

イシエ 6040001065173 なし ● ●

（株）イシエ ●

〒 277-0842 TEL： 04-7145-2984 ●

柏市末広町１１番２１号

代表者： 代表取締役 石江　直子

チバギンコンピューターサービス 3040001004596 なし ● ●

ちばぎんコンピューターサービス（株）

〒 261-0023 TEL： 043-213-8881

千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２

代表者： 代表取締役社長 佐立　成信

コウエキジョウホウシステム 8040001002769 なし ●

公益情報システム（株）

〒 263-0043 TEL： 043-287-2011 ●

千葉市稲毛区小仲台二丁目５番２号

代表者： 代表取締役 藤崎　忠夫
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ヤマス 7040001073943 なし ●

（株）ヤマス

〒 294-0037 TEL： 0470-23-7575 ●

館山市長須賀９番地

代表者： 代表取締役 鈴木　章太

ボーソーテック 7040001006861 なし ● ●

（株）ボーソーテック ● ●

〒 264-0025 TEL： 043-214-0588 ●

千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号

代表者： 代表取締役 柴　一規

サンソクリョウセッケイ 6040001057195 なし ● ● ● ●

（株）サン測量設計 ●

〒 283-0003 TEL： 0475-58-5500

東金市道庭７４８番地１８

代表者： 代表取締役 小安　隆夫

エアリー 6040001008504 なし ● ●

（株）エアリー

〒 260-0015 TEL： 043-304-6617

千葉市中央区富士見二丁目１０番６号

代表者： 代表取締役 山本　成人

ニホンキカク 8040001019326 なし ●

日本企画（株） ●

〒 273-0005 TEL： 047-426-0026 ●

船橋市本町六丁目２１番１６号

代表者： 代表取締役 利　哲雄

スリーエス 4040001011303 なし ●

（株）スリーエス

〒 260-0013 TEL： 043-221-0489 ●

千葉市中央区中央２丁目５番１号千葉中央ツインビル２号館１０階

代表者： 代表取締役 前原　大志

チバケントチカイリョウジギョウダンタイレンゴウカイ 5040005000697 なし ●

千葉県土地改良事業団体連合会 ●

〒 261-0002 TEL： 043-241-1711

千葉市美浜区新港２４９番地５

代表者： 会長 林　和雄

タイヨウドウインサツジョ 6040001004180 なし ●

（株）太陽堂印刷所

〒 260-0843 TEL： 043-222-1122 ●

千葉市中央区末広一丁目４番２７号

代表者： 代表取締役 日暮　秀一

トキワコピー 7040001066105 なし ● ●

（株）ときわコピー

〒 277-0005 TEL： 04-7163-7360 ●

柏市柏六丁目１番２２号

代表者： 代表取締役 廣幡　隆
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カンダジムキ 8040002002850 なし ●

（有）カンダ事務機

〒 266-0005 TEL： 043-291-2904 ●

千葉市緑区誉田町２丁目２１番地

代表者： 代表取締役 神田　宗武

チバキョウドウインサツ 3040001004646 なし ● ●

千葉共同印刷（株） ●

〒 261-0005 TEL： 043-247-3318 ●

千葉市美浜区稲毛海岸三丁目４番１３号

代表者： 代表取締役 植草　好子

ベンキョウドウ 2040001069707 なし ●

（株）勉強堂 ●

〒 277-0065 TEL： 04-7173-5726 ●

柏市光ケ丘四丁目４番５号

代表者： 代表取締役 丸山　高志

ホウブンドウ 9040001059437 なし ●

（株）豊文堂 ●

〒 297-0037 TEL： 0475-22-3345

茂原市早野１１４３番地

代表者： 代表取締役 杉本　充

エーシーイー 4040001000818 なし ●

（株）エー・シー・イー

〒 260-0013 TEL： 043-222-7161

千葉市中央区中央三丁目１０番４号

代表者： 代表取締役 武次　靖雄

チバデータセンター 6040001004783 なし ●

（株）千葉データセンター ●

〒 263-0016 TEL： 043-284-3611 ●

千葉市稲毛区天台六丁目５番３号

代表者： 代表取締役社長 小泉　忍

チバシステムコンサルタント 4040001054269 なし ●

（株）千葉システムコンサルタント

〒 260-0021 TEL： 043-238-8546

千葉市中央区新宿二丁目５番１６号　ＬＫパークビル３Ｆ

代表者： 代表取締役社長 石窪　勇

サンジオテック 9040001002710 なし ● ●

サン・ジオテック（株） ●

〒 260-0021 TEL： 043-248-7783

千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉

代表者： 代表取締役 廣野　貴一

エイシル 1040001009432 なし ●

（株）エイシル ●

〒 260-0028 TEL： 043-216-2664

千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル７階

代表者： 代表取締役 長谷川　雄一
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ディーエスケイ 9040001066012 なし ●

（株）ディー・エス・ケイ ●

〒 277-0871 TEL： 04-7132-6121 ●

柏市若柴字入谷津１番１９５

代表者： 代表取締役社長 今井　信幸

ユウセッケイ 5040001013471 なし ●

結設計（株）

〒 260-0028 TEL： 043-302-1810

千葉市中央区新町１７番地１６

代表者： 代表取締役 山形　浩三

シーデーシージョウホウシステム 8040001004807 なし ● ●

シーデーシー情報システム（株） ●

〒 260-0014 TEL： 043-224-7181 ● ●

千葉市中央区本千葉町４番３号

代表者： 代表取締役 鈴木　滋

エーエスロカス 1010001022850 なし ● ●

ＡＳロカス（株）

〒 260-0024 TEL： 043-203-5301

千葉市中央区中央港一丁目２２番７号

代表者： 代表取締役社長 谷　勝博

エヌティティデータエムシーエス 1040001036848 なし ●

（株）ＮＴＴデータ・エム・シー・エス

〒 271-0092 TEL： 047-365-4821

松戸市松戸２０５９番地

代表者： 代表取締役社長 飯塚　浩

ソウゴウインサツシンポウシャ 8040001017692 なし ● ●

（株）総合印刷新報社 ●

〒 273-0014 TEL： 047-431-9166 ●

船橋市高瀬町３２番地

代表者： 代表取締役 竹口　朋子

チバソッキアイティーソリューションズ 7040001004907 なし ● ●

（株）千葉測器・ＩＴソリューションズ ●

〒 260-0001 TEL： 043-231-8781 ● ●

千葉市中央区都町二丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 中村　正見

チバソッキ 8040001004699 なし ● ● ●

（株）千葉測器 ● ●

〒 260-8567 TEL： 043-231-2351 ● ●

千葉市中央区都町二丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 中村　卓見

モチヅキ 9040001073941 なし ●

（株）もちづき

〒 294-0018 TEL： 0470-23-2221

館山市国分９３１番地１

代表者： 代表取締役　 濱野　浩
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ケイセイジョウホウシステム 7040001033559 なし ●

（株）京成情報システム

〒 272-0034 TEL： 047-325-7821

市川市市川三丁目２６番１３号ヴォワール国府台２階

代表者： 代表取締役社長 小林　渉

ケイヨウギンカード 8040001002091 なし ●

（株）京葉銀カード ● ●

〒 260-0012 TEL： 043-222-2131 ● ●

千葉市中央区本町三丁目２番６号

代表者： 代表取締役 飯高　弘史郎
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チバセントラルソクリョウ 2040001057257 なし ●

千葉セントラル測量（株）

〒 283-0005 TEL： 0475-52-3632

東金市田間７９２番地

代表者： 代表取締役 小川　清美

サイプレス 7021001025184 なし ●

（株）サイプレス

〒 299-0111 TEL： 0436-26-6520

市原市姉崎５９６番地５号

代表者： 代表取締役 日下部　健

エムケイ 3040001034263 なし ● ●

（株）エム・ケイ ●

〒 272-0823 TEL： 047-321-4857

市川市東菅野一丁目１９番７号カトレアハイツ３０３

代表者： 代表取締役 近藤　誠利

イソノソクリョウ 1040001074831 なし ● ●

磯野測量（株） ●

〒 298-0004 TEL： 0470-62-3232

いすみ市大原８９４５番地

代表者： 代表取締役 植村　英明

ハシダテ 2040001006156 なし ● ●

（株）ハシダテ

〒 261-0002 TEL： 043-243-3311 ●

千葉市美浜区新港１１６番地の１

代表者： 代表取締役 外立　徹

デジタルコア 1040002007955 なし ●

（株）デジタルコア ●

〒 260-0013 TEL： 043-224-7733

千葉市中央区中央三丁目１０番４号

代表者： 代表取締役 坪井　尚也

アサヒソクリョウ 2040001051029 なし ●

朝日測量（株）

〒 299-0212 TEL： 0438-75-5411

袖ケ浦市三箇５０２番地６

代表者： 代表取締役 井上　祥法

グローバルジョウホウマネージメント 6040001016267 なし ●

グローバル情報マネージメント（株） ●

〒 260-0025 TEL： 043-441-8638

千葉市中央区問屋町１番５５号

代表者： 代表取締役 小山　七央

ニシヤマソクリョウ 2040001071423 なし ● ●

西山測量（株） ●

〒 270-0237 TEL： 04-7129-3898 ●

野田市中里２４８５番地

代表者： 代表取締役 西山　寛
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テレマ 5040001060555 なし ●

（株）テレマ

〒 260-0021 TEL： 043-216-4176

千葉市中央区新宿二丁目７番１０号

代表者： 代表取締役 三輪　剛

ベストソリューションズ 5040001052800 なし ●

（株）ベストソリューションズ

〒 292-0001 TEL： 0438-41-4461

木更津市牛込１０１４番地

代表者： 代表取締役 高浦　祐二

チバケンジョウホウサービスサンギョウキョウカイ 9040005001626 なし ●

（公社）千葉県情報サービス産業協会

〒 261-7121 TEL： 043-212-2755

千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

代表者： 代表理事 吉田　幸宏

ニッシンソクリョウセッケイ 1040002070409 なし ●

（有）日新測量設計 ●

〒 299-1146 TEL： 0439-54-2673 ●

君津市大和田四丁目４番地の２９

代表者： 代表取締役 神子　仁

イオスファーム 2040001060574 なし ●

（株）ＥＯＳファーム

〒 273-0032 TEL： 047-402-2990

船橋市葛飾町二丁目３４１番地３

代表者： 代表取締役 安西　信男

オガコムジャパン 6040001068795 なし ●

（株）オガコムジャパン ● ●

〒 277-0825 TEL： 04-7199-8789 ●

柏市北柏三丁目５番地５　メゾンラポーム２０１

代表者： 代表取締役 小笠原　宏之

テラサ 2040001047695 なし ●

（株）テラサ ●

〒 289-1115 TEL： 043-443-5714 ●

八街市八街ほ２０８番地６３３

代表者： 代表取締役 寺澤　和憲

サンワソクリョウセッケイ 2040002069920 なし ● ●

（有）サンワ測量設計 ●

〒 299-1106 TEL： 0439-70-1131 ●

君津市中島６２３番地１

代表者： 代表取締役 野老　信久

マップテクニカル 2040001054948 なし ●

（株）マップテクニカル

〒 290-0255 TEL： 0436-36-6961 ●

市原市光風台４丁目１１５２番地１８３

代表者： 代表取締役 豊嶋　幸信
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エレメントシステム 1040001021817 なし ●

（株）エレメントシステム ● ●

〒 273-0024 TEL： 047-433-4334 ●

船橋市海神町南一丁目７３９番地５

代表者： 代表取締役 茂木　聖仁

タイプテック 5040002102744 なし ●

タイプテック（株）

〒 298-0124 TEL： 0470-86-4870

いすみ市弥正３１７番地１

代表者： 代表取締役 長谷川　桂造

ティーエムコピーセンター 7040002023798 なし ● ●

（有）ティーエムコピーセンター

〒 273-0005 TEL： 047-435-1991

船橋市本町二丁目１５番９号

代表者： 代表取締役 田中　孝幸

ロイドベンチャーシステム 8040001014855 なし ●

（株）ロイドベンチャーシステム

〒 275-0016 TEL： 047-493-5513 ● ●

習志野市津田沼三丁目１６番３０号ドミール津田沼３１１号

代表者： 代表取締役 長谷川　一郎

セント 5010601013238 なし ● ● ● ● ●

（株）千都

〒 264-0031 TEL： 043-307-6532

千葉市若葉区愛生町６４番地２

代表者： 代表取締役 岸本　兵衛

ルミテック 4040001066669 なし ●

（株）ルミテック

〒 277-0842 TEL： 04-7147-9451

柏市末広町６番１２号

代表者： 代表取締役 坂本　るみ

ジーウェイブ 8040001011027 なし ●

（株）ジーウェイブ

〒 261-8501 TEL： 043-297-0633

千葉市美浜区中瀬１丁目３番地幕張テクノガーデンＢ棟１０階

代表者： 代表取締役 吉田　善幸

エイゾウジョウホウシステム 4040002072484 なし ●

映像情報システム（有）

〒 290-0022 TEL： 0436-25-6601

市原市西広５丁目２番地２

代表者： 代表取締役 高地　賢一

トレスカンキョウシステム 5040002076690 なし ● ●

（株）トレス環境システム

〒 290-0232 TEL： 0436-22-3108

市原市皆吉１５６５番地８

代表者： 代表取締役 谷口　兼史
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ケルトビジネスコンサルティング 3040003010329 なし ●

Ｋｅｌｔ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（同） ●

〒 270-1426 TEL： 080-4067-3210 ●

白井市笹塚二丁目５番２棟１２０２号

代表者： 代表社員 北田　卓也

プラネットコム 8040001031495 なし ●

プラネットコム（株）

〒 272-0023 TEL： 047-393-6180

市川市南八幡四丁目２番５号いちかわ情報プラザ

代表者： 代表取締役 熊切　克巳

キミツシソクリョウセッケイギョウ 1040005008406 なし ●

君津市測量設計業（協） ● ●

〒 299-1152 TEL： 0439-54-3211

君津市久保三丁目２番１１号

代表者： 代表理事 宮名　誠

ケースプランニング 1040001013046 なし ● ● ●

ケースプランニング（株） ●

〒 262-0033 TEL： 043-275-2577 ●

千葉市花見川区幕張本郷二丁目４番３０号本郷二丁目ビル２０１

代表者： 代表取締役 加瀬　順宏

アールイーナンバー 4040001085792 なし ● ●

（株）アールイーナンバー ● ●

〒 299-3219 TEL： 0475-71-3675

大網白里市南飯塚４４０番８号

代表者： 代表取締役 柿沼　浩史

スコープジャパン 7040001047195 なし ● ●

スコープジャパン（株） ●

〒 284-0005 TEL： 043-420-3004

四街道市四街道１５６４番地

代表者： 代表取締役 池田　勝之

シンヨウソクリョウ 6040001063573 なし ●

（株）新葉測量 ●

〒 287-0036 TEL： 0478-58-3110 ●

香取市観音１０８番地

代表者： 代表取締役 片野　裕也

エーキューソリューションズ 7040001100879 なし ● ●

ＡＱソリューションズ（株） ● ●

〒 277-0852 TEL： 04-7111-2882 ●

柏市旭町六丁目２番３２‐５号

代表者： 代表取締役 阿其　拉図

チバソフトウエアカイハツ 7040001004733 なし ●

千葉ソフトウエア開発（株）

〒 260-0013 TEL： 043-221-2975

千葉市中央区中央３丁目９番１３号Ｙ・Ｓビル６階

代表者： 代表取締役 澤田　佳伸
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イーゼィシステムズ 4040001009859 なし ●

（株）イーゼィシステムズ

〒 273-0032 TEL： 047-404-8880 ●

船橋市葛飾町二丁目３８０‐２

代表者： 代表取締役 渡辺　太郎

センジュソフト 5040001080693 なし ● ●

（株）千手Ｓｏｆｔ ● ●

〒 260-0016 TEL： 043-306-3345 ●

千葉市中央区栄町３６‐１０　甲南アセット千葉中央ビル６階（旧：ＹＳ千葉中央ビル）

代表者： 代表取締役 薛　亜雲
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チバケイエイオウエンタイ 7040005003228 なし ●

（特非）ちば経営応援隊 ● ●

〒 273-0865 TEL： 090-7204-9429

船橋市夏見二丁目３０番９号

代表者： 理事長 浅井　鉄夫

ボウソウコンピューター 1040001091876 なし ● ●

房総コンピューター（株） ●

〒 299-2415 TEL： 0470-29-7202

南房総市富浦町深名１２６４番地２

代表者： 代表取締役 多賀谷　裕一

ムーングラフィカ 1040001011041 なし ● ●

ムーングラフィカ（株） ● ●

〒 260-0013 TEL： 043-306-9598

千葉市中央区中央三丁目１４番６号　３階

代表者： 代表取締役社長 吉岡　慎介

ナレッジシェア 2040001091974 なし ●

（株）ナレッジシェア ●

〒 272-0827 TEL： 050-3153-2827

市川市国府台五丁目２２番２２号

代表者： 代表取締役 徳永　雅彦

ショウブンドウインサツジョ 9040002046434 なし ● ●

（有）松文堂印刷所 ●

〒 271-0062 TEL： 047-362-4623

松戸市栄町五丁目２９２番地

代表者： 代表取締役 近田　充生

セヒラ 3040001094712 なし ● ●

（株）せひら ●

〒 260-0013 TEL： 043-356-3774

千葉市中央区中央二丁目５‐１　千葉中央ツインビル２号館７階　千葉市ビジネス支援センター中央分館内

代表者： 代表取締役 平澤　誠治

パーソロン － なし ●

パーソロン ● ●

〒 263-0043 TEL： 090-5576-5901 ●

千葉市稲毛区小仲台５丁目５番１号パークシティ稲毛の杜１２０１号

代表者： 代表 畠山　巌
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シャープマーケティングジャパン 1040001008905 ビジネスソリューションタントウ ●

シャープマーケティングジャパン（株） シャープマーケティングジャパン（株）　ビジネスソリューション担当

〒 581-8585 TEL： 06-6796-1542 〒 105-0023 TEL： 03-5446-8352 ●

大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 東京都港区芝浦一丁目２番３号 山崎　公人

代表者： 代表取締役　 中山　藤一

コウキョウチケン 9030001074726 チバシテン ●

公共地研（株） 公共地研（株）　千葉支店 ● ●

〒 333-0811 TEL： 048-297-5751 〒 275-0022 TEL： 047-451-7775 ●

埼玉県川口市戸塚三丁目２５番２７号 習志野市香澄四丁目５番１号 土屋　諒真

代表者： 代表取締役 遠藤　巌

トウシバアイティーサービス 6010401078439 シバウラジギョウショ ●

東芝ＩＴサービス（株） 東芝ＩＴサービス（株）　芝浦事業所 ●

〒 210-8551 TEL： 044-577-7300 〒 105-8553 TEL： 03-6756-5155 ●

神奈川県川崎市川崎区日進町１番地５３ 東京都港区芝浦四丁目９番２５号 内田　正文

代表者： 代表取締役 石野　誠

グローバルセンス 1010001188915 なし ●

グローバルセンス（株） ●

〒 101-0025 TEL： 03-6403-4902

東京都千代田区神田佐久間町１丁目８番４号アルテール秋葉原７０８

代表者： 代表取締役 工藤　貴之

アマノ 3020001019365 チバシテン ● ● ●

アマノ（株） アマノ（株）　千葉支店

〒 222-8558 TEL： 045-401-1441 〒 260-0001 TEL： 043-234-1611 ● ●

神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 千葉市中央区都町一丁目３５番１０号 菊地　浩

代表者： 代表取締役 津田　博之

エヌティティシステムカイハツ 3013301028508 チバシテン ●

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株） エヌ・ティ・ティ・システム開発（株）　千葉支店 ●

〒 171-0031 TEL： 03-3985-8711 〒 260-0015 TEL： 043-239-3211 ● ●

東京都豊島区目白二丁目１６番２０号 千葉市中央区富士見１丁目４番１号 大澤　厚之

代表者： 代表取締役社長 田村　浩一

ヒビヤジョウホウサービス 4010401025211 チバエイギョウショ ●

（株）日比谷情報サービス （株）日比谷情報サービス　千葉営業所

〒 105-0004 TEL： 03-3436-3362 〒 273-0047 TEL： 047-490-8217

東京都港区新橋５丁目１４番６号 船橋市藤原七丁目１８番１１号 松本　隆平

代表者： 代表取締役 鈴木　康仁

ブヨウドウ 6010001055739 チバエイギョウショ ●

（株）武揚堂 （株）武揚堂　千葉営業所 ● ●

〒 103-0027 TEL： 03-5704-7561 〒 276-0042 TEL： 047-409-1941 ●

東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 八千代市ゆりのき台３丁目７番地１号　１２号棟６０３号 望月　龍男

代表者： 代表取締役 小島　武也

ナイガイチズ 2010001025159 なし ●

内外地図（株） ●

〒 101-0052 TEL： 03-3291-0338

東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地

代表者： 代表取締役 五本木　秀昭
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ショウジュドウ 6010001047315 チバシュッチョウジョ ●

（株）昇寿堂 （株）昇寿堂　千葉出張所

〒 104-0041 TEL： 03-3552-3631 〒 279-0043 TEL： 047-301-1979 ●

東京都中央区新富一丁目８番６号 浦安市富士見１丁目１３番１号２０６ 田名網　大輔

代表者： 代表取締役 瀬戸　良教

フジツウジャパン 5010001006767 ヒガシカントウシシャ ● ●

富士通Ｊａｐａｎ（株） 富士通Ｊａｐａｎ（株）　東関東支社

〒 108-6207 TEL： 03-6712-3111 〒 260-0028 TEL： 043-238-5100 ● ●

東京都港区港南二丁目１５番３号 千葉市中央区新町３番１３号　千葉ＴＮビル 森　健一

代表者： 代表取締役社長 広瀬　敏男

サンワコウソク 3011601002397 チバエイギョウショ ● ●

三和航測（株） 三和航測（株）　千葉営業所 ●

〒 176-0012 TEL： 03-3994-7501 〒 260-0044 TEL： 043-256-7615

東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 千葉市中央区松波２丁目１８番６号 山田　喜久夫

代表者： 代表取締役 大西　錦城

トウヨウインサツ 3130001021789 チバエイギョウショ ●

東洋印刷（株） 東洋印刷（株）　千葉営業所 ●

〒 612-8456 TEL： 075-604-2006 〒 262-0033 TEL： 043-307-5301 ●

京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 千葉市花見川区幕張本郷７丁目５番３３号 岩撫　裕行

代表者： 代表取締役 土谷　潤一郎

システムジョウホウパートナー 9011501013415 チバシテン ●

（株）システム情報パートナー （株）システム情報パートナー　千葉支店 ●

〒 105-0023 TEL： 03-6453-6883 〒 273-0039 TEL： 047-495-6030

東京都港区芝浦一丁目１２番３号 船橋市印内１丁目９番コープ西船橋３‐３０３号 沖田　光則

代表者： 代表取締役 田原　保

テイケイシイ 5060001002844 なし ●

（株）ＴＫＣ

〒 320-8644 TEL： 028-648-2111

栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

代表者： 代表取締役社長 飯塚　真規

トウホウチケイシャ 1011001050073 なし ●

（株）東邦地形社 ● ●

〒 150-0001 TEL： 03-3400-1486 ●

東京都渋谷区神宮前六丁目１９番３号

代表者： 代表取締役 下重　勝雄

テックス 1050001021527 なし ●

（株）テックス

〒 311-2435 TEL： 0299-64-6565 ●

茨城県潮来市上戸４１６番地７

代表者： 代表取締役 箕輪　秀男

エヌティティドコモ 1010001067912 チバシテン ●

（株）ＮＴＴドコモ （株）ＮＴＴドコモ　千葉支店

〒 100-6150 TEL： 03-5156-1111 〒 260-8540 TEL： 043-301-0170

東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 千葉市中央区新町１０００番地 平松　孝朗

代表者： 代表取締役 吉澤　和弘
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エクシング 1180001043310 エリアエイギョウブヒガシニホンエリアダイニグループシュトケンダイイチシテン ●

（株）エクシング （株）エクシング　エリア営業部東日本エリア第二グループ首都圏第一支店 ●

〒 467-0855 TEL： 052-825-1901 〒 105-0011 TEL： 03-6848-5008 ● ●

愛知県名古屋市瑞穂区桃園町３番８号 東京都港区芝公園２丁目４番１号芝パークビルＢ館８階 稲川　大介

代表者： 代表取締役 神谷　純

ヒガシニホンギジュツケンキュウショ 9050001023739 なし ●

（株）東日本技術研究所 ●

〒 319-1221 TEL： 04-7136-2828

茨城県日立市大みか町四丁目８番２０号

代表者： 代表取締役 鈴木　茂夫

ヒタチシステムズ 6010701025710 チバシテン ● ● ●

（株）日立システムズ （株）日立システムズ　千葉支店

〒 141-8672 TEL： 043-221-7308 〒 260-0015 TEL： 043-221-7308 ●

東京都品川区大崎一丁目２番１号 千葉市中央区富士見二丁目２０番１号 児玉　学

代表者： 代表取締役 柴原　節男

トウヨウコンサルタント 8013301008587 チバシテン ●

（株）東洋コンサルタント （株）東洋コンサルタント　千葉支店 ●

〒 171-0033 TEL： 03-5992-1161 〒 263-0051 TEL： 043-255-4657 ●

東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 千葉市稲毛区園生町１００３番地１６ 山口　浩平

代表者： 代表取締役 高橋　浩二

コクサイコウギョウ 9010001008669 チバシテン ● ●

国際航業（株） 国際航業（株）　千葉支店 ● ● ●

〒 102-0085 TEL： 03-3262-6221 〒 261-8501 TEL： 043-351-2333 ●

東京都千代田区六番町２番地 千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 石井　正邦

代表者： 代表取締役社長 土方　聡

オプティマ 8010701002154 チバシテン ●

（株）オプティマ （株）オプティマ　千葉支店

〒 141-0032 TEL： 03-3493-5512 〒 260-0013 TEL： 043-225-8151

東京都品川区大崎三丁目５番２号 千葉市中央区中央三丁目１０番６号　北野京葉ビル６階 杉森　透雄

代表者： 代表取締役 森田　宏樹

フジツウエフオーエム 1010401084631 カントウシンエツシシャチバエイギョウショ ●

富士通エフ・オー・エム（株） 富士通エフ・オー・エム（株）　関東・信越支社　千葉営業所

〒 105-6891 TEL： 03-5401-8470 〒 260-0028 TEL： 043-238-7034 ●

東京都港区海岸一丁目１６番１号 千葉市中央区新町３番１３ 山脇　朝子

代表者： 代表取締役社長 山下　秀二

フジデンキアイティソリューション 9010001087242 チバシテン ●

富士電機ＩＴソリューション（株） 富士電機ＩＴソリューション（株）　千葉支店 ●

〒 101-0021 TEL： 03-5817-5701 〒 263-0021 TEL： 043-290-5771 ●

東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 千葉市稲毛区轟町４丁目８番１９号 日高　由美子

代表者： 代表取締役社長 及川　弘

ホンシュウ 9030001077167 ナガレヤマシテン ● ●

（株）本州 （株）本州　流山支店 ● ●

〒 333-0801 TEL： 048-295-6826 〒 270-0101 TEL： 04-7156-3635 ●

埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 流山市大字東深井３３３番地　山田ビル２Ｆ 飯田　英明

代表者： 代表取締役 福重　政数

千葉営業所長
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ジャノメクレディア 7010601037648 なし ●

（株）ジャノメクレディア

〒 104-0032 TEL： 03-6222-3240

東京都中央区八丁堀１丁目１０番７号　ＴＭＧ八丁堀ビル

代表者： 代表取締役社長 岡田　雅幸

エヌティティコムウェア 4010401032249 なし ●

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株） ●

〒 108-8019 TEL： 03-5796-3600

東京都港区港南一丁目９番１号

代表者： 代表取締役 栗島　聡

ムサシ 6010001058667 ヒガシカントウシテン ● ●

（株）ムサシ （株）ムサシ　東関東支店 ●

〒 104-0061 TEL： 03-3546-7711 〒 260-0028 TEL： 043-305-4901

東京都中央区銀座八丁目２０番３６号 千葉市中央区新町１８番地１０ 西村　達也

代表者： 代表取締役 羽鳥　雅孝

フクイコンピュータ 4210001014890 なし ●

福井コンピュータ（株）

〒 910-0297 TEL： 0776-67-8860

福井県坂井市丸岡町磯部福庄第５号６番地

代表者： 代表取締役 杉田　直

ユニシステム 3013301015951 なし ●

ユニシステム（株） ●

〒 171-0031 TEL： 03-3988-6111

東京都豊島区目白二丁目１６番２０号

代表者： 代表取締役 蓑口　弘典

エヌイーシーフィールディング 3010401022977 チバシテン ● ●

ＮＥＣフィールディング（株） ＮＥＣフィールディング（株）　千葉支店

〒 108-0073 TEL： 03-3457-7101 〒 260-0045 TEL： 050-3146-3680 ●

東京都港区三田一丁目４番２８号 千葉市中央区弁天１丁目１５‐３ 木綱　俊勝

代表者： 代表取締役 鈴木　浩

オオツカショウカイ 1010001012983 エルエージギョウブコウキョウグループ ●

（株）大塚商会 （株）大塚商会　ＬＡ事業部公共グループ

〒 102-8573 TEL： 03-3264-7111 〒 102-8573 TEL： 03-3514-7519 ●

東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号 臼田　誠

代表者： 代表取締役社長 大塚　裕司

ダイイチコウギョウ 6011301004311 チバエイギョウショ ●

第一航業（株） 第一航業（株）　千葉営業所 ●

〒 166-0001 TEL： 03-3339-2191 〒 299-0257 TEL： 0438-60-1245

東京都杉並区阿佐谷北三丁目４１番１２号 袖ケ浦市神納２丁目６番９号 南雲　信之

代表者： 代表取締役 曽野　哲人

ニホンエスアイケンキュウジョ 4010601041859 イチハラエイギョウショ ● ● ●

（株）日本ＳＩ研究所 （株）日本ＳＩ研究所　市原営業所 ● ●

〒 130-0013 TEL： 03-6659-3242 〒 290-0056 TEL： 0436-26-4530

東京都墨田区錦糸三丁目２番１号 市原市五井２２２３番１号１０５号室 潤間　洋平

代表者： 代表取締役社長 杉山　毅
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アクモスソーシングサービス 6010001137396 チバエイギョウショ ●

ＡＣＭＯＳソーシングサービス（株） ＡＣＭＯＳソーシングサービス（株）　千葉営業所 ●

〒 101-0052 TEL： 03-5217-3332 〒 260-0856 TEL： 080-4581-0787 ●

東京都千代田区神田小川町三丁目２６番地８ユニゾ神田小川町三丁目ビル４階 千葉市中央区亥鼻３丁目１番１６号 石森　顕

代表者： 代表取締役 飯島　秀幸

オープンループパートナーズ 9011101043936 なし ●

（株）オープンループパートナーズ ● ●

〒 160-0022 TEL： 03-5368-3088 ● ●

東京都新宿区新宿四丁目３番１７号

代表者： 代表取締役 駒井　滋

キタイセッケイ 2160001010600 チバジムショ ● ●

キタイ設計（株） キタイ設計（株）　千葉事務所 ●

〒 521-1398 TEL： 0748-46-2336 〒 271-0065 TEL： 047-382-6737

滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 松戸市南花島一丁目７番９号 督　清之

代表者： 代表取締役 梶　雅弘

アジアコウソク 6011101000700 チバシテン ● ●

アジア航測（株） アジア航測（株）　千葉支店 ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-5909-4181 〒 260-0021 TEL： 043-245-9520 ●

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 千葉市中央区新宿２丁目６番８号（クリーンホーム千葉） 井川　隆志

代表者： 代表取締役 小川　紀一朗

アグレックス 3011101000686 なし ●

（株）アグレックス

〒 163-1438 TEL： 03-5371-1500 ●

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号　東京オペラシティビル

代表者： 代表取締役社長 八尾　政範

エヌイーシーキャピタルソリューション 8010401021784 チバシテン ●

ＮＥＣキャピタルソリューション（株） ＮＥＣキャピタルソリューション（株）　　

〒 108-6219 TEL： 03-6720-8400 〒 261-7129 TEL： 043-299-5900 ●

東京都港区港南二丁目１５番３号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 近藤　晃司

代表者： 代表取締役 今関　智雄

ホッカイドウチズ 4450001002888 チバエイギョウショ ●

北海道地図（株） 北海道地図（株）　千葉営業所 ●

〒 070-8071 TEL： 0166-61-5531 〒 260-0013 TEL： 043-221-7170

北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 千葉市中央区中央２丁目３番１６号 周藤　利通

代表者： 代表取締役 小林　毅一

ニホンカイケイコンサルティング 9010401042037 なし ●

日本会計コンサルティング（株） ●

〒 105-7110 TEL： 03-6686-8629 ●

東京都港区東新橋一丁目５番２号

代表者： 代表取締役 吉岡　和守

トショカンリュウツウセンター 3010001005556 なし ● ●

（株）図書館流通センター ●

〒 112-8632 TEL： 03-3943-2221 ● ●

東京都文京区大塚三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 細川　博史
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ゼンリン 5290801002046 チバエイギョウショ ●

（株）ゼンリン （株）ゼンリン　千葉営業所 ● ●

〒 803-8630 TEL： 093-882-9050 〒 260-0842 TEL： 043-261-0043 ● ●

福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 千葉市中央区南町二丁目１８番６号 左海　龍

代表者： 代表取締役 高山　善司

タイキ 8012401000925 チバシテン ● ●

（株）大輝 （株）大輝　千葉支店 ● ●

〒 183-0042 TEL： 042-574-2911 〒 299-0111 TEL： 0436-60-8721 ●

東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 市原市姉崎２３７１番地 早川　博文

代表者： 代表取締役 岡野　一徳

アイテックス 5250001011082 チバエイギョウショ ●

（株）アイテックス （株）アイテックス　　

〒 745-0066 TEL： 0834-21-6740 〒 260-0027 TEL： 043-204-3722

山口県周南市岡田町３番２５号 千葉市中央区新田町３３番１号 二宮　健治

代表者： 代表取締役社長 光長　宏恭

エヌジェーエス 6011101045308 チバジムショ ●

（株）ＮＪＳ （株）ＮＪＳ　千葉事務所 ● ● ●

〒 105-0023 TEL： 03-6324-4355 〒 260-0015 TEL： 043-202-1011

東京都港区芝浦一丁目１番１号 千葉市中央区富士見２丁目３番１号 山田　義行

代表者： 代表取締役社長 村上　雅亮

サンスイコンサルタント 7120001064604 チバジムショ ●

（株）三水コンサルタント （株）三水コンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 530-0005 TEL： 06-6447-8181 〒 260-0851 TEL： 043-222-0333

大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 高本　英光

代表者： 代表取締役社長 山崎　義広

ニホンビズアップ 9010401042532 なし ●

日本ビズアップ（株） ●

〒 105-7110 TEL： 03-6215-9217 ●

東京都港区東新橋一丁目５番２号

代表者： 代表取締役 吉岡　和守

ヒタチセイサクショ 7010001008844 チバシテン ● ●

（株）日立製作所 （株）日立製作所　千葉支店 ● ●

〒 100-8280 TEL： 03-3258-1111 〒 260-0031 TEL： 043-247-8201 ●

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 千葉市中央区新千葉一丁目４番３号 長倉　一茂

代表者： 執行役社長 東原　敏昭

トウキョウコンピュータサービス 2010001095739 チバシテン ●

東京コンピュータサービス（株） 東京コンピュータサービス（株）　千葉支店 ●

〒 103-0023 TEL： 03-3243-5311 〒 260-0015 TEL： 043-239-3111 ●

東京都中央区日本橋本町四丁目８番１４号 千葉市中央区富士見一丁目四番一号 鹿野　伸久

代表者： 代表取締役社長 高山　芳之

カワセコンピュータサプライ 2120001077131 チバシテン ●

カワセコンピュータサプライ（株）　 カワセコンピュータサプライ（株）　　千葉支店

〒 541-0042 TEL： 06-6222-7474 〒 285-0074 TEL： 043-498-0911 ●

大阪府大阪市中央区今橋２丁目４番１０号大広今橋ビル 佐倉市西御門明神台４２４番地３ 三田　雅博

代表者： 代表取締役 川瀬　啓輔

支店長
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トッパンフォームズ 4010401050341 チバエイギョウショ ●

トッパン・フォームズ（株） トッパン・フォームズ（株）　千葉営業所 ●

〒 105-8311 TEL： 03-6253-6000 〒 261-0023 TEL： 043-299-8551 ●

東京都港区東新橋一丁目７番３号 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号 岡松　亮吾

代表者： 代表取締役社長 坂田　甲一

ダイナブック 8010601034867 シュトケンシシャチバサポートセンター ●

Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株） Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株）　首都圏支社　千葉サポートセンター

〒 135-8505 TEL： 03-5144-3000 〒 261-0011 TEL： 043-270-0111 ●

東京都江東区豊洲五丁目６番１５号 千葉市美浜区真砂５丁目２０番地７号（ソードビル） 長谷　亜洋

代表者： 代表取締役 覚道　清文

グローバルビジネスソリューション 9010601034503 なし ●

グローバルビジネスソリューション（株）

〒 130-0013 TEL： 03-6853-6652 ●

東京都墨田区錦糸一丁目２番１号

代表者： 代表取締役 前山　真希

フジツウエフサス 8010401056384 チバシシャ ● ● ●

（株）富士通エフサス （株）富士通エフサス　千葉支社 ●

〒 211-0012 TEL： 03-5747-9100 〒 260-0028 TEL： 043-243-3814 ●

神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 千葉市中央区新町３番１３号 兼市　慎也

代表者： 代表取締役社長 小林　俊範

ニホンスイドウセッケイシャ 7010001033306 チバエイギョウショ ●

（株）日本水道設計社 （株）日本水道設計社　千葉営業所 ● ● ●

〒 102-0075 TEL： 03-3263-8431 〒 260-0044 TEL： 043-290-6850 ● ●

東京都千代田区三番町１番地 千葉市中央区松波二丁目５番９号　小幡ビル 渡邉　信次

代表者： 代表取締役 小林　信五

ヤチホ 7011101021349 ヒガシカントウシテン ●

（株）ヤチホ （株）ヤチホ　東関東支店 ● ●

〒 162-0845 TEL： 03-3268-3600 〒 270-0034 TEL： 047-348-4805

東京都新宿区市谷本村町３番２２号 松戸市新松戸２丁目１７６番地 高橋　豊

代表者： 代表取締役 井原　功

ニホンインシーク 7120001040927 チバシテン ● ●

（株）日本インシーク （株）日本インシーク　千葉支店 ● ● ●

〒 541-0054 TEL： 06-6282-0310 〒 260-0032 TEL： 043-203-2370

大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 千葉市中央区登戸１丁目２１番８号 麻野　裕昭

代表者： 代表取締役 番上　正人

チョウダイテック 2010001080831 チバジムショ ●

（株）長大テック （株）長大テック　千葉事務所 ● ● ●

〒 103-0014 TEL： 03-3639-3411 〒 260-0031 TEL： 043-216-3841 ●

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 千葉市中央区新千葉二丁目７番２号 富松　新吾

代表者： 代表取締役 松本　成敦

マツモトコンサルタント 4480001002274 チバシテン ●

（株）松本コンサルタント （株）松本コンサルタント　千葉支店 ●

〒 770-0811 TEL： 088-626-0788 〒 297-0035 TEL： 0475-36-2986 ●

徳島県徳島市東吉野町２丁目２４番地６ 茂原市下永吉１２７９番地１ 宮原　邦弘

代表者： 代表取締役 松本　祐一
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オリジナルセッケイ 8011001065098 チバエイギョウショ ●

オリジナル設計（株） オリジナル設計（株）　千葉営業所 ● ●

〒 151-0062 TEL： 03-6757-8800 〒 260-0016 TEL： 043-227-4730

東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 千葉市中央区栄町３６番１０号 草壁　悟史

代表者： 代表取締役社長 菅　伸彦

コバヤシクリエイト 5180301013959 チバエイギョウブ ●

小林クリエイト（株） 小林クリエイト（株）　千葉営業部

〒 448-8656 TEL： 0566-26-5310 〒 260-0032 TEL： 043-301-2718 ● ●

愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地 千葉市中央区登戸１丁目２１番８号 安藤　勝彦

代表者： 代表取締役 小林　友也

ニホンツウシンシ 7010501010507 インザイエイギョウショ ● ●

日本通信紙（株） 日本通信紙（株）　印西営業所 ● ●

〒 110-8653 TEL： 03-5826-5150 〒 270-1382 TEL： 0476-37-7213 ●

東京都台東区下谷一丁目７番５号 印西市牧の台２丁目１番地７号 北村　求

代表者： 代表取締役 國生　敏矢

ニホンアイビーエム 1010001128061 なし ●

日本アイ・ビー・エム（株）

〒 103-8510 TEL： 03-6667-1111 ●

東京都中央区日本橋箱崎町１９番２１号

代表者： 代表取締役 山口　明夫

セイコータイムシステム 6010601030983 なし ●

セイコータイムシステム（株）

〒 135-8610 TEL： 03-5646-1601 ●

東京都江東区福住二丁目４番３号

代表者： 代表取締役社長 萩原　健二

ツヅキデンキ 9010401054908 チバエイギョウショ ●

都築電気（株） 都築電気（株）　千葉営業所

〒 105-8665 TEL： 03-6833-7777 〒 260-0021 TEL： 043-242-2251 ●

東京都港区新橋六丁目１９番１５号 千葉市中央区新宿二丁目５番３号 井上　章

代表者： 代表取締役社長 江森　勲

ニッポンフィールドエンジニアリング 4010701007850 チバシシャ ● ●

日本フィールド・エンジニアリング（株） 日本フィールド・エンジニアリング（株）　千葉支社 ● ●

〒 141-0031 TEL： 03-5487-2531 〒 260-0843 TEL： 043-264-7841 ●

東京都品川区西五反田一丁目１４番８号 千葉市中央区末広４丁目２５番５号 荷福　政美

代表者： 代表取締役 金井　義和

ニットウテクノブレーン 6030001024799 マクハリジギョウショ ●

（株）日東テクノブレーン （株）日東テクノブレーン　幕張事業所 ●

〒 359-1144 TEL： 04-2922-5359 〒 261-0023 TEL： 043-299-3816

埼玉県所沢市西所沢１丁目１４番１４号 千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 水谷　純稚

代表者： 代表取締役 鈴木　真澄

オオサキコンピュータエンヂニアリング 5010701001910 チバシテン ● ● ●

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング （株）大崎コンピュータエンヂニアリング　千葉支店

〒 141-0032 TEL： 03-3492-0931 〒 260-8637 TEL： 043-246-3685 ● ●

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 千葉市中央区問屋町１番３５号 堀　裕二

代表者： 代表取締役社長 武田　健三
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ヒガシニッポンデンシンデンワ 8011101028104 チバジギョウブ ●

東日本電信電話（株） 東日本電信電話（株）　　

〒 163-8019 TEL： 03-5359-5111 〒 261-8501 TEL： 043-211-4154 ●

東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地　幕張テクノガーデンビルＤ棟１３階 境　麻千子

代表者： 代表取締役 井上　福造

エヌティティヒガシニホンミナミカントウ 1011101056945 なし ●

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東

〒 108-8019 TEL： 03-6803-9008 ●

東京都港区港南一丁目９番１号

代表者： 代表取締役 中江　康二

ミツイワ 9011001022577 なし ●

ミツイワ（株）

〒 150-0002 TEL： 03-3407-2181 ●

東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号

代表者： 代表取締役 羅本　礼二

コニカミノルタジャパン 9013401005070 ヘルスケアカンパニーチバエイギョウショ ●

コニカミノルタジャパン（株） コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー　千葉営業所

〒 105-0023 TEL： 03-6324-1070 〒 270-0138 TEL： 0570-000-769 ●

東京都港区芝浦一丁目１番１号 流山市おおたかの森東一丁目１０番地の３ 芳賀　智行

代表者： 代表取締役社長 大須賀　健

ミツイキョウドウケンセツコンサルタント 5011101020526 チバジムショ ●

三井共同建設コンサルタント（株） 三井共同建設コンサルタント（株）　千葉事務所 ● ●

〒 141-0032 TEL： 03-3495-1321 〒 260-0013 TEL： 043-221-6445

東京都品川区大崎一丁目１１番１号 千葉市中央区中央二丁目５番１号 北　吉宏

代表者： 代表取締役社長 中野　宇助

ダイニッポンコンサルタント 8013301006938 チバエイギョウショ ●

大日本コンサルタント（株） 大日本コンサルタント（株）　千葉営業所 ● ●

〒 101-0022 TEL： 03-5298-2051 〒 260-0021 TEL： 043-245-9917

東京都千代田区神田練塀町３００番地 千葉市中央区新宿２丁目５番３号 加藤　裕之

代表者： 代表取締役社長執行役員 新井　伸博

フジツウ 1020001071491 チバシシャ ●

富士通（株） 富士通（株）　千葉支社

〒 211-8588 TEL： 044-777-1111 〒 260-0028 TEL： 043-238-6000 ●

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 千葉市中央区新町３番地１３ 大久保　尚

代表者： 代表取締役社長 時田　隆仁

ミツビシデンキ 4010001008772 シャカイシステムダイイチブ ● ●

三菱電機（株） 三菱電機（株）　社会システム第一部

〒 100-8310 TEL： 03-3218-1482 〒 100-8310 TEL： 03-3218-1482 ●

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 粟田　智司

代表者： 代表執行役 杉山　武史

リケイ 8011101022577 なし ●

（株）理経

〒 163-0535 TEL： 03-3345-2150

東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

代表者： 代表取締役社長 猪坂　哲
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ニッポンデンキ 7010401022916 チバシシャ ●

日本電気（株） 日本電気（株）　千葉支社

〒 108-8001 TEL： 03-3454-1111 〒 261-7129 TEL： 043-351-7812 ● ●

東京都港区芝五丁目７番１号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 米本　期子

代表者： 代表取締役執行役員社長 新野　隆

ケンセツギジュツケンキュウジョ 7010001042703 チバジムショ ●

（株）建設技術研究所 （株）建設技術研究所　千葉事務所 ● ●

〒 103-8430 TEL： 03-3668-0451 〒 260-0028 TEL： 043-245-7797

東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 千葉市中央区新町１８番地の１４ 金子　裕之

代表者： 代表取締役社長 中村　哲己

ジーアイエスカントウ 4030001004101 チバシテン ● ●

（株）ＧＩＳ関東 （株）ＧＩＳ関東　千葉支店 ●

〒 337-0051 TEL： 048-664-3726 〒 261-0004 TEL： 043-278-6311

埼玉県さいたま市見沼区東大宮四丁目７４番６号 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 山崎　正彦

代表者： 代表取締役 大湯　能宏

トウヨウセッケイジムショ 4010001005357 チバシュッチョウジョ ●

（株）東洋設計事務所 （株）東洋設計事務所　千葉出張所 ●

〒 113-0033 TEL： 03-3816-4051 〒 274-0064 TEL： 047-496-8175

東京都文京区本郷三丁目６番６号 船橋市松が丘４丁目２５番１２号 森田　剛

代表者： 代表取締役 青柳　司郎

パスコ 5013201004656 チバシテン ● ●

（株）パスコ （株）パスコ　千葉支店 ● ● ●

〒 153-0043 TEL： 03-3715-2638 〒 261-0023 TEL： 043-297-5600 ●

東京都目黒区東山一丁目１番２号 千葉市美浜区中瀬一丁目７番１号 犬塚　洋

代表者： 代表取締役 島村　秀樹

エヌイーシープラットフォームズ 9020001066798 トウキョウシシャ ●

ＮＥＣプラットフォームズ（株） ＮＥＣプラットフォームズ（株）　東京支社

〒 101-8532 TEL： 03-5282-5843 〒 101-8532 TEL： 03-5282-5841 ●

東京都千代田区神田司町二丁目３番地 東京都千代田区神田司町二丁目３番地 佐藤　喜彦

代表者： 代表取締役 福田　公彦

カナミックネットワーク 9010701012714 なし ●

（株）カナミックネットワーク

〒 150-6031 TEL： 03-5798-3955

東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号

代表者： 代表取締役 山本　洋子

エヌイーシーソリューションイノベータ 7010601022674 エイギョウ　トウカツホンブ ●

ＮＥＣソリューションイノベータ（株） ＮＥＣソリューションイノベータ（株）　営業統括本部

〒 136-8627 TEL： 03-5534-2625 〒 136-8627 TEL： 03-5534-2625

東京都江東区新木場一丁目１８番７号 東京都江東区新木場１丁目１８番７号 神田　健治郎

代表者： 代表取締役　執行役員社長 杉山　清

ジェイエスキューブ 8010401067209 エイギョウホンブ ●

（株）ジェイエスキューブ （株）ジェイエスキューブ　営業本部

〒 135-0062 TEL： 03-5859-0498 〒 135-0062 TEL： 03-5859-0498 ●

東京都江東区東雲一丁目７番１２号 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 竹森　裕二

代表者： 代表取締役社長 内田　聡

088

本部長
089

本部長
090

所長
085

支店長
086

支社長
087

支社長
082

所長
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取締役支店長
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キョウワエクシオ 3011001031955 チバエイギョウショ ● ●

（株）協和エクシオ （株）協和エクシオ　千葉営業所 ●

〒 150-0002 TEL： 03-5778-1141 〒 260-0028 TEL： 043-247-0072

東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 千葉市中央区新町２４番地９　千葉ウエストビル

代表者： 代表取締役 舩橋　哲也

ニホンテクニカルサービス 9010901009056 ヒガシカントウシシャ ● ●

日本テクニカル・サービス（株） 日本テクニカル・サービス（株）　東関東支社 ●

〒 154-0001 TEL： 03-3413-8500 〒 262-0033 TEL： 043-273-3600 ● ●

東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 千葉市花見川区幕張本郷５丁目１３番４０号 吉居　孝伸

代表者： 代表取締役 米谷　恭児

オリス 6110001000965 なし ● ●

（株）オリス ●

〒 950-0951 TEL： 025-283-5111

新潟県新潟市中央区鳥屋野３１０番地

代表者： 代表取締役 山名　健夫

ナトリインサツコウギョウ 6011102009518 なし ●

名取印刷工業（有） ●

〒 162-0814 TEL： 03-3260-4767 ●

東京都新宿区新小川町７番１１号

代表者： 取締役社長 名取　徹

トウキョウギコウ 3010401020493 チバジギョウショ ●

東京技工（株） 東京技工（株）　千葉事業所

〒 100-0011 TEL： 03-3500-3815 〒 260-0854 TEL： 043-224-4761

東京都千代田区内幸町一丁目３番２号 千葉市中央区長洲１丁目３４番１４号 長澤　泰之

代表者： 代表取締役社長 林　光男

ニホンコウエイ 2010001016851 チバジムショ ●

日本工営（株） 日本工営（株）　千葉事務所 ● ●

〒 102-8539 TEL： 03-3238-8321 〒 260-0027 TEL： 043-243-6550

東京都千代田区麹町五丁目４番地 千葉市中央区新田町２番６号 高橋　明伸

代表者： 代表取締役 有元　龍一

セコムイリョウシステム 1011001035966 なし ●

セコム医療システム（株） ● ●

〒 150-0001 TEL： 03-5775-8150 ●

東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

代表者： 代表取締役 小松　淳

コウヨウメディア 9011101006686 なし ● ●

（株）光陽メディア ●

〒 162-0818 TEL： 03-3260-9131 ●

東京都新宿区築地町８番地

代表者： 代表取締役 明石　康徳

コア 4010901003823 なし ●

（株）コア ●

〒 154-8552 TEL： 03-3795-5111 ●

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目２２番３号

代表者： 代表取締役 種村　良平
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バックスグループ 3011001018770 なし ● ●

（株）バックスグループ ● ●

〒 150-0013 TEL： 03-5793-7926 ●

東京都渋谷区恵比寿一丁目１９番１９号

代表者： 代表取締役社長　 岡田　努

リコージャパン 1010001110829 ハンバイジギョウホンブチバシシャチバビーピージーイーエイギョウブ ● ●

リコージャパン（株） リコージャパン（株）　販売事業本部千葉支社千葉ＢＰ・ＧＥ営業部

〒 105-8503 TEL： 03-6837-8800 〒 260-8555 TEL： 043-242-8700 ● ●

東京都港区芝三丁目８番２号 千葉市中央区新町２４番９号 山根　正裕

代表者： 代表取締役 坂主　智弘

ミロクジョウホウサービス 4011101020774 チバシシャ ●

（株）ミロク情報サービス （株）ミロク情報サービス　千葉支社

〒 160-0004 TEL： 03-5361-6360 〒 260-0015 TEL： 043-225-0369

東京都新宿区四谷四丁目２９番地１ 千葉市中央区富士見２丁目７番５号 西　望

代表者： 代表取締役 是枝　伸彦

システムエグゼ 2010001019680 なし ●

（株）システムエグゼ

〒 104-0028 TEL： 03-5299-5351

東京都中央区八重洲二丁目７番２号　八重洲三井ビルディング５階

代表者： 代表取締役 大場　康次

パスキンコウギョウ 4060001003645 なし ●

パスキン工業（株） ● ●

〒 320-0071 TEL： 028-665-1201 ●

栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４

代表者： 代表取締役 佐藤　靖

キンダイセッケイ 7010001014264 チバエイギョウショ ●

（株）近代設計 （株）近代設計　千葉営業所 ●

〒 101-0044 TEL： 03-3255-8961 〒 260-0027 TEL： 043-243-4701

東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 千葉市中央区新田町７番１６号 佐藤　尚彦

代表者： 代表取締役 島田　芳久

クボタケイソウ 3040001020338 フナバシコウジョウ ● ●

（株）クボタ計装 （株）クボタ計装　船橋工場

〒 338-0832 TEL： 048-762-7890 〒 273-0047 TEL： 047-430-9031 ● ●

埼玉県さいたま市桜区西堀五丁目２番３６号 船橋市藤原３丁目１９番１５号 盛　孝行

代表者： 代表取締役社長 吹原　智宏

ケーデーシー 3010401097680 なし ● ●

（株）ケー・デー・シー ● ● ●

〒 105-0001 TEL： 03-5733-5111 ● ●

東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号

代表者： 代表取締役 高柳　公康

コウソク 1100001000946 チバエイギョウショ ● ●

（株）こうそく （株）こうそく　千葉営業所 ●

〒 381-2205 TEL： 026-285-5221 〒 290-0035 TEL： 0436-25-1222 ●

長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 市原市松ヶ島２丁目１５番地２０ 東　義徳

代表者： 代表取締役 塩見　健太郎

工場長
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エヌティティデータカスタマサービス 6010601032609 ヒガシニホンシシャ ●

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）　東日本支社

〒 135-0051 TEL： 03-5690-2100 〒 108-0023 TEL： 03-6453-9342 ●

東京都江東区枝川一丁目９番６号 東京都港区芝浦四丁目３番４号　田町きよたビル６階 浪瀬　時彦

代表者： 代表取締役 渡邊　守孝

ヤマトシステムカイハツ 9010601029263 チイキトウカツエイギョウホンブ　カントウシテン　チバエイギョウショ ●

ヤマトシステム開発（株） ヤマトシステム開発（株）　地域統括営業本部　関東支店　千葉営業所

〒 136-0076 TEL： 03-5633-5111 〒 260-0028 TEL： 043-301-1171

東京都江東区南砂２丁目５番１５号 千葉市中央区新町３‐１３千葉ＴＮビル２階 松室　圭一

代表者： 代表取締役社長 阿波　誠一

ニホンツウシンキ 5010401022892 エイギョウトウカツブ ●

日本通信機（株） 日本通信機（株）　営業統括部

〒 108-0014 TEL： 03-3451-2391 〒 273-0005 TEL： 047-460-3921 ●

東京都港区芝４丁目１１番４号　ハラビル２　９階 船橋市本町７丁目２５番８号 宗像　立夫

代表者： 代表取締役 松見　厚

ニホンエイティーエム 6010401099261 なし ●

日本エイ・ティー・エム（株）

〒 105-0013 TEL： 03-5405-3100 ●

東京都港区浜松町一丁目３０番５号

代表者： 代表取締役社長 中野　裕

キンデン 1120001063033 ヒガシカントウシシャ ● ● ●

（株）きんでん （株）きんでん　東関東支社 ●

〒 531-8550 TEL： 06-6375-6205 〒 260-0015 TEL： 043-224-8421 ●

大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 千葉市中央区富士見１丁目１４番１３号　千葉大栄ビル５階 末次　好英

代表者： 取締役社長 上坂　隆勇

ケイディーディーアイマトメテオフィス 3011101059021 ミナミカントウシシャ ●

ＫＤＤＩまとめてオフィス（株） ＫＤＤＩまとめてオフィス（株）　南関東支社 ●

〒 151-0053 TEL： 045-211-1610 〒 220-0011 TEL： 045-211-1610 ●

東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 神奈川県横浜市西区高島１丁目１番地２　横浜三井ビルディング２５階 松浦　清美

代表者： 代表取締役社長 高橋　正明

112

執行役員支社長
113

支社長
114

支社長
109

地域統括営業本
部関東支店千葉
営業所所長110

統括部長
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コウドジョウホウツウシントシケイカクシンクタンクカイギ 4010405009235 なし ● ●

（特非）高度情報通信都市・計画シンクタンク会議 ● ●

〒 294-0307 TEL： 03-6434-0530 ●

東京都港区六本木七丁目８番５号

代表者： 理事長 鈴木　聡
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ヤマザキジョウホウサンギョウ 4010001031114 ● ●

山崎情報産業（株） 山崎情報産業（株）　　

〒 101-0032 TEL： 03-3866-1156 〒 101-0032 TEL： 03-3866-1156

東京都千代田区岩本町一丁目８番１１号 東京都千代田区岩本町一丁目８番１１号

代表者： 代表取締役 小島　政一郎

マックスコム 3011001040626 なし ● ●

（株）マックスコム ● ●

〒 151-8583 TEL： 03-6870-5800 ●

東京都渋谷区代々木二丁目２番１号

代表者： 代表取締役社長 小関　剛史

トウキョウホウレイシュッパン 1100001002125 なし ●

東京法令出版（株） ●

〒 380-8688 TEL： 026-224-5441 ●

長野県長野市南千歳町１００５番地

代表者： 代表取締役 星沢　卓也

トウシバジョウホウシステム 7020001073920 なし ●

東芝情報システム（株）

〒 210-8540 TEL： 044-200-5746

神奈川県川崎市川崎区日進町１番地５３

代表者： 代表取締役 渡邉　一正

アトラスニジュウイチ 5011101036968 なし ●

（株）あとらす二十一 ● ●

〒 163-0428 TEL： 03-6832-2121

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

代表者： 代表取締役 井上　恒郎

ミトラ 9470001004762 なし ●

（株）ミトラ

〒 761-0301 TEL： 087-869-8288 ●

香川県高松市林町２２１７番地１５

代表者： 代表取締役 藤井　篤人

ギョウセイシステム 1012801000382 トウキョウシテン ●

行政システム（株） 行政システム（株）　東京支店

〒 190-0012 TEL： 042-521-4192 〒 190-0012 TEL： 042-521-4194 ●

東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 中西　英喜

代表者： 代表取締役 出口　智眞

フクセン 2500001003486 なし ●

福泉（株）

〒 790-0031 TEL： 089-921-3132

愛媛県松山市雄郡一丁目１番３２号

代表者： 代表取締役 福泉　秀人

サガデンサンセンター 1300001000513 なし ●

（株）佐賀電算センター

〒 849-0915 TEL： 0952-34-1500

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７

代表者： 代表取締役 宮地　大治

東京支店長
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シンコウエンジニアリングアンドメンテナンス 3140001023842 なし ●

（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

〒 657-0846 TEL： 078-882-5271 ●

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目５番２２号

代表者： 代表取締役 浅田　秀樹

キタニホンコンピューターサービス 3410001000946 なし ●

北日本コンピューターサービス（株） ●

〒 010-0013 TEL： 018-834-1811 ●

秋田県秋田市南通築地１５番３２号

代表者： 代表取締役 江畑　佳明

フジフイルムイメージングシステムズ 3010701015680 なし ● ●

富士フイルムイメージングシステムズ（株） ●

〒 141-0031 TEL： 03-5745-2271

東京都品川区西五反田三丁目６番３０号

代表者： 代表取締役 西村　亨

ニッテツソリューションズ 9010001045803 キュウシュウシシャ ●

日鉄ソリューションズ（株） 日鉄ソリューションズ（株）　九州支社

〒 105-6417 TEL： 03-6899-6000 〒 812-0011 TEL： 092-471-2022

東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目３番７号 村上　浩一

代表者： 代表取締役社長 森田　宏之

プロフェースシステムズ 2010001127112 なし ●

（株）プロフェース・システムズ

〒 103-0015 TEL： 03-5643-7768

東京都中央区日本橋箱崎町１８番１１号ＣＯＳＭＯ８‐４階

代表者： 代表取締役 田　一輝

オオサキデータテック 3010701022603 なし ●

大崎データテック（株）

〒 141-0022 TEL： 03-5447-0210 ● ●

東京都品川区東五反田二丁目１番１０号

代表者： 代表取締役 石本　裕章

アルカディア 7120901020160 なし ●

（株）アルカディア

〒 562-0001 TEL： 050-5830-0750

大阪府箕面市箕面六丁目３番１号

代表者： 代表取締役 天白　成一

ネクシモ 7050001024532 なし ● ●

（株）ネクシモ

〒 319-1221 TEL： 0294-27-1881

茨城県日立市大みか町四丁目２７番３２号

代表者： 代表取締役 山形　勝

トウニチインサツ 9010601005462 なし ●

東日印刷（株）

〒 135-0044 TEL： 03-3820-0962

東京都江東区越中島二丁目１番３０号

代表者： 代表取締役社長 武田　芳明
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ニホンケイエイジョウホウシステム 2430001020828 なし ●

（株）日本経営情報システム

〒 062-0932 TEL： 011-842-6913

北海道札幌市豊平区平岸二条五丁目２番１４号　第５平岸グランドビル６０１号

代表者： 代表取締役 市村　浩貴

アイネットシステムズ 6120001146353 なし ●

アイネット・システムズ（株）

〒 542-0081 TEL： 06-6121-4120 ●

大阪府大阪市中央区南船場二丁目９番８号

代表者： 代表取締役 牧山　哲見

ケンチクギョウセイジョウホウセンター 4011105004955 なし ●

（一財）建築行政情報センター

〒 162-0825 TEL： 03-5225-7701

東京都新宿区神楽坂一丁目１５番地

代表者： 理事長 後藤　隆之

アクロホールディングス 8010001068136 なし ● ●

（株）アクロホールディングス ● ● ●

〒 103-0023 TEL： 03-4530-0001 ● ●

東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号

代表者： 代表取締役 小野　賀津雄

アクロスペイラ 5010001103481 なし ● ●

（株）アクロスペイラ ●

〒 103-0023 TEL： 03-6774-6541 ● ●

東京都中央区日本橋本町四丁目８番１５号

代表者： 代表取締役 須田　誠

ニホンキリストキョウホウシダン 8011105000967 トウキョウトイタバシフクシコウジョウ ● ●

（福）日本キリスト教奉仕団 （福）日本キリスト教奉仕団　東京都板橋福祉工場

〒 169-0051 TEL： 03-3935-2602 〒 175-0082 TEL： 03-3935-2602

東京都新宿区西早稲田二丁目３番１８号 東京都板橋区高島平九丁目４２番７号 西村　誠剛

代表者： 理事長 渡辺　教

アサヒチスイタンサ 9011001001952 なし ●

アサヒ地水探査（株） ● ●

〒 151-0051 TEL： 03-3478-7216

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目４０番５号

代表者： 代表取締役 結城　真一

エスビーテクノロジー 7011101033773 なし ●

ＳＢテクノロジー（株） ●

〒 160-0022 TEL： 03-6892-3050

東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号　新宿イーストサイドスクエア１７階

代表者： 代表取締役 阿多　親市

ワセダシステムカイハツ 2011101022310 なし ●

早稲田システム開発（株）

〒 169-0075 TEL： 03-6457-8585

東京都新宿区高田馬場四丁目４０番１７号

代表者： 代表取締役 内田　剛史
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エムティーアイ 6011101023123 なし ●

（株）エムティーアイ

〒 163-1435 TEL： 03-5333-6789

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号

代表者： 代表取締役 前多　俊宏

トウキョウトビジネスサービス 9010601004852 なし ●

東京都ビジネスサービス（株）

〒 135-8073 TEL： 03-6426-0147 ●

東京都江東区青海二丁目４番３２号

代表者： 代表取締役 甲斐　隆文

ニック 6290001041026 トウキョウシテン ●

（株）ニック （株）ニック　東京支店

〒 816-0905 TEL： 092-504-2489 〒 101-0045 TEL： 03-5296-0677

福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 竹原　達也

代表者： 代表取締役 松浦　豊喜

トウキョウソフト 8010701006527 なし ● ● ●

東京ソフト（株） ● ● ●

〒 140-0002 TEL： 03-5781-5473 ●

東京都品川区東品川四丁目１０番２７号

代表者： 代表取締役 合田　嘉和

エヌティティアドバンステクノロジ 9011101028202 なし ●

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） ● ●

〒 212-0014 TEL： 044-589-6365 ●

神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地

代表者： 代表取締役 木村　丈治

アビームコンサルティング 8010001085296 なし ●

アビームコンサルティング（株） ●

〒 100-0005 TEL： 03-6700-8800 ●

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　丸の内永楽ビルディング

代表者： 代表取締役社長 鴨居　達哉

キョウセラコミュニケーションシステム 6130001012562 なし ●

京セラコミュニケーションシステム（株） ●

〒 612-8450 TEL： 075-623-0311 ●

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地

代表者： 代表取締役社長 黒瀬　善仁

グラビスアーキテクツ 6430001049574 なし ●

グラビス・アーキテクツ（株） ● ●

〒 107-0052 TEL： 03-6441-3931

東京都港区赤坂二丁目２０番５号　デニス赤坂４０４号室

代表者： 代表取締役 古見　彰里

シーイーシー 9021001026338 なし ●

（株）シーイーシー

〒 252-8567 TEL： 046-252-4111

神奈川県座間市東原五丁目１番１１号

代表者： 代表取締役 大石　仁史
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支店長
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シンク 8290801016357 ●

（株）シンク （株）シンク　　

〒 812-0011 TEL： 092-475-6311 〒 812-0011 TEL： 092-475-6311 ●

福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号　大博センタービル 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号　大博センタービル 丸山　秀明

代表者： 代表取締役 松田　敏之

ブンカホウソウキャリアパートナーズ 1010401063180 なし ● ●

（株）文化放送キャリアパートナーズ ● ●

〒 105-0022 TEL： 03-5776-3214

東京都港区海岸一丁目１１番１号　ニューピア竹芝ノースタワー１６階

代表者： 代表取締役社長 平田　眞人

ジーシーシー 8070001001545 トウキョウシシャ ●

（株）ジーシーシー （株）ジーシーシー　東京支社

〒 379-2153 TEL： 027-263-1637 〒 130-0022 TEL： 03-6666-9120 ●

群馬県前橋市上大島町９６番地 東京都墨田区江東橋四丁目２９番１２号　あいおいニッセイ同和損保錦糸町ビル８階 岡田　浩之

代表者： 代表取締役 松下　弘明

クアトロ　ピスタス 6010401101761 ●

（株）ｃｕａｔｒｏ　ｐｉｓｔａｓ （株）ｃｕａｔｒｏ　ｐｉｓｔａｓ　　

〒 105-0014 TEL： 03-6435-2846 〒 105-0014 TEL： 03-6435-2846

東京都港区芝二丁目２９番１１号 東京都港区芝二丁目２９番１１号 冨永　孝良

代表者： 代表取締役 氏野　翔太

ジェイアイエム 5010001019439 なし ● ●

（株）ジェイ・アイ・エム ● ●

〒 102-0072 TEL： 03-5212-6001 ●

東京都千代田区飯田橋三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 橋本　貴史

ビーシーシー 3290001005603 なし ●

（株）ＢＣＣ

〒 810-0044 TEL： 092-711-5801

福岡県福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号

代表者： 代表取締役社長 田中　功

ナカヨ 5070001005937 トウキョウオフィス ●

（株）ナカヨ （株）ナカヨ　東京オフィス

〒 371-0853 TEL： 027-253-1111 〒 105-0085 TEL： 03-6433-1140

群馬県前橋市総社町一丁目３番２号 東京都港区港南一丁目７番１８号 友野　勝彦

代表者： 代表取締役 谷本　佳己

ヘンゲ 2011001034562 なし ●

ＨＥＮＮＧＥ（株）

〒 150-0036 TEL： 03-6415-3660

東京都渋谷区南平台町１６番２８号

代表者： 代表取締役 小椋　一宏

カイハツエンジニアリング 7010501005845 なし ●

開発エンジニアリング（株） ● ●

〒 110-0014 TEL： 03-5828-7411

東京都台東区北上野二丁目６番４号

代表者： 代表取締役社長 加々見　雅章

部長
043

044

045

執行役員
040

041

042

取締役社長
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支社長
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オーイーシー 4320001000673 なし ●

（株）オーイーシー ●

〒 870-0037 TEL： 097-537-1212

大分県大分市東春日町１７番５７号

代表者： 代表取締役社長 加藤　健

ニホントチヒョウカシステム 9180001039383 トウキョウ ●

日本土地評価システム（株） 日本土地評価システム（株）　東京本社

〒 460-0011 TEL： 052-261-8331 〒 101-0036 TEL： 03-5298-2294 ●

愛知県名古屋市中区大須四丁目１１番５０号 東京都千代田区神田北乗物町１番地　イケダビル７Ｆ 伊藤　明良

代表者： 代表取締役 足立　陽三

シズオカジョウホウショリセンター 8080001002807 なし ●

（株）静岡情報処理センター

〒 420-0852 TEL： 054-271-7501

静岡県静岡市葵区紺屋町１２番地６シャンソンビル紺屋町

代表者： 代表取締役社長 鈴木　裕

ジーン 9120001116196 なし ● ●

（株）ジーン ●

〒 532-0011 TEL： 06-6309-4051

大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号空研ビル

代表者： 代表取締役 塩見　一夫

エヌティティエイティエムタック 3011101003581 なし ●

ＮＴＴ‐ＡＴエムタック（株）

〒 160-0022 TEL： 03-3350-5171 ●

東京都新宿区新宿二丁目１３番１２号

代表者： 代表取締役社長 深澤　友雄

ヤマイチテクノ 5120001048039 なし ●

（株）ヤマイチテクノ

〒 550-0004 TEL： 06-6448-0606

大阪府大阪市西区靱本町２丁目４番８号

代表者： 代表取締役 山脇　雅則

システムディ 8130001021041 なし ●

（株）システムディ

〒 604-8172 TEL： 075-256-7777

京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３番地

代表者： 代表取締役 堂山　道生

ニホンコウエンリョクチキョウカイ 8010005018756 なし ●

（一社）日本公園緑地協会 ●

〒 101-0032 TEL： 03-5833-8551

東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号岩本町寿共同ビル

代表者： 会長 有路　信

ブレインワークス 4140001010682 トウキョウ ● ●

（株）ブレインワークス （株）ブレインワークス　東京本社 ● ● ●

〒 650-0021 TEL： 078-325-3303 〒 141-0031 TEL： 03-5759-5133

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目４番９号　ウエシマ本社ビル５階 東京都品川区西五反田６丁目２番７号　ウエストサイド五反田ビル３Ｆ 大西　信次

代表者： 代表取締役 近藤　昇

052

053

取締役　営業事業
部長054
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051
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取締役副社長
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アイティブック 2010001089484 なし ●

ＩＴｂｏｏｋ（株） ● ●

〒 105-0001 TEL： 03-6435-8711 ● ●

東京都港区虎ノ門三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 恩田　饒

サンニチインサツ 4090001000945 トウキョウシシャ ●

（株）サンニチ印刷 （株）サンニチ印刷　東京支社

〒 400-8545 TEL： 03-3374-6241 〒 151-0053 TEL： 03-3374-6241

山梨県甲府市北口二丁目６番１０号 東京都渋谷区代々木二丁目１０番８号ケイアイ新宿ビル 石井　浩二

代表者： 代表取締役社長 野口　英二

ダイワフドウサンカンテイ 3120001083789 トウキョウ ●

大和不動産鑑定（株） 大和不動産鑑定（株）　東京本社 ● ●

〒 550-0005 TEL： 06-6536-0600 〒 100-0003 TEL： 03-5219-3210 ●

大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 金井　浩之

代表者： 代表取締役 波多江　裕之

インテック 2230001000255 コウキョウソリューションブ ●

（株）インテック （株）インテック　公共ソリューション部

〒 930-8577 TEL： 076-444-1111 〒 136-8637 TEL： 03-5665-5130

富山県富山市牛島新町５番５号 東京都江東区新砂１丁目３番３号 浜崎　純宏

代表者： 代表取締役 北岡　隆之

スキルインフォメーションズ 5120001055778 トウキョウジギョウショ ●

スキルインフォメーションズ（株） スキルインフォメーションズ（株）　東京事業所 ● ●

〒 533-0033 TEL： 06-6320-4199 〒 110-0005 TEL： 03-5875-4199 ● ●

大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目１７番２６号 東京都台東区上野三丁目１４番１号ＵＥＮＯ　ＣＵＢＥ　ＥＸＥＣＵＴＩＶＥ６階 村上　志郎

代表者： 代表取締役 杉本　浩

チュウデンギジュツコンサルタント 6240001006974 トウキョウシシャ ●

中電技術コンサルタント（株） 中電技術コンサルタント（株）　東京支社 ● ●

〒 734-8510 TEL： 082-255-5501 〒 104-0031 TEL： 03-3538-3422

広島県広島市南区出汐二丁目３番３０号 東京都中央区京橋一丁目１７番１号 平田　勲

代表者： 代表取締役社長 坪井　俊郎

サイユウ 3190002018424 なし ●

（株）菜友

〒 510-8105 TEL： 0594-21-3501

三重県三重郡朝日町向陽台三丁目７番地１

代表者： 代表取締役 杉本　香織

ニホンコウホウキョウカイ 8011105005388 ● ●

（公社）日本広報協会 （公社）日本広報協会　　 ● ●

〒 160-0022 TEL： 03-5367-1701 〒 160-0022 TEL： 03-5367-1701 ●

東京都新宿区新宿一丁目１５番９号 東京都新宿区新宿一丁目１５番９号 山崎　日出男

代表者： 会長 池ノ内　祐司

エムアンドエイチ 4010601025325 なし ●

（株）エムアンドエイチ

〒 135-0011 TEL： 03-5643-1881

東京都江東区扇橋３丁目１５番１号

代表者： 代表取締役 河渕　博史

061

理事長
062

063

部長
058

事業部長
059

支社長
060

055

東京支社長
056

常務取締役
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ユサコ 2010401030329 なし ●

ユサコ（株）

〒 106-0044 TEL： 03-3505-6161

東京都港区東麻布２丁目１７番１２号

代表者： 代表取締役 山川　真一

スタイルズ 9010001090584 なし ●

（株）スタイルズ

〒 101-0052 TEL： 03-5244-4112

東京都千代田区神田小川町一丁目２番地

代表者： 代表取締役 梶原　稔尚

トウキョウテレメッセージ 3010901023351 なし ● ●

東京テレメッセージ（株）

〒 105-0003 TEL： 03-5733-0247 ●

東京都港区西新橋二丁目３５番２号

代表者： 代表取締役 清野　英俊

ダイイチホウキ 7010401017486 なし ●

第一法規（株）

〒 107-8560 TEL： 03-3404-2251 ●

東京都港区南青山二丁目１１番１７号

代表者： 代表取締役社長 田中　英弥

シーエスアイ 4430001063585 なし ●

（株）シーエスアイ

〒 003-0029 TEL： 011-861-1500

北海道札幌市白石区平和通１５丁目北１番２１号

代表者： 代表取締役社長 齋藤　直和

ニホンソフトウエアマネジメント 9020001015631 なし ●

日本ソフトウエアマネジメント（株） ●

〒 221-0056 TEL： 045-441-1251

神奈川県横浜市神奈川区金港町５番地３２ベイフロント横浜

代表者： 代表取締役 五十嵐　孝雄

ミナミニホンジョウホウショリセンター 7340001004265 トウキョウシシャ ●

（株）南日本情報処理センター （株）南日本情報処理センター　東京支社

〒 891-0115 TEL： 099-269-9700 〒 140-0013 TEL： 03-6436-8686

鹿児島県鹿児島市東開町４‐１０４ 東京都品川区南大井六丁目１６番４号　戸浪大森ビル８階 中間　孝一郎

代表者： 代表取締役　 松窪　寛

ドーン 9140001018622 なし ●

（株）ドーン

〒 651-0086 TEL： 078-222-9700

兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号　三宮グランドビル５Ｆ

代表者： 代表取締役 宮崎　正伸

シティコンピュータ 6170001001487 トウキョウシシャ ●

シティコンピュータ（株） シティコンピュータ（株）　東京支社 ● ●

〒 640-8317 TEL： 073-474-0456 〒 136-0075 TEL： 03-5633-6477 ●

和歌山県和歌山市北出島１２番地８　シティビル 東京都江東区新砂１‐６‐３５　イーストスクエア東京７Ｆ 川原　雅友

代表者： 代表取締役 川原　純行
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ピーエスピー 6010401024698 トウキョウシテン ●

ＰＳＰ（株） ＰＳＰ（株）　東京支店

〒 105-0001 TEL： 03-4346-3180 〒 150-0002 TEL： 03-5485-1022

東京都港区虎ノ門五丁目１３番１号 東京都渋谷区渋谷四丁目２番１２号 山下　輝貴

代表者： 代表取締役社長 八木　裕子

タイヨウカクチ 2030001075838 なし ●

（株）大洋画地 ●

〒 332-0031 TEL： 048-257-1100

埼玉県川口市青木四丁目７番３号

代表者： 代表取締役 遠藤　秀徳

データマネージメント 9010401018474 なし ●

データ・マネージメント（株）

〒 105-0004 TEL： 03-3597-1011

東京都港区新橋三丁目４番１２号

代表者： 代表取締役社長 大神　正弘

ソフトサービスライフケア 3290001064087 なし ●

（株）ソフトサービスライフケア

〒 812-0013 TEL： 092-477-5515

福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目３番２２号

代表者： 代表取締役 南崎　裕樹

ブレインサービス 2120001047175 なし ●

（株）ブレインサービス

〒 550-0011 TEL： 06-6543-2338

大阪府大阪市西区阿波座二丁目４番２３号

代表者： 代表取締役 桑原　昌次

タケンシュッパン 9013301007101 なし ●

田研出版（株）

〒 123-0874 TEL： 03-5809-4198

東京都足立区堀之内二丁目１５番５号

代表者： 代表取締役 本間　博

シンセイマイクロシャシン 3080101005697 なし ● ●

新生マイクロ写真（株）

〒 411-0822 TEL： 055-977-4445

静岡県三島市松本３０２番地の１

代表者： 代表取締役 杉山　剛生

オーイーシー 2260001001143 なし ●

ＯＥＣ（株）

〒 700-0901 TEL： 086-227-1151

岡山県岡山市北区本町６番３６号

代表者： 代表取締役 佐藤　俊治

ダイイチガクシュウシャ 6240001005753 なし ●

（株）第一学習社 ● ●

〒 733-8521 TEL： 082-234-6813 ● ●

広島県広島市西区横川新町７番１４号

代表者： 代表取締役 松本　洋介
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エフコム 1380001004696 なし ●

（株）エフコム ●

〒 963-8520 TEL： 024-922-2555 ●

福島県郡山市堤下町１３番８号

代表者： 代表取締役社長 瓜生　利典

アイティスクエア 5110001000181 なし ●

（株）ＩＴスクエア ●

〒 950-0088 TEL： 025-243-0240

新潟県新潟市中央区万代３丁目１番１号

代表者： 代表取締役社長 樋口　徹

エンワ 1120001076217 なし ●

ＥＮＷＡ（株）

〒 550-0014 TEL： 06-4390-3522

大阪府大阪市西区北堀江二丁目１番１１号久我ビル北館８階

代表者： 代表取締役 岡田　修

ヤマトキカク 2013301012974 なし ●

（株）ヤマト企画

〒 171-0022 TEL： 03-3981-8271

東京都豊島区南池袋三丁目１８番４３号

代表者： 代表取締役 山崎　健治

ムツミマイクロ 9250001009668 トウキョウシテン ● ●

睦美マイクロ（株） 睦美マイクロ（株）　東京支店 ●

〒 744-0002 TEL： 0833-41-0305 〒 135-0016 TEL： 03-5690-7275

山口県下松市大字東豊井１３６４番地 東京都江東区東陽５丁目７番１２号 長峰　秀樹

代表者： 代表取締役 山下　圭三

イシカワコンピュータセンター 3220001000949 トウキョウシシャ ●

（株）石川コンピュータ・センター （株）石川コンピュータ・センター　東京支社

〒 920-0398 TEL： 076-268-8311 〒 105-0014 TEL： 03-5441-2560

石川県金沢市無量寺町ハ６番地１ 東京都港区芝一丁目１０番１１号コスモ金杉橋ビル 山澤　徳純

代表者： 代表取締役社長 山浦　伯之

ティーアールシーアデアック 9010001149876 なし ● ●

ＴＲＣ‐ＡＤＥＡＣ（株）

〒 112-0012 TEL： 03-3943-7124 ●

東京都文京区大塚三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 田山　健二

テクノブレイブ 9010001090601 なし ●

テクノブレイブ（株） ● ●

〒 101-0047 TEL： 03-5577-3950

東京都千代田区内神田一丁目２番８号楠本第２ビル２階

代表者： 代表取締役 川田　定生

ヒタチシャカイジョウホウサービス 3010601021713 コウキョウエイギョウダイニブ ●

（株）日立社会情報サービス （株）日立社会情報サービス　公共営業第２部

〒 135-8633 TEL： 03-5632-1226 〒 135-8633 TEL： 03-5632-1233

東京都江東区東陽二丁目４番１８号 東京都江東区東陽二丁目４番１８号 太田　聡

代表者： 代表取締役 松谷　淳
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エムジェイシー 9350001001805 ゲンサイジギョウブ ●

（株）ＭＪＣ （株）ＭＪＣ　減災事業部 ●

〒 880-0032 TEL： 0985-25-8228 〒 105-0013 TEL： 03-5733-0717

宮崎県宮崎市霧島二丁目８４番地１ 東京都港区浜松町一丁目２４番８号オリックス浜松町ビル８Ｆ 大渕　達雄

代表者： 代表取締役 川崎　友裕

フジゼロックスシステムサービス 2011401007325 コウキョウジギョウホンブシュトケンシテン ●

富士ゼロックスシステムサービス（株） 富士ゼロックスシステムサービス（株）　公共事業本部　首都圏支店

〒 174-0043 TEL： 03-5994-2600 〒 174-0043 TEL： 03-6454-5601 ●

東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 松尾　浩一郎

代表者： 代表取締役 井上　あまね

アソウジョウホウシステム 6290001011318 なし ●

（株）麻生情報システム

〒 814-0001 TEL： 092-833-5120

福岡県福岡市早良区百道浜二丁目４番２７号

代表者： 代表取締役 瀧中　秀敏

リョウビシステムズ 8260001007077 なし ●

（株）両備システムズ

〒 700-8504 TEL： 086-264-0113 ● ●

岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号

代表者： 代表取締役 松田　敏之

ナカノアイシステム 5110001004348 トウキョウシテン ● ●

（株）ナカノアイシステム （株）ナカノアイシステム　東京支店 ●

〒 950-0951 TEL： 025-284-2100 〒 144-0051 TEL： 03-6715-7586

新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 東京都大田区西蒲田七丁目４４番７号　西蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室 真壁　智

代表者： 代表取締役社長 坂井　浩

トウヨウツウシンコウギョウ 6011101037429 なし ● ●

東洋通信工業（株）

〒 160-0022 TEL： 03-6233-1752 ●

東京都新宿区新宿六丁目２５番７号

代表者： 代表取締役 六車　徹

キヤノンデンシテクノロジー 3010401089133 なし ●

キヤノン電子テクノロジー（株） ● ●

〒 105-0022 TEL： 03-6432-4470

東京都港区海岸一丁目４番８号

代表者： 代表取締役社長 内山　毅

エイアイサポート 4013301039636 なし ● ●

（株）ＡＩサポート ● ●

〒 171-0014 TEL： 03-5927-8732 ●

東京都豊島区池袋二丁目９番４号

代表者： 代表取締役 山口　雄大

コムコ 2010001016678 ソリューションエイギョウブ ●

コムコ（株） コムコ（株）　ソリューション営業部

〒 113-0034 TEL： 03-3837-4871 〒 113-0034 TEL： 03-3837-4871 ●

東京都文京区湯島三丁目２４番１１号 東京都文京区湯島三丁目２４番１１号　湯島北東ビル 齋藤　竜也

代表者： 代表取締役 橋本　有史
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コンピュータリヨウソクシン 8090005001283 なし ● ●

コンピュータ利用促進（協） ● ●

〒 400-0857 TEL： 055-236-1288 ●

山梨県甲府市幸町１３番２１号

代表者： 代表理事 山上　清

ティアイエス 2010001134133 なし ●

ＴＩＳ（株）

〒 160-0023 TEL： 03-5337-7070

東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号

代表者： 代表取締役社長 桑野　徹

ソフエル 2010401086791 なし ●

（株）ソフエル

〒 108-0075 TEL： 03-6433-3401 ●

東京都港区港南二丁目１２番２３号

代表者： 代表取締役 伊賀　亨治

エイチエルシー 2430001025884 トウキョウ ● ●

（株）エイチ・エル・シー （株）エイチ・エル・シー　東京本社 ●

〒 064-0820 TEL： 011-615-7575 〒 101-0061 TEL： 03-3233-8080

北海道札幌市中央区大通西二十丁目２番１８号 東京都千代田区神田三崎町１丁目１番１号 菅　幸敏

代表者： 代表取締役 氣境　将則

エモリジョウホウ 5210001016390 なし ●

（株）江守情報

〒 910-0023 TEL： 0776-23-6250

福井県福井市順化一丁目２４番３８号

代表者： 代表取締役社長 山本　昇

キョウイクソフトウェア 6010101000966 なし ●

（株）教育ソフトウェア

〒 192-0081 TEL： 042-649-9600 ●

東京都八王子市横山町１０番２号　八王子ＳＩＡビル

代表者： 代表取締役 神戸　涼次

トミデン 3050001011708 なし ●

（株）トミデン

〒 315-0004 TEL： 0299-23-4171 ●

茨城県石岡市柏原町９番７０号

代表者： 代表取締役 和田本　聡

アクモス 8010001009651 なし ●

アクモス（株） ● ●

〒 101-0052 TEL： 03-5217-3121

東京都千代田区神田小川町三丁目２６番地８

代表者： 代表取締役 清川　明宏

ソフトム 7010001004348 なし ●

ソフトム（株）

〒 112-0012 TEL： 03-3944-2991

東京都文京区大塚二丁目１番９号

代表者： 代表取締役 山科　俊治
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トウヨウボウエンジニアリング 1120001067827 トウキョウエイギョウショ ● ●

東洋紡エンジニアリング（株） 東洋紡エンジニアリング（株）　東京営業所

〒 530-0003 TEL： 06-6348-3935 〒 103-0012 TEL： 03-3661-1827

大阪府大阪市北区堂島二丁目１番１６号フジタ東洋紡ビル 東京都中央区日本橋堀留町１丁目９番１１号 山口　晃

代表者： 代表取締役社長 大東　照夫

ケイディーディーアイ 9011101031552 カンコウチョウエイギョウブ ●

ＫＤＤＩ（株） ＫＤＤＩ（株）　官公庁営業部 ● ●

〒 163-8003 TEL： 03-3347-0077 〒 100-8186 TEL： 03-6678-0628 ● ●

東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 東京都千代田区大手町一丁目８番１号 浪岡　智朗

代表者： 代表取締役社長 高橋　誠

インフォマージュ 4010001121253 なし ● ●

（株）インフォマージュ

〒 104-0054 TEL： 03-5546-0601 ●

東京都中央区勝どき二丁目１８番１号

代表者： 代表取締役 井上　雅晶

フジツウエフアイピー 6010601024969 ● ●

富士通エフ・アイ・ピー（株） 富士通エフ・アイ・ピー（株）　　

〒 105-8668 TEL： 03-6722-0200 〒 105-8668 TEL： 03-5730-0721 ● ●

東京都港区芝浦一丁目２番１号 東京都港区芝浦一丁目２番１号 佐藤　宏幸

代表者： 代表取締役社長 貴田　武実

ジオプランナムテック 4010401124401 なし ●

（株）ジオプラン・ナムテック

〒 102-0083 TEL： 03-6868-8685

東京都千代田区麹町五丁目４番地

代表者： 代表取締役 西澤　常彦

アトリス 1010901016209 なし ●

（株）アトリス

〒 158-0097 TEL： 03-5491-5125

東京都世田谷区用賀二丁目３９番１１号　用賀ＳＴビル３階

代表者： 代表取締役 安光　正則

ジョウチ 6230001008261 なし ● ●

（株）上智 ●

〒 939-1351 TEL： 0763-33-2085 ●

富山県砺波市千代１７６番地の１

代表者： 代表取締役 金木　春男

ニシニホンギジュツカイハツ 6290001017728 トウキョウジムショ ●

西日本技術開発（株） 西日本技術開発（株）　東京事務所 ● ● ●

〒 810-0004 TEL： 092-781-2833 〒 101-0041 TEL： 03-3252-7341 ●

福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号 東京都千代田区神田須田町一丁目２４番地 南坊　進二

代表者： 代表取締役 中村　明

パーソルワークスデザイン 6011101016135 なし ● ●

パーソルワークスデザイン（株） ● ●

〒 171-0014 TEL： 03-6907-4481 ●

東京都豊島区池袋二丁目６５番１８号

代表者： 代表取締役 平林　由義

115

所長
116

117

執行役員　公共ビ
ジネス本部長112

113

114

所長
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部長
110

111
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ソフトウェアサービス 4120001103331 なし ●

（株）ソフトウェア・サービス

〒 532-0004 TEL： 06-6350-7222

大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目６番１号

代表者： 代表取締役 宮崎　勝

エスエスサポート 5120001103330 なし ●

（株）エスエスサポート

〒 532-0004 TEL： 06-6350-7222

大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目７番３８号

代表者： 代表取締役 宮崎　勝

カイギロクセンター 8030001062153 なし ●

（株）会議録センター ●

〒 369-0112 TEL： 048-549-0822 ●

埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号

代表者： 代表取締役 加藤　剛也

アルファスイコウコンサルタンツ 3430001001109 トウキョウ ● ●

（株）アルファ水工コンサルタンツ （株）アルファ水工コンサルタンツ　東京本社 ●

〒 063-0829 TEL： 011-662-3331 〒 104-0045 TEL： 03-6264-7741

北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６ 東京都中央区築地三丁目９番９号　ラウンドクロス築地９Ｆ 坂本　辰哉

代表者： 代表取締役 川森　晃

アイエスエス 2020001065823 なし ●

（株）アイ・エス・エス ●

〒 213-0012 TEL： 044-812-1175

神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号かながわサイエンスパークＲ＆ＤビジネスパークビルＤ棟４階

代表者： 代表取締役 佐々木　建四郎

デンソー 9180301014251 なし ●

（株）デンソー

〒 448-8661 TEL： 0566-55-0178 ●

愛知県刈谷市昭和町一丁目１番地

代表者： 代表取締役 有馬　浩二

ソリマチ 2110001022732 なし ●

ソリマチ（株）

〒 940-0071 TEL： 0258-33-4435

新潟県長岡市表町１丁目４番地２４

代表者： 代表取締役 反町　秀樹

ハープ 9430001029672 なし ●

（株）ＨＡＲＰ

〒 060-0001 TEL： 011-221-5800

北海道札幌市中央区北一条西六丁目１番地２

代表者： 代表取締役 駒崎　征明

デロイトトーマツコンサルティング 7010001088960 なし ●

デロイトトーマツコンサルティング（同） ●

〒 100-8361 TEL： 03-5220-8600 ●

東京都千代田区丸の内三丁目２番３号丸の内二重橋ビルディング

代表者： 代表社員 佐瀬　真人

124

125

126

取締役
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123
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119
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カンソウケン 8140001054437 トウキョウシテン ●

（株）管総研 （株）管総研　東京支店

〒 661-8567 TEL： 06-6470-6300 〒 103-0021 TEL： 03-5205-1990

兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 東京都中央区日本橋本石町三丁目３番１０号 柳谷　光彦

代表者： 代表取締役社長 三好　秀幸

エヌティティデータアイ 2011101056358 なし ●

（株）ＮＴＴデータ・アイ

〒 162-0824 TEL： 03-6280-7800

東京都新宿区揚場町１番１８号

代表者： 代表取締役社長 青木　弘之

ミツビシデンキエンジニアリング 7010001030410 ヒガシニホンエイギョウシシャ ●

三菱電機エンジニアリング（株） 三菱電機エンジニアリング（株）　東日本営業支社

〒 102-0073 TEL： 03-3288-1101 〒 102-0073 TEL： 03-3288-1108 ●

東京都千代田区九段北一丁目１３番５号 東京都千代田区九段北一丁目１３番５号 平井　光一

代表者： 代表取締役 永友　秀明

ニホンデータベースカイハツ 3013301022865 なし ●

日本データベース開発（株） ●

〒 171-0021 TEL： 03-5928-4481 ●

東京都豊島区西池袋五丁目１４番８号

代表者： 代表取締役 加藤　正明

サンデータセンター 4021001040418 なし ●

（株）サン・データセンター

〒 238-0004 TEL： 046-824-0010

神奈川県横須賀市小川町１４番地１　ニッセイ横須賀センタービル７階

代表者： 代表取締役 庄司　俊治

シナジー 5360001011831 なし ●

（株）シナジー

〒 901-2223 TEL： 098-988-0184 ●

沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階

代表者： 代表取締役 下地　勝也

ニューコン 5011501008212 なし ●

ニューコン（株） ●

〒 116-0014 TEL： 03-3805-2584

東京都荒川区東日暮里五丁目４１番１２号

代表者： 代表取締役 朱　映山

エヌコム 1010001093850 なし ●

（株）エヌコム ●

〒 113-0033 TEL： 03-5689-9711

東京都文京区本郷一丁目２８番１０号　本郷ＴＫビル５階

代表者： 代表取締役 新田　恒夫

シーアイジェイ 1020001015606 なし ●

（株）ＣＩＪ

〒 220-0023 TEL： 045-324-0111

神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番２４号

代表者： 代表取締役 坂元　昭彦

133

134

135

130

131

132

東京支店長
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営業支社長
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ニホンユニシス 2010601029542 なし ●

日本ユニシス（株）

〒 135-8560 TEL： 03-5546-4111 ●

東京都江東区豊洲一丁目１番１号

代表者： 代表取締役社長 平岡　昭良

ウチダヨウコウ 1010001034730 エイギョウトウカツグループ ●

（株）内田洋行 （株）内田洋行　営業統括グループ ● ●

〒 104-0033 TEL： 03-3555-4064 〒 135-0016 TEL： 03-5634-6634 ● ●

東京都中央区新川二丁目４番７号 東京都江東区東陽二丁目３番２５号 小柳　諭司

代表者： 代表取締役 大久保　昇

ビーエスエヌアイネット 5110001004686 なし ●

（株）ＢＳＮアイネット

〒 950-0916 TEL： 025-243-0211 ●

新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１

代表者： 代表取締役社長 南雲　俊介

アセンド 5010401099378 なし ●

（株）アセンド ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-5412-8100 ● ●

東京都新宿区西新宿一丁目２１番１号　明宝ビル５階

代表者： 代表取締役 佐藤　博

フジソフト 2020001043507 エイギョウホンブ ●

富士ソフト（株） 富士ソフト（株）　営業本部 ● ● ●

〒 231-8008 TEL： 045-650-8811 〒 231-8008 TEL： 050-3000-2739 ● ●

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 白石　善治

代表者： 代表取締役 坂下　智保

ブルーミーム 3010001132912 なし ●

（株）ＢｌｕｅＭｅｍｅ

〒 102-0054 TEL： 03-6712-8196

東京都千代田区神田錦町三丁目２０番地

代表者： 代表取締役 松岡　真功

セイリョウデンキ 1140001078509 トウキョウシシャ ● ●

西菱電機（株） 西菱電機（株）　東京支社

〒 664-0847 TEL： 072-771-3811 〒 105-0012 TEL： 03-5777-3944 ●

兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 東京都港区芝大門一丁目１番３０号 早川　裕治

代表者： 代表取締役 西井　希伊

イトウチュウテクノソリューションズ 2010001010788 ヒガシニホンエイギョウダイニブ ●

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 伊藤忠テクノソリューションズ（株）　東日本営業第２部

〒 100-6080 TEL： 03-6203-5000 〒 100-6080 TEL： 03-6203-3910 ●

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 渡邉　一史

代表者： 代表取締役 柘植　一郎

ニホンエンタープライズ 3011001033976 なし ●

日本エンタープライズ（株）

〒 150-0002 TEL： 03-5774-5945

東京都渋谷区渋谷一丁目１７番８号

代表者： 代表取締役社長 植田　勝典

支社長
142

部長
143

144

139

取締役　常務執行
役員　営業本部
本部長140

141
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取締役上席執行
役員　営業統括グ
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パスカル 8100001007646 なし ●

（株）パスカル ●

〒 385-0011 TEL： 0267-66-1991

長野県佐久市猿久保８８１番地８

代表者： 代表取締役 井上　隆

ニチマイ 5010001006197 なし ● ●

（株）ニチマイ

〒 134-0083 TEL： 03-6808-3170 ● ●

東京都江戸川区中葛西四丁目１９番１４号

代表者： 代表取締役 廣岡　潤

ピースミールテクノロジー 4010001128042 なし ●

ピースミール・テクノロジー（株）

〒 104-6014 TEL： 03-6220-1471

東京都中央区晴海一丁目８番１０号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＸ棟１４階

代表者： 代表取締役 林　直樹

ユーデック 5010001031518 なし ●

ユーデック（株） ●

〒 101-0052 TEL： 03-5217-5051

東京都千代田区神田小川町三丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 馬場園　克也

オージスソウケン 3120001042051 なし ●

（株）オージス総研 ●

〒 550-0023 TEL： 06-6584-0011

大阪府大阪市西区千代崎三丁目南２番３７号

代表者： 代表取締役社長 中沢　正和

アルファジャパン 2010001010458 なし ●

（株）アルファジャパン ●

〒 104-0031 TEL： 03-3273-8808 ●

東京都中央区京橋１丁目１番１号

代表者： 代表取締役社長 山本　雅一

フジテレコム 6011401007346 なし ●

富士テレコム（株） ●

〒 173-8648 TEL： 03-3340-6000 ●

東京都板橋区板橋一丁目５３番２号　ＴＭ２１ビル

代表者： 代表取締役 西田　孝一

デンサン 1100001002083 なし ●

（株）電算

〒 380-0904 TEL： 026-224-6666 ●

長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６番地６

代表者： 代表取締役 轟　一太

ニッポンコンピューター 2290801002908 なし ● ●

日本コンピューター（株） ● ●

〒 802-0004 TEL： 093-521-8123 ●

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目４番１号

代表者： 代表取締役 原田　栄一
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スマートバリュー 6120101002687 クラウドイノベーションディビジョン ●

（株）スマートバリュー （株）スマートバリュー　クラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ

〒 541-0045 TEL： 06-6227-5577 〒 541-0045 TEL： 06-6227-5563

大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号　京阪神御堂筋ビル７階 大阪府大阪市中央区道修町３‐６‐１　京阪神御堂筋ビル１４階 大脇　正人

代表者： 代表取締役 渋谷　順

アイティフォー 3010001022865 なし ●

（株）アイティフォー ●

〒 102-0082 TEL： 03-5275-7841 ●

東京都千代田区一番町２１番地

代表者： 代表取締役 佐藤　恒徳

ニッケンコンサルタント 3320001002068 なし ●

（株）日建コンサルタント

〒 870-0018 TEL： 097-534-0313

大分県大分市豊海三丁目７番７号

代表者： 代表取締役 吉田　靖

エヌティティデータカンサイ 4120001054120 なし ●

（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

〒 530-0003 TEL： 06-6455-3143

大阪府大阪市北区堂島三丁目１番２１号

代表者： 代表取締役社長 古田　正雄

エスシーシー 3011201000768 なし ●

（株）エスシーシー ●

〒 164-8505 TEL： 03-3319-6611

東京都中野区中野五丁目６２番１号

代表者： 代表取締役社長 松尾　泰

ホリウチカラー 9120001070402 アーカイブサポートセンター ● ●

（株）堀内カラー （株）堀内カラー　アーカイブサポートセンター ● ●

〒 530-0028 TEL： 06-6364-6101 〒 101-0052 TEL： 03-3295-1082

大阪府大阪市北区万歳町３番１７号 東京都千代田区神田小川町二丁目６番１４号 肥田　康

代表者： 代表取締役 吉本　高久

ナンカイデンセツ 6120001039383 トウキョウシテン ● ●

南海電設（株） 南海電設（株）　東京支店

〒 566-0006 TEL： 06-6643-0181 〒 103-0011 TEL： 03-5641-2161

大阪府大阪市浪速区日本橋東三丁目１２番７号 東京都中央区日本橋大伝馬町１番１３号 荻原　健司

代表者： 代表取締役 大前　良平

ディーエヌピーデータテクノ 1050001028118 エイギョウホンブ ●

（株）ＤＮＰデータテクノ （株）ＤＮＰデータテクノ　営業本部 ● ●

〒 335-0005 TEL： 048-444-1111 〒 162-8001 TEL： 03-6735-0573 ●

埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　市谷加賀町第２ビル 土屋　勝史

代表者： 代表取締役社長 谷　康行

エスエスイー 6010701001439 なし ●

（株）エスエスイー

〒 141-0022 TEL： 03-5449-2381

東京都品川区東五反田一丁目１１番１５号

代表者： 代表取締役 榎本　宗義

支店長
160

営業本部長
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所長
159

ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ
154

155

156

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 01 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

コクドチズ 3011101006857 なし ● ●

国土地図（株） ● ●

〒 161-0031 TEL： 03-3953-5879

東京都新宿区西落合二丁目１２番４号

代表者： 代表取締役 稲垣　秀夫

イグジット 1010701029229 なし ●

ｉＸＩＴ（株）

〒 106-0047 TEL： 03-6630-5207

東京都港区南麻布三丁目２０番１号

代表者： 代表取締役 西條　晋一

アクセンチュア 7010401001556 なし ●

アクセンチュア（株） ●

〒 107-8672 TEL： 03-3588-3000 ●

東京都港区赤坂一丁目８番１号

代表者： 代表取締役社長 江川　昌史

アイネス 2020001030067 シュトケンエイギョウダイニブ ●

（株）アイネス （株）アイネス　首都圏営業第二部 ●

〒 224-8507 TEL： 045-912-5500 〒 104-0053 TEL： 03-6864-9545 ● ●

神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 東京都中央区晴海三丁目１０番１号 露崎　祐行

代表者： 代表取締役社長 吉村　晃一

ホーヤデジタルソリューションズ 6011101032933 アドミニストレーションサポートグループ ●

ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株） ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（株）　アドミニストレーションサポートグループ

〒 164-8545 TEL： 03-5913-2302 〒 164-8545 TEL： 03-5913-2302 ● ●

東京都中野区中野四丁目１０番２号 東京都中野区中野四丁目１０番２号 渡辺　徹

代表者： 代表取締役 シバリ　フェルナンド

フジチチュウジョウホウ 9010401086851 トウキョウシテン ●

フジ地中情報（株） フジ地中情報（株）　東京支店 ●

〒 108-0022 TEL： 03-6891-6600 〒 330-0061 TEL： 048-615-0237 ●

東京都港区海岸三丁目２０番２０号 埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目１番１号 田中　利明

代表者： 代表取締役 深澤　貴

シンニッポンホウキシュッパン 5180001036822 なし ●

新日本法規出版（株）

〒 460-8455 TEL： 03-3269-1541 ●

愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番２０号

代表者： 代表取締役社長 星　謙一郎

ヒノ 3010901010127 なし ● ●

（株）日野 ●

〒 156-0041 TEL： 03-3468-2421

東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号

代表者： 代表取締役 今村　政夫

ピーダブリューシーコンサルティング 1010401023102 なし ●

ＰｗＣコンサルティング（同） ●

〒 100-6921 TEL： 03-6250-1200 ●

東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

代表者： 代表執行役ＣＥＯ 大竹　伸明
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部長
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取締役兼経理担
当長167

支店長
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ニホンノウリツキヨウカイ 9010405010353 なし ●

（一社）日本能率協会 ●

〒 105-8522 TEL： 03-3434-6617 ●

東京都港区芝公園三丁目１番２２号

代表者： 会長 中村　正己

ファクトリアル 4011001034107 なし ●

（株）ファクトリアル

〒 150-0036 TEL： 03-5428-3310

東京都渋谷区南平台町２番１７号　日交渋谷南平台ビル５階

代表者： 代表取締役社長 金田　喜人

キヨウジョウホウシステム 1170001000923 なし ●

紀陽情報システム（株）

〒 640-8392 TEL： 073-426-7538

和歌山県和歌山市中之島２２４０番地

代表者： 代表取締役 島　慶司

インフォコム 3011001057199 なし ●

インフォコム（株）

〒 150-0001 TEL： 03-6866-3210

東京都渋谷区神宮前二丁目３４番１７号　

代表者： 代表取締役社長 竹原　教博

ジャパンコンピュータテクノロジー 1010401092989 なし ●

（株）ジャパン・コンピュータ・テクノロジー

〒 108-0014 TEL： 03-3457-5201

東京都港区芝五丁目２５番１１号ヒューリック三田ビル７階

代表者： 代表取締役 小林　好紀

インターネットイニシアティブ 6010001011147 なし ●

（株）インターネットイニシアティブ

〒 102-0071 TEL： 03-5205-6762 ●

東京都千代田区富士見二丁目１０番２号

代表者： 代表取締役社長 勝　栄二郎

コウデンシャ 3120001005297 なし ●

（株）高電社 ●

〒 102-0092 TEL： 03-6705-5720 ●

東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階

代表者： 代表取締役 岩城　陽子

パシフィックリプロサービス 4013401004952 なし ●

パシフィックリプロサービス（株） ● ●

〒 183-0055 TEL： 042-306-5222

東京都府中市府中町一丁目１４番地１

代表者： 代表取締役 河邊　隆英

トウシバデジタルソリューションズ 7010401052137 カンコウエイギョウダイサンブ ●

東芝デジタルソリューションズ（株） 東芝デジタルソリューションズ（株）　官公営業第三部 ●

〒 212-8585 TEL： 044-331-1054 〒 212-8585 TEL： 044-331-1066 ●

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 富岡　賢一

代表者： 代表取締役 島田　太郎

178

179

部長
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サインポスト 1010001107305 なし ●

サインポスト（株）

〒 103-0023 TEL： 03-5652-6031

東京都中央区日本橋本町四丁目１２番２０号

代表者： 代表取締役社長 蒲原　寧

ニッポンコムシス 4010701022825 シャカイキバンジギョウホンブ ●

日本コムシス（株） 日本コムシス（株）　社会基盤事業本部

〒 141-8647 TEL： 03-3448-7171 〒 141-8647 TEL： 03-3448-7171 ●

東京都品川区東五反田２丁目１７番１号 東京都品川区東五反田２丁目１７番１号 塩村　泰幸

代表者： 代表取締役社長 加賀谷　卓

エヌデーデー 1011201000828 なし ●

（株）エヌデーデー

〒 164-0012 TEL： 03-5371-8511

東京都中野区本町二丁目４６番２号

代表者： 代表取締役 塚田　英貴

イーエムディ 8200001010755 なし ●

（株）ＥＭＤ

〒 501-6244 TEL： 058-391-8800

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内八丁目２３番地２

代表者： 代表取締役 山下　和子

コクドジョウホウカイハツ 6010901004126 なし ● ●

国土情報開発（株）

〒 154-8530 TEL： 03-5481-3000

東京都世田谷区池尻二丁目７番３号

代表者： 代表取締役社長 羽田　寛

ジェーシーシー 9010001067401 なし ●

ＪＣＣ（株） ● ●

〒 111-0053 TEL： 03-3864-5511 ●

東京都台東区浅草橋一丁目１２番３号

代表者： 代表取締役 坂田　恭一

ヒタチソリューションズクリエイト 1020001028459 ●

（株）日立ソリューションズ・クリエイト （株）日立ソリューションズ・クリエイト　　

〒 140-0002 TEL： 03-5780-6111 〒 140-0002 TEL： 03-6433-0483 ●

東京都品川区東品川四丁目１２番６号 東京都品川区東品川四丁目１２番６号 柴田　信也

代表者： 代表取締役 竹田　広光　

アドヴァンストインフォーメイションデザイン 6100001012664 トウキョウジギョウホンブ ●

（株）アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン （株）アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン　東京事業本部

〒 390-1701 TEL： 0263-78-8003 〒 108-0073 TEL： 03-3769-0271

長野県松本市梓川倭３８２０番地１ 東京都港区三田三丁目１４番１０号　三田３丁目ＭＴビル４階 林　隆嗣

代表者： 代表取締役 戸谷　典孝

ヨコハマデンサン 8020001016291 なし ●

（株）横浜電算

〒 220-0003 TEL： 045-319-3276

神奈川県横浜市西区楠町４番地７

代表者： 代表取締役 金子　秀光

第２営業本部第１
部長187

取締役　東京事業
本部長188

189
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取締役執行役員
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部長182
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ニホンテクノラボ 5010001062315 なし ●

日本テクノ・ラボ（株）

〒 102-0093 TEL： 03-5276-2810

東京都千代田区平河町一丁目２番１０号　

代表者： 代表取締役 松村　泳成

シーエスイー 2180001097909 トウキョウシシャ ●

（株）シーエスイー （株）シーエスイー　東京支社

〒 490-1111 TEL： 052-443-2111 〒 103-0015 TEL： 03-5643-9800 ●

愛知県あま市甚目寺山之浦１１９番地３ 東京都中央区日本橋箱崎町２０番７号　ＩＴＯビル３階 河野　裕司

代表者： 代表取締役 加悦　保之

エイチビーエー 8430001022439 なし ● ●

（株）ＨＢＡ

〒 060-0004 TEL： 011-231-8301 ●

北海道札幌市中央区北四条西七丁目１番地８

代表者： 代表取締役執行役員社長 伊藤　尚樹

アサヒシステム 7380001000070 なし ●

朝日システム（株）

〒 960-8154 TEL： 024-539-8890

福島県福島市伏拝字台田１番地の２

代表者： 代表取締役 博多　義雄

シャソクエンジニアリング 3120001023704 トウキョウシテン ● ●

写測エンジニアリング（株） 写測エンジニアリング（株）　東京支店

〒 543-0001 TEL： 06-6768-0418 〒 166-0002 TEL： 03-5356-7122

大阪府大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 東京都杉並区高円寺北２丁目２９番１４号 齊藤　敏宏

代表者： 代表取締役 永露　潔

チュウオウジオマチックス 5011401004138 なし ●

（株）中央ジオマチックス ● ●

〒 174-0041 TEL： 03-3967-1781

東京都板橋区舟渡３丁目１５番２２号

代表者： 代表取締役 田中　尚行

リョウモウシステムズ 2070001016771 トウキョウエイギョウショ ●

（株）両毛システムズ （株）両毛システムズ　東京営業所 ●

〒 376-8502 TEL： 0277-53-3139 〒 162-0855 TEL： 03-3267-1081 ●

群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地 東京都新宿区二十騎町２番２４号 宍戸　敏美

代表者： 代表取締役社長 北澤　直来

キヤノンアイティエスメディカル 1120001088534 なし ●

キヤノンＩＴＳメディカル（株）

〒 140-8526 TEL： 03-6701-3610

東京都品川区東品川二丁目４番１１号　

代表者： 代表取締役 黒井　慶信

サクラケーシーエス 3140001007886 なし ●

（株）さくらケーシーエス

〒 650-0036 TEL： 078-391-6571

兵庫県神戸市中央区播磨町２１番１

代表者： 取締役社長 神原　忠明

所長
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オウケイウェイヴ 2011001041781 なし ●

（株）オウケイウェイヴ

〒 150-0013 TEL： 03-6841-7672

東京都港区虎ノ門四丁目１‐２８

代表者： 代表取締役 福田　道夫

ニチジョウシステムソリューションズ 3390001006640 トウキョウシシャ ●

（株）日情システムソリューションズ （株）日情システムソリューションズ　東京支社

〒 998-0102 TEL： 0234-41-2173 〒 103-0015 TEL： 03-3526-2251

山形県酒田市京田二丁目６９番３ 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号　Ｄａｉｗａリバーゲート２階 芝田　良

代表者： 代表取締役社長 池田　勝

ダイドウジョウホウギジュツ 2011301004026 なし ● ●

大同情報技術（株） ●

〒 166-0012 TEL： 03-3316-8321

東京都杉並区和田三丁目５４番５号

代表者： 代表取締役 山田　洋

ワシンシステム 2010401031087 なし ●

和心システム（株）

〒 105-0004 TEL： 03-3572-2488

東京都港区新橋二丁目１９番２号

代表者： 代表取締役 飯干　徳勝

スカラコミュニケーションズ 3011001042250 なし ●

（株）スカラコミュニケーションズ

〒 150-0012 TEL： 03-6418-3973

東京都渋谷区広尾一丁目１番３９号

代表者： 代表取締役 梛野　憲克

ブレインゲート 6180001055739 なし ●

（株）ブレイン・ゲート

〒 450-0002 TEL： 052-581-2911

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２２番２２号

代表者： 代表取締役 佐野　泰紳

ユメコウボウ 7140001011579 なし ●

（株）夢工房

〒 651-0096 TEL： 078-291-7128

兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目１番９号　ＴＳＫＫ神戸４階

代表者： 代表取締役 田中　裕子

ジップテクノサイエンス 6010001100734 なし ●

ＪＩＰテクノサイエンス（株） ●

〒 103-0025 TEL： 03-5614-3206

東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番５号

代表者： 代表取締役社長 前川　静男

リサーチアンドソリューション 1290001017278 トウキョウシシャ ●

（株）リサーチアンドソリューション （株）リサーチアンドソリューション　東京支社

〒 812-0036 TEL： 092-281-5729 〒 151-0071 TEL： 03-6311-8356 ●

福岡県福岡市博多区上呉服町１２番３３号 東京都渋谷区本町４丁目１２番７号泉西新宿ビル３階 児玉　真一

代表者： 代表取締役 美濃部　直樹
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イセトー 4130001019931 ●

（株）イセトー （株）イセトー　　 ●

〒 604-0845 TEL： 075-255-8700 〒 103-0011 TEL： 03-5644-1811 ● ●

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２番地 東京都中央区日本橋大伝馬町１２番１２号 高橋　明久

代表者： 代表取締役 小谷　達雄

ニチリョビジネスクリエイト 2010401021930 なし ● ●

（株）日旅ビジネスクリエイト ● ●

〒 105-0022 TEL： 03-5443-6211 ●

東京都港区海岸二丁目１番２４号

代表者： 代表取締役社長 菊地　憲一

マプコン 9010001101738 なし ●

（株）マプコン ●

〒 104-0042 TEL： 03-3523-4640

東京都中央区入船三丁目１番１３号

代表者： 代表取締役 馬場　浩司

ミタニコンピュータ 4210001004017 なし ●

三谷コンピュータ（株）

〒 910-0393 TEL： 0776-67-8005

福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１‐１３

代表者： 代表取締役社長 後　淳也

ヒタチサンギョウセイギョソリューションズ 6050001023774 エイギョウトウカツホンブ ●

（株）日立産業制御ソリューションズ （株）日立産業制御ソリューションズ　営業統括本部

〒 319-1221 TEL： 0294-53-6115 〒 110-0006 TEL： 03-3251-7200

茨城県日立市大みか町五丁目１番２６号 東京都台東区秋葉原６番１号（秋葉原大栄ビル） 高橋　昌博

代表者： 代表取締役 木村　亨

パイプドビッツ 5010401053764 なし ●

（株）パイプドビッツ ●

〒 107-0052 TEL： 03-5575-6601

東京都港区赤坂二丁目９番１１号

代表者： 代表取締役 林　哲也

ナイス 7180001039121 なし ●

（株）ナイス ●

〒 461-0004 TEL： 052-908-2511 ●

愛知県名古屋市東区葵１丁目１６番３８号　葵ガーデンビル２階

代表者： 代表取締役 伊豫田　至

アイテック 5010001000159 なし ●

アイテック（株） ●

〒 103-0012 TEL： 03-6810-7710 ●

東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号

代表者： 代表取締役 関　丈太郎

トウキョウガスエンジニアリングソリューションズ 2010401079028 なし ● ●

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） ● ●

〒 105-0022 TEL： 03-6452-8470 ●

東京都港区海岸一丁目２番３号

代表者： 代表取締役 比護　隆

214
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取締役営業統括
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クボタシステムズ 7120001037989 アイティーソリューションジギョウブ ●

クボタシステムズ（株） クボタシステムズ（株）　ＩＴソリューション事業部

〒 556-8601 TEL： 06-6648-3111 〒 110-0014 TEL： 03-5828-3693

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 東京都台東区北上野１丁目１０番１４号　住友不動産ビル５号館２階 森山　雅弘

代表者： 代表取締役社長 新海　佳彦

クロスキャット 5010701002818 なし ●

（株）クロスキャット ●

〒 108-0075 TEL： 03-3474-5251 ●

東京都港区港南一丁目２番７０号

代表者： 代表取締役社長 井上　貴功

メディネット 8120901016983 なし ● ●

（株）メディネット ●

〒 569-0072 TEL： 072-673-5511 ●

大阪府高槻市京口町９番５号太陽生命高槻ビル４階

代表者： 代表取締役 山本　晴貴

ニホンソフトカイハツ 9160001006922 なし ●

日本ソフト開発（株）

〒 521-0015 TEL： 0749-52-3811

滋賀県米原市米原西２３番地

代表者： 代表取締役社長 蒲生　仙治

クレステック 1080401001547 なし ● ●

（株）クレステック ● ●

〒 431-3105 TEL： 053-435-3553 ●

静岡県浜松市東区笠井新田町６７６番地

代表者： 代表取締役 高林　彰

ニホンデンシケイサン 2010601038584 コウキョウジギョウブ ●

日本電子計算（株） 日本電子計算（株）　　 ●

〒 102-8235 TEL： 03-5210-0131 〒 102-8235 TEL： 03-5210-0172 ●

東京都千代田区九段南一丁目３番１号 東京都千代田区九段南一丁目３番１号 河和　茂

代表者： 代表取締役社長 山田　英司

アイチトケイデンキ 3180001021396 チバエイギョウショ ●

愛知時計電機（株） 愛知時計電機（株）　千葉営業所

〒 456-8691 TEL： 052-661-5151 〒 134-0015 TEL： 03-5658-1320 ●

愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 東京都江戸川区西瑞江五丁目５番４ 三島　康

代表者： 取締役社長 星加　俊之

ニホンケンセツジョウホウソウゴウセンター 4010405010556 なし ●

（一財）日本建設情報総合センター

〒 107-8416 TEL： 03-3505-2981

東京都港区赤坂七丁目１０番２０号

代表者： 理事長 深澤　淳志

ケイエスケイテクノサポート 8013401002465 なし ●

（株）ＫＳＫテクノサポート

〒 206-0804 TEL： 050-3803-8102

東京都稲城市百村１６２５番地２

代表者： 代表取締役社長 松岡　洋一

所長
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224
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ギグワークスクロスアイティ 3010001065674 なし ●

ギグワークスクロスアイティ（株） ●

〒 105-0001 TEL： 03-6758-7311

東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号

代表者： 代表取締役 山本　剛也

ニッセイコム 2010701007547 なし ●

（株）ニッセイコム

〒 140-8511 TEL： 03-5742-7200 ●

東京都品川区大井一丁目４７番１号

代表者： 代表取締役 荻山　得哉

トウキョウスイドウ 8011101037071 なし ● ●

東京水道（株） ●

〒 163-1337 TEL： 03-3343-4560 ●

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

代表者： 代表取締役 野田　数

エヌイーシーネクサソリューションズ 7010401022924 コウキョウダイニソリューションジギョウブ ●

ＮＥＣネクサソリューションズ（株） ＮＥＣネクサソリューションズ（株）　公共第二ソリューション事業部

〒 108-8338 TEL： 03-5730-5000 〒 108-8338 TEL： 03-5730-5122

東京都港区三田一丁目４番２８号 東京都港区三田一丁目４番２８号 羽鳥　敦

代表者： 代表取締役 木下　孝彦

コクワシステム 9010001014964 なし ● ●

（株）国和システム ● ●

〒 101-0051 TEL： 03-3234-4932 ●

東京都千代田区神田神保町三丁目１２番地３

代表者： 代表取締役 玄番　哲雄

システムジョウホウセンター 3020001005142 なし ●

（株）システム情報センター

〒 220-0022 TEL： 045-410-1719 ●

神奈川県横浜市西区花咲町七丁目１５８番２号　ＳＩＣ横浜ビル

代表者： 代表取締役社長 樋笠　孝博

ダイコウデンシツウシン 2011101011783 なし ● ●

大興電子通信（株）

〒 162-8565 TEL： 03-3266-8111

東京都新宿区揚場町２番１号

代表者： 代表取締役 松山　晃一郎

トライコーン 5011101040706 なし ●

トライコーン（株）

〒 160-0023 TEL： 03-6863-5638

東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号

代表者： 代表取締役 福原　雄亮

コムネットシステム 8011801025433 なし ● ● ●

（株）コムネットシステム ●

〒 123-0851 TEL： 03-3880-6411 ● ●

東京都足立区梅田二丁目４番１９号

代表者： 代表取締役 山口　永吾
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ニッポンジョウホウサンギョウ 1011001017799 なし ●

日本情報産業（株） ●

〒 150-0002 TEL： 03-3409-9411

東京都渋谷区渋谷三丁目１番４号

代表者： 代表取締役社長 田島　浩

タケナカ 4120001024040 なし ●

（株）タケナカ ●

〒 552-0021 TEL： 06-7174-8982

大阪府大阪市港区築港３丁目１番４３号

代表者： 代表取締役 武仲　秀晃

ビジネスサポートセンター 2010001065618 なし ●

（株）ビジネス・サポートセンター ●

〒 103-0023 TEL： 03-6825-1160

東京都中央区日本橋本町四丁目１５番１号　タカコービル５階

代表者： 代表取締役社長 本宮　弥

ティーディーシーフューテック 5010401012984 なし ●

ＴＤＣフューテック（株） ●

〒 103-0004 TEL： 03-3666-5501

東京都中央区東日本橋三丁目６番１１号

代表者： 代表取締役社長 小田島　吉伸

トーハン 3011101014587 トショカンジギョウブ ● ●

（株）トーハン （株）トーハン　図書館事業部 ● ●

〒 162-8710 TEL： 03-3269-6111 〒 162-8710 TEL： 03-3266-9538 ●

東京都新宿区東五軒町６番２４号 東京都新宿区東五軒町６番２４号 松木　修一

代表者： 代表取締役社長 近藤　敏貴

オレンジアーチ 1011801021546 なし ●

（株）オレンジアーチ ●

〒 120-0034 TEL： 03-5284-8687 ●

東京都足立区千住一丁目１１番２号北千住Ｖビルディング７階

代表者： 代表取締役 本山　功

ニッセイジョウホウテクノロジー 2010801013387 なし ●

ニッセイ情報テクノロジー（株）

〒 144-8721 TEL： 03-5714-4600

東京都大田区蒲田五丁目３７番１号

代表者： 代表取締役社長 矢部　剛

セック 1010901026918 なし ●

（株）セック

〒 158-0097 TEL： 03-5491-4770

東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号　世田谷ビジネススクエア

代表者： 代表取締役社長 櫻井　伸太郎

システムスクエア 4120001130359 なし ●

システムスクエア（株） ●

〒 532-0004 TEL： 03-6666-8261

大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目７番６１号トラモンド新大阪ビル

代表者： 代表取締役 喜来　広司
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ショウジュチャート 1010501005611 なし ●

昇寿チャート（株） ●

〒 110-0016 TEL： 03-3833-4481

東京都台東区台東三丁目１６番３号

代表者： 代表取締役 川井　清維

タックポート 6020001018001 なし ●

（株）タック・ポート

〒 230-0051 TEL： 045-342-7301

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目２１番３号

代表者： 代表取締役社長 勝又　繁

サンワ 2020001064115 なし ●

（株）三和

〒 214-0001 TEL： 044-949-3030

神奈川県川崎市多摩区菅一丁目１３番１４号

代表者： 代表取締役 神山　道也

ディーエヌピーアイディーシステム 2011101016114 なし ●

（株）ＤＮＰアイディーシステム

〒 160-0022 TEL： 03-3350-4611 ●

東京都新宿区新宿四丁目３番１７号

代表者： 代表取締役 尾崎　信太郎

コスモピア 6010001145622 なし ● ●

（株）コスモピア ●

〒 102-0093 TEL： 03-6380-8560 ●

東京都千代田区平河町一丁目１番８号

代表者： 代表取締役 小椋　みどり

フューチャーイン 3180001005325 トウキョウシテン ●

（株）フューチャーイン （株）フューチャーイン　東京支店

〒 464-8567 TEL： 052-732-8021 〒 141-0031 TEL： 03-5434-7761

愛知県名古屋市千種区内山二丁目６番２２号 東京都品川区西五反田八丁目７番１１号　アクシス五反田ビル６Ｆ 川崎　順一

代表者： 代表取締役社長 伊藤　利英

キハラ 4010001014829 なし ●

キハラ（株）

〒 101-0062 TEL： 03-3292-3303 ●

東京都千代田区神田駿河台三丁目５番地

代表者： 代表取締役 木原　一雄

ナビット 7010001089876 なし ●

（株）ナビット ●

〒 102-0074 TEL： 03-5215-5713 ●

東京都千代田区九段南一丁目５番５号

代表者： 代表取締役 福井　泰代

アライドブレインズ 9010001093298 なし ●

アライド・ブレインズ（株） ●

〒 101-0003 TEL： 03-3261-7431

東京都千代田区一ツ橋二丁目６番８トミービル３．２階

代表者： 代表取締役 大野　勝利
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ソレキア 1010801004073 ヘルスケアエイギョウトウカツブ ●

ソレキア（株） ソレキア（株）　ヘルスケア営業統括部

〒 144-8626 TEL： 03-3732-1131 〒 101-0044 TEL： 03-5289-4100

東京都大田区西蒲田八丁目１６番６号 東京都千代田区鍛治町２丁目９番１２号　神田徳力ビル８階 日沖　伸二

代表者： 代表取締役社長 小林　義和

ジャパンシステム 9011001053119 なし ●

ジャパンシステム（株） ●

〒 151-8404 TEL： 03-5309-0310

東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号

代表者： 代表取締役社長 川田　朋博

ジョウホウシステムカンサ 6120001015112 なし ●

情報システム監査（株）

〒 536-0014 TEL： 06-6395-7665 ●

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号

代表者： 代表取締役 三谷　康之

フジフイルムリョウソリューションズ 1011301017219 エイギョウホンブ ●

富士フイルム医療ソリューションズ（株） 富士フイルム医療ソリューションズ（株）　営業本部

〒 167-0051 TEL： 03-6383-6272 〒 167-0051 TEL： 03-6383-6272

東京都杉並区荻窪四丁目３０番１６号　 東京都杉並区荻窪四丁目３０番１６号 石井　聡

代表者： 代表取締役社長 飛田　政仁

ワイイーシーソリューションズ 9020001029549 なし ●

（株）ワイイーシーソリューションズ ●

〒 231-0023 TEL： 045-662-3616 ●

神奈川県横浜市中区山下町２２番地

代表者： 代表取締役社長 大見　一弘

フジツウネットワークソリューションズ 7020001077145 コウキョウエイギョウブ ●

富士通ネットワークソリューションズ（株） 富士通ネットワークソリューションズ（株）　公共営業部

〒 220-8711 TEL： 045-752-9800 〒 220-8711 TEL： 045-752-9738 ●

神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号 辻　宗孝

代表者： 代表取締役 志真　哲夫

フクシマジョウホウショリセンター 1380001006486 なし ●

（株）福島情報処理センター

〒 963-8025 TEL： 024-923-2116

福島県郡山市桑野三丁目１８番２４号

代表者： 代表取締役社長 小暮　憲一

システムズデザイン 7011301012643 なし ●

システムズ・デザイン（株） ●

〒 168-0063 TEL： 03-5300-7835 ●

東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号

代表者： 代表取締役 隈元　裕

ジェック 2010001033475 ●

（株）ＪＥＣＣ （株）ＪＥＣＣ　　

〒 100-8341 TEL： 03-3216-3927 〒 100-8341 TEL： 03-3216-3927 ●

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 依田　茂

代表者： 取締役社長 桑田　始

259
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専務取締役
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本部長
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ソフトマックス 8340001002433 トウキョウシテン ●

ソフトマックス（株） ソフトマックス（株）　東京支店 ●

〒 892-0846 TEL： 099-226-1222 〒 140-0001 TEL： 03-5447-7771 ● ● ●

鹿児島県鹿児島市加治屋町１２番１１号 東京都品川区北品川四丁目７番３５号 萩原　千恵子

代表者： 代表取締役 野村　俊郎

マイクロフィッシュ 5430001015957 トウキョウエイギョウショ ● ●

（株）マイクロフィッシュ （株）マイクロフィッシュ　東京営業所 ● ●

〒 001-0018 TEL： 011-757-2800 〒 101-0061 TEL： 03-5282-2888

北海道札幌市北区北十八条西六丁目３番１０号 東京都千代田区神田三崎町１丁目１番１号　ＨＬＣビル 清山　巧一

代表者： 代表取締役 宮川　滋人

ミツイキンゾクシゲンカイハツ 5010701009474 なし ●

三井金属資源開発（株） ● ●

〒 141-0032 TEL： 03-5437-8200

東京都品川区大崎一丁目１１番１号

代表者： 代表取締役社長 加知　俊一郎

インフォマティクス 3010401131679 なし ●

（株）インフォマティクス

〒 212-0014 TEL： 044-520-0850

神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７Ｆ

代表者： 代表取締役 齊藤　大地

テックジョウホウ 7480001005381 なし ●

テック情報（株）

〒 779-0108 TEL： 088-672-6366

徳島県板野郡板野町犬伏字東谷６番地３３

代表者： 代表取締役 濱尾　重忠

エーティーエルシステムズ 7090001006840 なし ●

（株）エーティーエルシステムズ ●

〒 400-0858 TEL： 055-220-6456

山梨県甲府市相生一丁目４番２３号　

代表者： 代表取締役 佐々木　康宏

ケイワビジネス 8430001005435 トウキョウエイギョウブ ● ●

（株）恵和ビジネス （株）恵和ビジネス　東京営業部 ●

〒 060-0062 TEL： 011-350-4500 〒 103-0015 TEL： 03-5695-7366 ● ●

北海道札幌市中央区南二条西十二丁目３２４番地１ 東京都中央区日本橋箱崎町１番８号　内田ビル３階 山本　章夫

代表者： 代表取締役 渡辺　淳也

エコー 2010501016723 なし ●

（株）エコー ● ●

〒 110-0014 TEL： 03-5828-2183

東京都台東区北上野二丁目６番４号

代表者： 代表取締役社長 柴木　秀之

ジェイソル 2010001101026 なし ●

（株）ＪＳＯＬ ●

〒 104-0053 TEL： 03-5859-6028

東京都中央区晴海二丁目５番２４号

代表者： 取締役社長 前川　雅俊
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アイエックスナレッジ 5010401047403 ●

アイエックス・ナレッジ（株） アイエックス・ナレッジ（株）　　 ●

〒 108-0022 TEL： 03-6400-7564 〒 108-0022 TEL： 03-6400-7443

東京都港区海岸三丁目２２番２３号 東京都港区海岸三丁目２２番２３号 犬飼　博文

代表者： 代表取締役社長 安藤　文男

デンサン 4010001050774 なし ●

（株）電算 ●

〒 104-0061 TEL： 03-3572-5977

東京都中央区銀座八丁目１０番５号

代表者： 代表取締役 河野　純

エルグベンチャーズ 9013201001071 なし ● ●

（株）エルグベンチャーズ

〒 153-0061 TEL： 03-3760-8161

東京都目黒区中目黒一丁目１番４５号　ＰＶＢ中目黒３Ｆ

代表者： 代表取締役 吉田　光孝

シーティーアイジョウホウセンター 8010801013679 なし ●

（株）ＣＴＩ情報センター

〒 220-0003 TEL： 045-620-4491

神奈川県横浜市西区楠町９‐７　ＴＡＫビル４階

代表者： 代表取締役 武田　俊輔

エデュコム 5180001073790 なし ●

（株）ＥＤＵＣＯＭ

〒 486-0918 TEL： 0568-35-7601

愛知県春日井市如意申町七丁目７番地５

代表者： 代表取締役ＣＥＯ 柳瀬　貴夫

エヌティティテクノクロス 5010401056882 エイギョウスイシンブ ●

ＮＴＴテクノクロス（株） ＮＴＴテクノクロス（株）　営業推進部

〒 108-8202 TEL： 03-5860-2900 〒 108-8202 TEL： 045-212-7280

東京都港区芝浦三丁目４番１号 東京都港区芝浦三丁目４番１号 高間　徹

代表者： 代表取締役社長 串間　和彦

コガソフトウェア 1010501023308 なし ●

コガソフトウェア（株）

〒 110-0005 TEL： 03-3833-0733

東京都台東区上野一丁目１７番６号　広小路ビル４階

代表者： 代表取締役 古賀　詳二

クニエ 9010601030238 なし ●

（株）クニエ ● ●

〒 100-8101 TEL： 03-3517-2292 ●

東京都千代田区大手町二丁目３番２号

代表者： 代表取締役 高木　真也

トーテックアメニティ 7180001038759 トウキョウジギョウショ ●

トーテックアメニティ（株） トーテックアメニティ（株）　東京事業所 ●

〒 451-0045 TEL： 052-533-6900 〒 163-0417 TEL： 03-5657-3200

愛知県名古屋市西区名駅二丁目２７番８号 東京都新宿区西新宿２丁目１番地１ 田中　良典

代表者： 代表取締役 坂井　幸治
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アールエスコネクト 4011101041647 なし ●

（株）ＲＳコネクト

〒 113-0034 TEL： 03-6895-8763

東京都文京区湯島三丁目２６番１１号

代表者： 代表取締役 鈴木　達雄

ジョウホウツウシンソウゴウケンキュウジョ 5010001075515 なし ●

（株）情報通信総合研究所 ●

〒 103-0013 TEL： 03-3663-7157

東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号

代表者： 代表取締役社長 大平　弘

エスケイサポートサービス 8020001035044 なし ●

（株）ＳＫサポートサービス

〒 244-0801 TEL： 045-826-9206

神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４９番地２

代表者： 代表取締役 鈴木　栄二郎

アイアイエム 1010001000055 なし ●

（株）アイ・アイ・エム

〒 113-0033 TEL： 03-5684-6771 ●

東京都文京区本郷二丁目２７番２０号

代表者： 代表取締役社長 関根　淳

ハーヴェイ 1180001123913 トウキョウシテン ● ● ●

ＨＡＲＶＥＹ（株） ＨＡＲＶＥＹ（株）　東京支店 ● ●

〒 464-0852 TEL： 052-744-1760 〒 102-0083 TEL： 03-5215-8025 ●

愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 東京都千代田区麹町二丁目４番地 山田　光

代表者： 代表取締役 平林　貴

エヌティティインサツ 2011201000827 なし ●

ＮＴＴ印刷（株）

〒 104-0042 TEL： 03-6453-7452

東京都中央区入船三丁目２番１０号

代表者： 代表取締役 柴田　基靖

セミショウケンインサツ 7010001020741 なし ● ●

瀬味証券印刷（株） ● ● ●

〒 102-0076 TEL： 03-3230-0738 ●

東京都千代田区五番町３番地１

代表者： 代表取締役 服部　克彦

ニホンセイコウジョ 2030001060798 なし ●

（株）日本製衡所 ●

〒 367-0101 TEL： 0495-76-1231 ●

埼玉県児玉郡美里町大字小茂田５６０番地１

代表者： 代表取締役 岩淵　智宏

コウセイロウドウトウケイキョウカイ 3010405009434 なし ●

（一財）厚生労働統計協会 ●

〒 103-0001 TEL： 03-5623-4123

東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号

代表者： 会長 松谷　有希雄
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キョクトウ 8122001013903 なし ● ●

（株）キョクトウ

〒 577-0063 TEL： 06-6789-6631

大阪府東大阪市川俣１丁目１４番３０号

代表者： 代表取締役 西井　康仁

グランドユニット 9010501031600 なし ●

（株）グランドユニット ●

〒 111-0053 TEL： 03-5829-5920

東京都台東区浅草橋三丁目１９番４号ピノチオビル５階

代表者： 代表取締役 龍　慧子

エスアイイー 7010001138402 なし ● ●

（株）エスアイイー ●

〒 101-0023 TEL： 03-6206-8414 ●

東京都千代田区神田松永町１８ビオレ秋葉原ビル３Ｆ

代表者： 代表取締役 藤　正幸

グローバルデザイン 9080001001304 なし ●

グローバルデザイン（株） ● ●

〒 420-0852 TEL： 054-273-6385 ●

静岡県静岡市葵区紺屋町１７番地の１　葵タワー１６階

代表者： 代表取締役 白旗　保則

エフコムマーケティング 2010001137128 なし ●

（株）エフコムマーケティング

〒 101-0032 TEL： 03-3865-7710 ●

東京都千代田区岩本町二丁目３番３号

代表者： 代表取締役社長 木村　清孝

リプライス 3020001038381 なし ●

リプライス（株）

〒 222-0033 TEL： 045-478-4888 ● ●

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２２番地９

代表者： 代表取締役 永井　佑

アイビーシステム 8220001000639 なし ●

アイビーシステム（株）

〒 920-0061 TEL： 076-239-0064

石川県金沢市問屋町一丁目３３番地

代表者： 代表取締役 吉野　正美

ダイイチソッコウ 5060001002530 なし ● ●

第一測工（株） ●

〒 320-0831 TEL： 028-633-0468

栃木県宇都宮市新町二丁目６番１０号

代表者： 代表取締役社長 小堀　俊明

ニホンビジネスデータープロセシングセンター 8140001012270 なし ● ●

（株）日本ビジネスデータープロセシングセンター ●

〒 650-0032 TEL： 078-332-0871 ●

兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地

代表者： 代表取締役 池　惠二
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アトラスジョウホウサービス 7120001073852 なし ●

アトラス情報サービス（株） ● ●

〒 541-0041 TEL： 06-6231-0771

大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号

代表者： 代表取締役 八瀬　誠

エイデイケイフジシステム 8410001000702 なし ●

エイデイケイ富士システム（株）

〒 010-0851 TEL： 018-835-5404

秋田県秋田市手形字山崎１１０番地３

代表者： 代表取締役 齋藤　和美

パナソニックシステムソリューションズジャパン 3010001129215 シュトケンブモン ● ● ●

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）　首都圏部門 ●

〒 104-0061 TEL： 03-5148-5469 〒 104-0061 TEL： 03-5148-5469 ●

東京都中央区銀座八丁目２１番１号 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 奥村　康彦

代表者： 代表取締役社長 片倉　達夫

サンデンシステムエンジニアリング 9070001013390 なし ●

サンデンシステムエンジニアリング（株）

〒 372-0801 TEL： 0270-21-5599

群馬県伊勢崎市宮子町３４５０番地８

代表者： 代表取締役 鈴木　誠

フェリカポケットマーケティング 7010701020181 なし ●

フェリカポケットマーケティング（株） ●

〒 105-0003 TEL： 03-6452-8800

東京都港区西新橋三丁目２番１号

代表者： 代表取締役 納村　哲二

サンメッセ 9200001013658 トウキョウシテン ● ●

サンメッセ（株） サンメッセ（株）　東京支店 ●

〒 135-0016 TEL： 0584-81-9111 〒 135-0016 TEL： 03-3515-2511 ●

岐阜県大垣市久瀬川町七丁目５番地の１ 東京都江東区東陽三丁目２２番４号 由良　直之

代表者： 代表取締役 田中　尚一郎

エイビス 2320001000601 トウキョウシテン ●

（株）エイビス （株）エイビス　東京支店

〒 870-0026 TEL： 097-536-0999 〒 105-0014 TEL： 03-5232-3678

大分県大分市金池町三丁目３番１１号 東京都港区芝三丁目３番１４号　ニットクビル４階　 渡邉　浩二

代表者： 代表取締役社長 吉武　俊一

ファイブドライブ 4010001095076 なし ●

（株）ファイブドライブ

〒 101-0045 TEL： 03-5577-5030

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地

代表者： 代表取締役 宮本　康広

ピットクルー 4010001076142 なし ●

ピットクルー（株）

〒 101-0032 TEL： 03-5820-7711 ●

東京都千代田区岩本町二丁目４番１号

代表者： 代表取締役社長 志村　和昭

常務取締役　東京
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プラムシステムズ 4020001076983 なし ●

プラムシステムズ（株） ● ●

〒 215-0031 TEL： 044-980-1250 ● ●

神奈川県川崎市麻生区栗平二丁目３番１１号

代表者： 代表取締役 大野　裕之

インフォネット 2010001142978 なし ●

（株）インフォネット

〒 100-0004 TEL： 03-5221-7591

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

代表者： 代表取締役社長 岸本　誠

ソフテム 5020001074177 なし ●

（株）ソフテム

〒 210-0007 TEL： 044-245-0975

神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１番２号

代表者： 代表取締役 常山　勝彦

アトミクス 5011401000351 なし ●

アトミクス（株）

〒 174-8574 TEL： 03-3969-3111

東京都板橋区舟渡三丁目９番６号

代表者： 代表取締役 神保　敏和

アイサス 1220001009661 なし ●

（株）アイサス

〒 920-0016 TEL： 076-208-3420

石川県金沢市諸江町中丁１７１‐１

代表者： 代表取締役 百成　公鋭

フジツウフロンテック 1013401002091 コウキョウサンギョウエイギョウトウカツブ ● ●

富士通フロンテック（株） 富士通フロンテック（株）　公共産業営業統括部

〒 206-8555 TEL： 042-377-5111 〒 140-0013 TEL： 03-5762-5527 ●

東京都稲城市矢野口１７７６番地 東京都品川区南大井６丁目２０番１４号　イーストスクエア大森 内谷　誉

代表者： 代表取締役社長 川上　博矛

ニホンイヤクソウゴウケンキュウショ 3010001144387 なし ●

（株）日本医薬総合研究所 ●

〒 100-6739 TEL： 03-6810-0812 ●

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

代表者： 代表取締役社長 三津原　庸介

フォーラムエイト 1013201007836 なし ●

（株）フォーラムエイト

〒 108-6021 TEL： 03-6894-1888

東京都港区港南二丁目１５番１号品川インターシティＡ棟２１階

代表者： 代表取締役 伊藤　裕二

エヌディーエス 2180001039415 なし ●

ＮＤＳ（株）

〒 460-0012 TEL： 052-263-5011 ●

愛知県名古屋市中区千代田二丁目１５番１８号

代表者： 代表取締役 玉村　知史

313

314

315

310

311

公共産業営業統
括部長312

307

308

309
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トスコ 4260001004739 トウキョウシシャ ●

（株）トスコ （株）トスコ　東京支社

〒 700-0953 TEL： 086-243-8868 〒 105-0012 TEL： 03-6367-0333

岡山県岡山市南区西市１１６番地１３ 東京都港区芝大門一丁目１０番１１号　芝大門センタービル７階 榎本　邦芳

代表者： 代表取締役 橋本　明三

トウキョウシーエムシー 6010601021677 なし ●

（株）東京シー・エム・シー

〒 130-0022 TEL： 03-5624-4533 ●

東京都墨田区江東橋一丁目１５番１号　ＶＯＲＴ錦糸町

代表者： 代表取締役 土屋　隆行

エージェント 1011001046518 なし ● ● ● ● ● ●

（株）エージェント ● ● ● ● ● ●

〒 150-0042 TEL： 03-3780-3911 ● ● ●

東京都渋谷区宇田川町３３番７号

代表者： 代表取締役 四宮　浩二

ワールドビジネスセンター 2130001012070 なし ●

ワールドビジネスセンター（株）

〒 601-8443 TEL： 075-662-1200

京都府京都市南区西九条東御幸田町２５番２

代表者： 代表取締役 谷口　孝重

コウサイドウ 7010401009665 なし ● ●

（株）廣済堂 ●

〒 105-0023 TEL： 03-5484-8811 ●

東京都港区芝浦１丁目２番３号シーバンスＳ館１３階

代表者： 代表取締役 根岸　千尋

ピーシーアイソリューションズ 4010601043384 なし ●

ＰＣＩソリューションズ（株）

〒 105-0001 TEL： 03-6866-0230

東京都港区虎ノ門一丁目２１番１９号

代表者： 代表取締役社長 堀部　保弘

ネクサス 7010601033424 なし ●

（株）ネクサス ● ●

〒 105-0012 TEL： 03-6432-4419 ●

東京都港区芝大門一丁目１番３０号　芝ＮＢＦタワー４階

代表者： 代表取締役 柴崎　利雄

ケイズコーポレーション 6011001002383 ●

（株）ケイズコーポレーション （株）ケイズコーポレーション　　

〒 105-0003 TEL： 03-5510-3451 〒 105-0003 TEL： 03-5510-3451

東京都港区西新橋一丁目６番１５号ＮＳ虎ノ門ビル７階 東京都港区西新橋一丁目６番１５号ＮＳ虎ノ門ビル７階 山本　十五

代表者： 代表取締役 神林　幸一

エヌティティデータ 9010601021385 なし ● ●

（株）エヌ・ティ・ティ・データ ● ●

〒 135-6033 TEL： 03-5546-8202 ● ●

東京都江東区豊洲三丁目３番３号

代表者： 代表取締役社長 本間　洋

322

専務取締役
323

324

319

320

321

支社長
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グレートインターナショナル 1010401032292 なし ● ●

（株）グレートインターナショナル ●

〒 105-0001 TEL： 03-5405-2321

東京都港区虎ノ門四丁目２番１２号　虎ノ門４丁目ＭＴビル２号館４Ｆ

代表者： 代表取締役 竹井　泰弘

アクロスロード 2020001088122 ●

アクロスロード（株） アクロスロード（株）　　 ● ●

〒 141-0031 TEL： 03-6420-0853 〒 141-0031 TEL： 03-6420-0853 ● ●

東京都品川区西五反田一丁目１番８号　ＮＭＦ五反田駅前ビル 東京都品川区西五反田一丁目１番８号　ＮＭＦ五反田駅前ビル 佐々　博秋

代表者： 代表取締役 津田　徹

イグニションポイント 1011001100423 なし ●

イグニション・ポイント（株） ●

〒 150-0011 TEL： 03-6434-1412 ●

東京都渋谷区東１丁目３２番１２号渋谷プロパティタワー８階

代表者： 代表取締役社長 青柳　和洋

ディティエス 9010401018458 なし ●

（株）ＤＴＳ

〒 104-0032 TEL： 03-3948-5488

東京都中央区八丁堀二丁目２３番１号

代表者： 代表取締役社長 西田　公一

ニッポンシステムウエア 1011001017717 なし ●

日本システムウエア（株） ●

〒 150-8577 TEL： 03-3770-1111

東京都渋谷区桜丘町３１番１１号

代表者： 代表取締役　執行役員社長 多田　尚二

ジャコムトレーディング 5010601014145 なし ●

ジャコムトレーディング（株）

〒 162-0842 TEL： 03-6265-3520

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

代表者： 代表取締役 武藤　亮

ユニリタ 2010401034593 なし ●

（株）ユニリタ ●

〒 108-6029 TEL： 03-5463-6381 ● ●

東京都港区港南二丁目１５番１号

代表者： 代表取締役 北野　裕行

アイアクト 9120001090152 なし ●

（株）アイアクト ●

〒 104-0045 TEL： 03-6821-4811 ● ●

東京都中央区築地一丁目１３番１４号ＮＢＦ東銀座スクエア８階

代表者： 代表取締役 原田　淳

スカイ 6120001056148 なし ●

Ｓｋｙ（株）

〒 532-0003 TEL： 06-4807-6371

大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号ニッセイ新大阪ビル

代表者： 代表取締役 大浦　淳司

331
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328

329
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325

公共ビジネス本部
部長326
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セプコム 4010401034633 なし ●

（株）セプコム

〒 107-0052 TEL： 03-3585-0735 ●

東京都港区赤坂二丁目２２番１５号

代表者： 代表取締役 近藤　宜雄

アイティージェネシス 6010401077960 なし ●

ＩＴ‐ＧＥＮＥＳＩＳ（株）

〒 150-0043 TEL： 03-6455-3415 ●

東京都渋谷区道玄坂１‐１６‐６　二葉ビル９Ｃ

代表者： 代表取締役 佐藤　浩一

ニホンコムシンク 7120001048689 トウキョウジギョウブ ●

日本コムシンク（株） 日本コムシンク（株）　東京事業部 ●

〒 550-0002 TEL： 06-6448-8660 〒 100-0013 TEL： 03-6858-8666

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号 東京都千代田区霞が関一丁目４番２号　大同生命霞が関ビル１１階 櫻田　浩之

代表者： 代表取締役 山里　久夫

メディアドゥ 2180001047905 なし ●

（株）メディアドゥ

〒 100-0003 TEL： 03-6212-5111

東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号

代表者： 代表取締役 藤田　恭嗣

ネットラーニング 6011101029509 なし ● ●

（株）ネットラーニング

〒 160-0023 TEL： 03-5338-7411

東京都新宿区西新宿七丁目２番４号　新宿喜楓ビル３階

代表者： 代表取締役 岸田　徹

オネスト 3010001001613 なし ●

（株）オネスト

〒 113-0033 TEL： 03-5689-5900

東京都文京区本郷四丁目９番２５号

代表者： 代表取締役 本間　大輔

ギガ 9010901016449 なし ●

（株）ギガ

〒 154-0024 TEL： 03-5433-6601

東京都世田谷区三軒茶屋二丁目１１番２６号　コア第２ビル

代表者： 代表取締役社長 重村　康則

ホクオウジョウホウサービス 6430001014644 なし ● ●

（株）北央情報サービス ● ●

〒 060-0001 TEL： 011-206-8210 ●

北海道札幌市中央区北一条西三丁目３番地敷島プラザビル３Ｆ

代表者： 代表取締役社長 菅原　武美

ソフトウェアサービス 5010001113943 なし ●

（株）ソフトウェアサービス ●

〒 102-0093 TEL： 03-6757-0190

東京都千代田区平河町二丁目１６番１号

代表者： 代表取締役 添田　新太郎

340
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337

338

339

334

335

東京事業部長
336
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デージーネット 8180001057840 なし ●

（株）デージーネット

〒 465-0025 TEL： 052-709-7121

愛知県名古屋市名東区上社四丁目３９番地の１

代表者： 代表取締役 恒川　裕康

デジタルハーツ 9011101056970 なし ●

（株）デジタルハーツ ●

〒 163-1441 TEL： 03-3379-2053 ● ●

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号　東京オペラシティビル４１階

代表者： 代表取締役社長 玉塚　元一

エヌティティラーニングシステムズ 9010401005010 ●

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ（株） エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ（株）　　 ● ●

〒 106-8566 TEL： 03-5440-2716 〒 106-8566 TEL： 03-5419-7219 ●

東京都港区南麻布一丁目６番１５号 東京都港区南麻布一丁目６番１５号 西田　史比古

代表者： 代表取締役社長 鳥越　隆

ジョウブ 1020001096456 なし ●

（株）上武 ●

〒 162-0824 TEL： 03-6280-7421

東京都新宿区揚場町２番１４号

代表者： 代表取締役 和田　佑一

クラウドエース 1010001179419 なし ●

クラウドエース（株） ●

〒 100-0004 TEL： 03-6280-5939 ●

東京都千代田区大手町２丁目６番２号　日本ビルヂング１１階

代表者： 代表取締役 青木　誠

ノバシステム 8120001046444 なし ●

ノバシステム（株）

〒 550-0002 TEL： 06-6479-8100

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目３番１５号新石原ビル

代表者： 代表取締役 芳山　政安

ビジネスネットコーポレーション 5010401038022 なし ●

（株）ビジネスネットコーポレーション

〒 105-0001 TEL： 03-6234-0888

東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号

代表者： 代表取締役社長 三宅　登

エーアンドディ 2013201010426 なし ●

（株）エー・アンド・ディ ●

〒 150-0002 TEL： 03-5778-3755 ●

東京都渋谷区渋谷三丁目６番１５号

代表者： 代表取締役 山口　仁

イートラスト 1110001022452 なし ●

（株）イートラスト ●

〒 940-0871 TEL： 0258-21-2500 ●

新潟県長岡市北陽一丁目５３番地５４

代表者： 代表取締役 酒井　龍市

349
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346
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344

取締役　教育ＩＣＴ
推進部長345
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リオン 1012401002696 なし ●

リオン（株）

〒 185-8533 TEL： 042-359-7874

東京都国分寺市東元町３丁目２０番４１号

代表者： 代表取締役社長 清水　健一
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コウエンマネジケントケンキュウショ 3120001128131 なし ●

（株）公園マネジメント研究所 ● ●

〒 540-0012 TEL： 06-6947-6522

大阪府大阪市中央区谷町二丁目２番２２号

代表者： 代表取締役 小野　隆

エフビーアイ 3010601038435 なし ●

（株）エフ・ビー・アイ

〒 161-0033 TEL： 03-5962-8532

東京都新宿区下落合４丁目１０番１６号

代表者： 代表取締役 服部　文憲

ビーセブン 8012401024189 なし ● ●

（株）Ｂ７ ●

〒 181-0012 TEL： 0422-77-6484 ● ●

東京都三鷹市上連雀一丁目１２番１７号　三鷹ビジネスパークプラザＡ１１０２

代表者： 代表取締役 源　聡史

エムアイエス 6010001082849 なし ●

（株）エム・アイ・エス ● ●

〒 113-0033 TEL： 03-5840-8410

東京都文京区本郷三丁目３２番１０号　ＢＲ本郷３ビル４Ｆ

代表者： 代表取締役 平木　治夫

ウィズダム 4011201000569 なし ●

（株）ウィズダム

〒 164-0011 TEL： 03-5341-8171

東京都中野区中央五丁目４０番１８号

代表者： 代表取締役 井上　孝

ツクバソウゴウケンキュウジョ 3010001146879 なし ●

（株）筑波総合研究所

〒 101-0025 TEL： 03-5825-4942

東京都千代田区神田佐久間町３‐１‐１

代表者： 代表取締役 打矢　隆司

エースチャイルド 7010701028571 なし ●

エースチャイルド（株）

〒 111-0053 TEL： 03-5843-8930

東京都台東区浅草橋一丁目２５番１０号

代表者： 代表取締役 西谷　雅史

ディエイチイー 5011001104809 なし ● ●

ＤＨＥ（株） ● ●

〒 150-0021 TEL： 03-5784-2088 ●

東京都渋谷区恵比寿西２‐３‐１５　エビスエイトビル６階

代表者： 代表取締役 柳原　秀哉

エヌエスエム 2200001013284 なし ●

（株）エヌ・エス・エム

〒 503-0807 TEL： 0584-77-3120

岐阜県大垣市今宿六丁目５２番地１８

代表者： 代表取締役 青山　尚憲
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メディアインパクト 3130001047487 なし ●

（株）メディアインパクト ●

〒 602-8061 TEL： 075-406-1349

京都府京都市上京区油小路中立売下ル甲斐守町９７番地ＮＴＴ京都支店西陣別館

代表者： 代表取締役 宮嶋　健人

キンセイドウジョウホウシステム 8030001089691 なし ● ●

（株）金聖堂情報システム

〒 350-1246 TEL： 042-985-1511 ●

埼玉県日高市梅原９９番地２

代表者： 代表取締役 金子　忠弘

アクシスインターナショナル 6013301025337 なし ●

アクシスインターナショナル（株） ● ● ●

〒 104-0061 TEL： 03-6274-6231

東京都中央区銀座四丁目１０番１６号

代表者： 代表取締役 中谷　公巳

ソッキセンターツクバ 9050001027913 なし ●

（株）速記センターつくば

〒 302-0004 TEL： 0297-82-8801 ●

茨城県取手市取手三丁目４番２０号中山ビル３０１

代表者： 代表取締役 渡部　雅史

アイフォース 7012801004270 なし ●

アイフォース（株）

〒 190-0004 TEL： 042-537-6360

東京都立川市柏町四丁目５２番地の２１

代表者： 代表取締役 我妻　和悦

ニホンシステムカイハツケンキュウジョ 7011105005653 なし ●

（一財）日本システム開発研究所

〒 162-0067 TEL： 03-5379-5911

東京都新宿区富久町１６番５号

代表者： 代表理事 藤原　洋

ファインドアクティブラーナー 3011101074004 なし ● ●

（株）Ｆｉｎｄアクティブラーナー

〒 163-0810 TEL： 03-5908-1425

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

代表者： 代表取締役 川村　洋行

コムズブレイン 2120001117028 なし ●

（株）コムズ・ブレイン

〒 532-0011 TEL： 06-6838-0606

大阪府大阪市淀川区西中島六丁目１１番２５号

代表者： 代表取締役 立山　智崇

ビーエイチシー 8370001012537 なし ●

（株）ビー・エイチ・シー ●

〒 981-3133 TEL： 022-773-6860 ●

宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１１番９号

代表者： 代表取締役 村山　清志
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カイヨウソウゴウケンキュウショ 2010001117542 なし ●

（株）海洋総合研究所

〒 103-0012 TEL： 03-5614-8864

東京都中央区日本橋堀留町一丁目３番１７号

代表者： 代表取締役 蓮沼　啓一

キョウイクビジネスサポート 6011101068184 なし ●

教育ビジネスサポート（株）

〒 160-0004 TEL： 03-5956-1461

東京都豊島区東池袋二丁目２３番２号

代表者： 代表取締役 大山　洋

ドゥアーバン 7013201003895 なし ● ●

（株）ドゥ・アーバン ●

〒 153-0042 TEL： 03-5724-5921 ●

東京都目黒区青葉台二丁目２１番６号

代表者： 代表取締役 西田　実

マスター 9010902014195 なし ●

（有）マスター

〒 156-0044 TEL： 03-3322-3211 ● ●

東京都世田谷区赤堤三丁目１２番２２号

代表者： 代表取締役 橘　弘

サテライト 7120001055388 なし ●

（株）サテライト

〒 550-0013 TEL： 06-6538-2000

大阪府大阪市西区新町三丁目８番１８号　西長堀ビジネスゾーン６Ｆ

代表者： 代表取締役 赤松　秀雄

エイケイシステム 5030002112819 なし ●

（有）エイ・ケイ・システム ●

〒 360-0843 TEL： 048-530-3800

埼玉県熊谷市三ケ尻２３４９

代表者： 取締役 浅井　純次

ベルウクリエイティブ 7030002052179 なし ●

（株）ベルウクリエイティブ

〒 103-0013 TEL： 03-6206-2066

東京都中央区日本橋人形町三丁目３番９号久米ビル５階

代表者： 代表取締役 大和田　利郎

セレンデック 1011101068817 なし ● ●

（株）ＳＥＲＥＮＤＥＣ ●

〒 160-0004 TEL： 03-6457-3264

東京都新宿区四谷４‐３エクシーナ四谷４０１

代表者： 代表取締役 楠本　勇輝

アイスリーシー 4010001104927 なし ●

ｉ‐３ｃ（株）

〒 103-0027 TEL： 03-6231-7566 ●

東京都中央区日本橋三丁目２番１４号

代表者： 代表取締役 池田　秀司
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ジムコ 8300001003757 なし ●

（株）ジムコ

〒 840-0204 TEL： 0952-26-5740

佐賀県佐賀市天神二丁目５番地１２号

代表者： 代表取締役 中村　壽孝

カンキョウシミュレーションケンキュウジョ 5030001054566 なし ●

（株）環境シミュレーション研究所 ●

〒 350-1114 TEL： 049-242-9262

埼玉県川越市東田町４番地１

代表者： 代表取締役 小平　佳延

アローズネクスト 8010401099029 なし ●

（株）アローズネクスト

〒 106-0032 TEL： 03-5411-7831

東京都港区六本木六丁目８番１０号　ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ

代表者： 代表取締役 菅原　康弘

メディアアート 7020001030847 なし ●

メディアアート（株）

〒 231-0003 TEL： 045-222-3733

神奈川県横浜市中区北仲通一丁目６番地　ヒタチビル４Ｆ

代表者： 代表取締役 船坂　千里

オープンソースワークショップ 5010601039398 なし ●

（株）オープンソース・ワークショップ

〒 104-0031 TEL： 03-5534-8088

東京都中央区京橋二丁目８番４号　オックスフォードビル二階

代表者： 代表取締役 永原　篤

トウキョウインタープレイ 5010001148221 なし ●

東京インタープレイ（株）

〒 103-0027 TEL： 03-5825-4028 ●

東京都中央区日本橋二丁目１０番８号

代表者： 代表取締役 米田　英輝

アスコエパートナーズ 9010001130423 なし ●

（株）アスコエパートナーズ

〒 150-0001 TEL： 03-6452-8724

東京都港区虎ノ門五丁目１２番１３号

代表者： 代表取締役 安井　秀行

グラファー 9010401132779 なし ●

（株）グラファー

〒 151-0051 TEL： 03-3405-7007

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目２番３号

代表者： 代表取締役 石井　大地

アイティープロギジュツシャキコウ 9030005002204 トウキョウジムショ ●

（特非）ＩＴプロ技術者機構 （特非）ＩＴプロ技術者機構　東京事務所

〒 330-0045 TEL： 048-767-8638 〒 102-0072 TEL： 048-767-8638

埼玉県さいたま市浦和区皇山町３１番２号 東京都千代田区飯田橋一丁目９番６号　朝日飯田橋マンション２０２号

代表者： 会長 安田　晃
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プラッシュ 1011101079211 なし ●

（株）プラッシュ ● ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-5937-3258 ● ●

東京都新宿区西新宿七丁目１５番１号アパライトビル８階

代表者： 代表取締役 坂上　惟如

アクシオン 9010401096537 なし ●

（株）アクシオン

〒 105-0004 TEL： 03-6435-9087

東京都港区新橋六丁目２０‐５新橋フービル２階

代表者： 代表取締役 高山　智之

チュウデンシーティーアイ 5180001035980 なし ●

（株）中電シーティーアイ ● ●

〒 460-0024 TEL： 052-740-6200 ● ●

愛知県名古屋市中区正木一丁目４番６号

代表者： 代表取締役 内藤　雄順

エムワイティコンサルティング 9010901041661 なし ●

ＭＹＴコンサルティング（株）

〒 252-0303 TEL： 042-705-6800

神奈川県相模原市南区相模大野八丁目４番地２号オフィスラメールＤ号室

代表者： 代表取締役社長 夏山　京大

コンライズ 7050001042666 なし ● ●

（株）コンライズ

〒 310-0852 TEL： 029-306-6730

茨城県水戸市笠原町１６３７番地の７

代表者： 代表取締役 草間　優也

ユニトランド 3010401124815 なし ●

（株）ユニ・トランド ●

〒 108-6029 TEL： 03-5479-5750 ●

東京都港区港南二丁目１５番１号

代表者： 代表取締役 高野　元

インターセプター 1010801018940 なし ● ●

（株）インターセプター ● ●

〒 143-0014 TEL： 03-6423-1777 ●

東京都大田区大森中二丁目１５番５号ダイヤモンドビル大森中５０３

代表者： 代表取締役 鈴木　俊行

エムエスアイ 3013401004813 なし ● ●

（株）エム・エス・アイ

〒 206-0802 TEL： 042-401-8851

東京都稲城市東長沼２１２０番地６

代表者： 代表取締役社長 西牧　耕太郎

ディーエスシーヘルスケア 1011001104408 なし ●

ＤｅＳＣヘルスケア（株）

〒 150-8510 TEL： 03-4366-7278

東京都渋谷区渋谷二丁目２１番１号

代表者： 代表取締役 瀬川　翔
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イーアールエー 3010101009192 なし ●

（株）イーアールエー

〒 193-0835 TEL： 042-629-9548

東京都八王子市千人町三丁目３番１号第５安藤ビル３０１

代表者： 代表取締役 光武　正晃

ビースポーク 9010401121336 なし ●

（株）ビースポーク

〒 150-0002 TEL： 080-3151-0120

東京都渋谷区渋谷２‐２１‐１渋谷ヒカリエ８階

代表者： 代表取締役 綱川　明美
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セイサクソウゾウケンキュウジョ 4010601044449 なし ●

（株）政策創造研究所 ●

〒 104-0054 TEL： 090-1425-7311

東京都中央区勝どき六丁目３番１‐１３１３号

代表者： 代表取締役 吉田　大祐

エスディージーズテック 6011001129292 なし ●

（株）ＳＤＧｓテック ● ●

〒 150-0001 TEL： 03-5469-0141 ●

東京都渋谷区神宮前五丁目５２番２号青山オーバルビル１６階

代表者： 代表取締役 高野　雅晴

シーエスエル 9011101087850 なし ● ●

（株）ＣＳＬ ● ●

〒 162-0822 TEL： 03-3235-6158 ●

東京都新宿区下宮比町２番２８号　飯田橋ハイタウン８２８号

代表者： 代表取締役 市岡　正朗

オーボットエーアイ 1011001129784 なし ●

（株）ＯｂｏｔＡＩ ●

〒 150-0013 TEL： 03-3221-5085 ● ●

東京都渋谷区恵比寿二丁目６番２５号上田ビル３階

代表者： 代表取締役 北見　好拡

ディヴォートソリューション 1011101064097 なし ● ●

ディヴォートソリューション（株） ● ● ●

〒 107-0062 TEL： 03-4560-1927 ●

東京都港区南青山２‐１２‐１５南青山二丁目ビル５Ｆ

代表者： 代表取締役社長 洞本　昌明

アテンサプライ 1130001065061 なし ●

アテンサプライ（株）

〒 611-0041 TEL： 0774-25-2778 ●

京都府宇治市槙島町十八５２番地４

代表者： 代表取締役 中嶋　隆二

キッズコネクト 3010401148442 なし ●

キッズコネクト（株） ●

〒 106-0032 TEL： 03-6634-1322 ● ●

東京都港区六本木一丁目４番５号

代表者： 代表取締役 高石　尚和

アイエスシーエフ 4030001114858 なし ●

（株）アイ・エス・シー・エフ

〒 170-0005 TEL： 03-6632-2554

東京都豊島区南大塚２丁目１１番１０号ミモザビル３階

代表者： 代表取締役社長 平川　貴之

アスプレス 1021001064510 なし ● ●

アスプレス（株）

〒 222-0033 TEL： 045-534-3011

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号

代表者： 代表取締役 米谷　成一
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