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IT導入補助金 2020 1次公募（臨時対応）用 

IT導入支援事業者一覧 
  

※本一覧は、平成 30 年度補正の本事業において IT 導入支援事業者及び IT ツールの登録を受け、交付決定を受けた補助事業者を本
公募開始時点で有する IT 導入支援事業者の一覧です。 
IT 導入支援事業者の詳細情報（提供する IT ツール等）については、リスト内の事業者名をクリックしご確認ください。     

※1 次公募（臨時対応）以降に実施する公募においては、改めて IT 導入支援事業者の登録申請及び IT ツールの登録申請を行い、事
務局に登録された事業者が IT 導入支援事業者となります。 

 

事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社エスアイ・システム  北海道 全国 その他サービス業 

法人 有限会社エム・シー・ネット函館 北海道 北海道; 青森県 情報サービス業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社オプテック北海道  北海道 北海道 医療業 

法人 有限会社ジョウニシ 北海道 全国 建設・土木業; 製造業; 不動産業; 医療業 

法人 株式会社ソリューションセンター 北海道 北海道 
農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 医療業; 介護業 

法人 中央オフイスメーシヨン株式会社  北海道 全国 
情報サービス業; 飲食業; 教育・学習支援業; 医

療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ 北海道 北海道 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業; 飲食業; その他サービス業; 

上記に分類されない業種 

法人 株式会社ビィーシステム  北海道 全国 農業・林業・漁業; 建設・土木業 

法人 株式会社ビーエスコンピューター 北海道 
北海道; 青森県; 東京都; 大阪府; 兵

庫県 
卸売業; 小売業; その他サービス業 

法人 株式会社ファインドメーカー 北海道 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 不動産業; その他サービス業; 上記

に分類されない業種 

法人 株式会社フォーレスト 北海道 北海道 建設・土木業; 製造業; 小売業 

法人 有限会社東日本コンピュータ 青森県 青森県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サ

ービス業; 教育・学習支援業; その他サービス業 

法人 ｉ．ｓ．ｔ．株式会社 岩手県 
北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県 
上記に分類されない業種 

法人 エクナ株式会社 岩手県 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 運輸業; 卸売

業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃

貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

コンソーシアム 経営支援システム「GENSYS」 岩手県 全国 製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業 

法人 株式会社情報システム研究所  岩手県 全国 製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業 

法人 ＳＯＦＴＤＯＩＮＧ株式会社 岩手県 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 情報サービス

業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 宿泊業; 飲食

業; 教育・学習支援業; 介護業; 保育業 

法人 有限会社ヤスミ  岩手県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社ワイズマン 岩手県 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社ｉ－Ｊｐ 宮城県 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県; 富山県; 石川県; 京都府; 

大阪府; 福岡県; 沖縄県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社アド・エータイプ 宮城県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社エーブィテック 宮城県 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県 
教育・学習支援業; 保育業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hGOhQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006go6vQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gunpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZfDQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gar8QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zJm2QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcwEQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbuhQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNnsQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zJuuQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zApsQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gmpZQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNGLQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gi2qQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfzpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggwRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBopQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6ITQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guzlQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gigRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gay9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBzlQAE
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社ＳＪＣ 宮城県 全国 農業・林業・漁業; 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 合同会社オフィスウイル 宮城県 岩手県; 宮城県; 山形県; 福島県 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; その他

サービス業 

法人 株式会社健生 宮城県 全国 医療業 

法人 株式会社コンピュータ・システム研究所 宮城県 全国 建設・土木業; 不動産業; 医療業; 介護業 

コンソーシアム ＣＳＴコンソーシアム 宮城県 全国 建設・土木業; 不動産業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社情通 宮城県 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県; 富山県 

運輸業 

法人 テクノウイング株式会社 宮城県 岩手県; 宮城県; 山形県; 福島県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 日本エス・ディー・エル株式会社 宮城県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社レッツ 宮城県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 不動産業 

法人 エイデイケイ富士システム株式会社 秋田県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 教育・学

習支援業; 介護業; その他サービス業 

法人 株式会社オクトライズ  秋田県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 専門・技術サービス業 

コンソーシアム シグマコンソーシアム 秋田県 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 東京都 

卸売業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社シグマソリューションズ 秋田県 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県 

小売業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社日情秋田システムズ  秋田県 全国 
製造業; 卸売業; 宿泊業; その他サービス業; 上

記に分類されない業種 

法人 株式会社ウェルコム 山形県 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県 
運輸業; 小売業; 宿泊業 

法人 株式会社エス・アイ・エス八文字屋 山形県 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県 
卸売業; 小売業 

法人 株式会社エム・エス・アイ 山形県 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 生

活関連サービス業 

法人 株式会社オート情報システム  山形県 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県 
その他サービス業 

法人 キューブワン情報株式会社 山形県 宮城県; 秋田県; 山形県 
農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 小売業 

法人 株式会社ＣＢＥ－Ａ 山形県 宮城県; 秋田県; 山形県; 福島県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 宿

泊業; 飲食業 

法人 株式会社ソネット 山形県 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サービス業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 医療業; 

介護業; 保育業; その他サービス業; 上記に分類

されない業種 

コンソーシアム トスメックコンソーシアム 山形県 宮城県; 山形県; 福島県 医療業; 介護業 

法人 株式会社コンピューターシステム研究所 福島県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 介護業; その他サービス業; 

上記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7qXQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge6PQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcbfQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gg70QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gg7PQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggFKQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcqBQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcO3QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gakvQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZpCQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zMNWQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zfyBQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZcSQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7eHQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zHddQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7C2QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb2zQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNSQQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gsDhQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zDRgQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCj4QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hIEuQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZdWQAU
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社システムフォワード 福島県 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 物

品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 生活

関連サービス業; その他サービス業; 上記に分類さ

れない業種 

法人 株式会社アサイン 茨城県 全国 

建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医

療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 エスティコンサルティング株式会社 茨城県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス

業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 医

療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社エムディー 茨城県 全国 

建設・土木業; 小売業; 不動産業; 飲食業; 生

活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 

介護業 

コンソーシアム ＫＤＳ 茨城県 全国 建設・土木業; 小売業; 飲食業 

法人 有限会社シーサイドネット  茨城県 茨城県; 千葉県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動産

業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教

育・学習支援業; 介護業; 保育業; その他サービ

ス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社シード  茨城県 全国 製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社ＪＥＭＳ 茨城県 全国 その他サービス業 

法人 株式会社住設ナビ 茨城県 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売

業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃

貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 関彰商事株式会社 茨城県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ミライスタイルコンソーシアム 茨城県 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 不動産業; 専

門・技術サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 

介護業 

法人 株式会社アイシーエス 栃木県 
福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼

玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県 

建設・土木業; 卸売業; 小売業; その他サービス

業 

法人 株式会社イーズ  栃木県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社エヌシーエス 栃木県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 エムシー関東株式会社 栃木県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 

情報サービス業; 卸売業; 小売業; 生活関連サ

ービス業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社オプテック北関東  栃木県 茨城県; 栃木県; 群馬県 医療業 

法人 株式会社ジェネックス  栃木県 全国 宿泊業; 飲食業 

法人 新日本コンピュータサービス株式会社 栃木県 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県; 新潟県; 富山県; 石川県; 

福井県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山

県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広島県; 

山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高

知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本

県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県 

宿泊業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gawhQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guq5QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaWHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaizQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbAFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbkDQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfOZQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zg9YQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gk0lQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBrPQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNACQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNJyQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geovQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNV5QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gftXQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gacyQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfXgQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBczQAE
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

コンソーシアム ＴＫＣ全国会 栃木県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ティビィシィ・スキヤツト 栃木県 全国 
卸売業; 専門・技術サービス業; 生活関連サービ

ス業 

法人 株式会社エフエーシステム 群馬県 全国 製造業 

法人 株式会社クレイドルボックス  群馬県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ナブアシスト 群馬県 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 飲食業; 教育・学習支援業; その他サービ

ス業 

法人 株式会社日本放送ケーブル組合 群馬県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社モテキ 群馬県 栃木県; 群馬県; 埼玉県 
建設・土木業; 製造業; 生活関連サービス業; 医

療業 

法人 株式会社両毛システムズ  群馬県 

山形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群

馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈

川県; 新潟県; 石川県; 長野県 

製造業; 卸売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 上記に分

類されない業種 

法人 株式会社ＡＴＯＺＥＫＩ 埼玉県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

コンソーシアム 医療 ICT コンソーシアム 埼玉県 全国 小売業; 医療業; 介護業 

法人 イワイ機械株式会社 埼玉県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 
製造業 

法人 オーセブン株式会社 埼玉県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 教育・

学習支援業 

法人 株式会社グローバルソフトウェア 埼玉県 全国 医療業; 介護業; 保育業 

法人 ジーイーエム株式会社  埼玉県 
栃木県; 群馬県; 埼玉県; 東京都; 神

奈川県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サ

ービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス

業; 教育・学習支援業; 医療業; その他サービス

業 

法人 株式会社ジェイ・ソフト 埼玉県 全国 卸売業; 小売業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社セイロジャパン 埼玉県 全国 製造業 

法人 有限会社タクト 埼玉県 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 株式会社ＦＩＢＳ．ｌａｂ 埼玉県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社フォーワン 埼玉県 
茨城県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東

京都 
建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社プラス・サム 埼玉県 全国 

情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サ

ービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス

業; その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ベストプランナー合同会社 埼玉県 

北海道; 宮城県; 福島県; 茨城県; 栃

木県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京

都; 神奈川県; 新潟県; 富山県; 石川

県; 福井県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 

静岡県; 愛知県; 京都府; 大阪府; 岡

山県; 広島県; 香川県; 愛媛県; 福岡

県; 長崎県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 小売業; 不動

産業; 飲食業; 教育・学習支援業; 介護業; 保

育業; 上記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdBnQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gasfQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc7CQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hDmiQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaMqQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hMUrQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hIImQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gh20QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gguLQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaBOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbiRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gumcQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdWbQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZyoQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006glN2QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghLHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9knQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007ziMSQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfjrQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfNCQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6qpQAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 モリックス株式会社 埼玉県 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 

山梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛

知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪

府; 奈良県 

製造業 

法人 ＩＴＳ工房株式会社 千葉県 全国 建設・土木業 

コンソーシアム IT 補助金で働き方改革コンソーシアム 千葉県 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 運

輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社青山英語学院 千葉県 全国 情報サービス業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社アトラボ 千葉県 千葉県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社クリップサイト 千葉県 全国 宿泊業 

コンソーシアム GFIT 活用コンソーシアム 千葉県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 
製造業 

法人 株式会社シーネット  千葉県 全国 運輸業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 医療業 

法人 株式会社ジオサポート  千葉県 茨城県; 千葉県; 東京都; 神奈川県 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社スリーエス  千葉県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ソフトプランナー 千葉県 全国 情報サービス業; 運輸業; その他サービス業 

法人 有限会社ビズライフサポート  千葉県 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業 

法人 株式会社リーリス  千葉県 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県; 静岡県; 三重県; 滋賀県; 

京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和

歌山県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高

知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本

県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖縄

県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 東京都 全国 生活関連サービス業 

法人 株式会社アイアンドディー 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 小売業; 専門・技術サ

ービス業; 生活関連サービス業; 保育業; その他

サービス業 

法人 株式会社アイエンター 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 介護業; その他サービス業 

法人 アイオイクス株式会社  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム IT 導入運輸業支援コンソーシアム 東京都 全国 運輸業 

法人 ＩＴＪ合同会社 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

医療業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbvQQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gajiQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC1IQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gv2LQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6ElQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaf2QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9xrQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gegDQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcTOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfitQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gmr1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNBKQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z9VDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaFQQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBimQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guvjQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zj0CQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdOmQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdQ4QAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

コンソーシアム IT 導入支援コンソーシアム 2019 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム IT 導入補助金コンソーシアム 2019 東京都 全国 医療業 

法人 アイテム株式会社 東京都 

青森県; 岩手県; 宮城県; 山形県; 福

島県; 茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉

県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 山梨

県; 長野県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 

熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県 

小売業 

法人 株式会社アイランド 東京都 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 福井県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社アウトカム 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 アカリンク合同会社 東京都 全国 
建設・土木業; 情報サービス業; 運輸業; 不動産

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社アキラックス 東京都 全国 医療業 

法人 株式会社アクシス 東京都 全国 医療業 

法人 株式会社アクティブ 東京都 全国 卸売業; 物品賃貸業; 生活関連サービス業 

法人 有限会社アダプト 東京都 全国 小売業 

法人 株式会社アドバンスト・ソフト 東京都 全国 保険・金融業; 生活関連サービス業 

法人 ＡｎｏｔｈｅｒＳｈｏｔＧｏｌｆ株式会社 東京都 全国 教育・学習支援業; その他サービス業 

法人 株式会社アプリクッキング 東京都 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 卸売業; 小売

業; 不動産業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サー

ビス業; 教育・学習支援業; その他サービス業 

法人 アマゾンジャパン合同会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社アライドシステム  東京都 全国 

専門・技術サービス業; 生活関連サービス業; 医

療業; 介護業; その他サービス業; 上記に分類さ

れない業種 

法人 株式会社アルゴグラフィックス 東京都 全国 製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社アルファＴＫＧ 東京都 全国 製造業 

法人 株式会社アルファテック 東京都 全国 卸売業; 小売業 

法人 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 東京都 全国 
情報サービス業; 不動産業; 宿泊業; 上記に分

類されない業種 

コンソーシアム イージーネットコンソーシアム 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 保険・金融業; 物品賃貸業; 専門・技術

サービス業; 宿泊業; 飲食業; 教育・学習支援

業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社イースネット  東京都 全国 
情報サービス業; 小売業; 不動産業; 宿泊業; 

飲食業; 教育・学習支援業; 医療業 

法人 株式会社いい生活  東京都 全国 不動産業 

法人 株式会社ＥＢＥ 東京都 全国 卸売業; その他サービス業 

法人 株式会社イー・ビジョン 東京都 全国 

情報サービス業; 卸売業; 不動産業; 飲食業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdd8QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zF70QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guonQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfstQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGotQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gibbQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006garEQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gclLQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6bQQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zH1PQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zgWVQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gv3TQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNGyQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gk57QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZkNQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zf2HQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h0wRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaSPQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gghCQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6VDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gultQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb89QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZa2QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zqVUQAY
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社いえらぶＧＲＯＵＰ 東京都 全国 建設・土木業; 不動産業 

コンソーシアム 一般社団法人 Business IT 推進協会 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社インファクト 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社インフォ・アドバンス 東京都 
埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

京都府; 大阪府; 兵庫県 

建設・土木業; 情報サービス業; 不動産業; 生活

関連サービス業 

法人 株式会社インフォマート 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ヴァレイン 東京都 全国 卸売業; 小売業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社ウィルアンドデンターフェイス 東京都 全国 医療業 

コンソーシアム VINT コンソーシアム 東京都 全国 

情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 宿泊業; 飲

食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 

医療業; 保育業 

法人 ヴェロソフトウェア株式会社 東京都 全国 製造業; 教育・学習支援業; 医療業 

法人 株式会社牛若丸 東京都 全国 その他サービス業 

コンソーシアム 内田洋行 ＩＴ導入支援コンソーシアム 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業 

法人 ウルトラプリントサービス株式会社 東京都 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県; 石川県; 福井県; 山梨県; 

長野県; 愛知県; 滋賀県; 大阪府; 兵

庫県; 岡山県; 広島県; 徳島県; 香川

県; 愛媛県; 福岡県; 熊本県; 大分県; 

鹿児島県; 沖縄県 

情報サービス業; 卸売業; 小売業; 保険・金融

業; 不動産業; 飲食業 

法人 株式会社Ｈ＆ＫＥＹ 東京都 全国 
製造業; 情報サービス業; 不動産業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社エー・アール・シー 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 エー・アール・システム株式会社 東京都 全国 情報サービス業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ＡＮＰ 東京都 全国 
建設・土木業; 卸売業; 小売業; 不動産業; そ

の他サービス業 

法人 ＡＫＩ ＴＥＮＮＩＳ株式会社 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 不

動産業; 飲食業; 教育・学習支援業; その他サ

ービス業 

法人 株式会社エキスパー卜・システム  東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 保険・金融業; 不動産業; 専門・技術サービ

ス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社エクスクルーズ 東京都 全国 
建設・土木業; 保険・金融業; 不動産業; 物品

賃貸業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h81uQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZdpQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gtuxQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zf9uQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjN6QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7ABQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbBIQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbRQQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gscXQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gj0vQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gpPzQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geFvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdtaQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaVEQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zmjyQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hJUVQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gd85QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaRlQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdU1QAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社エクレアラボ 東京都 

宮城県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群

馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈

川県; 新潟県; 富山県; 石川県; 福井

県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 

愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大

阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 岡

山県; 広島県; 福岡県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; その他サービス業 

法人 株式会社エスエルネット 東京都 全国 

建設・土木業; 運輸業; 生活関連サービス業; 医

療業; その他サービス業; 上記に分類されない業

種 

法人 株式会社エッグシステム  東京都 
群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神

奈川県; 静岡県 

情報サービス業; 小売業; 飲食業; 生活関連サ

ービス業 

法人 株式会社エッサム 東京都 全国 専門・技術サービス業 

法人 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ  東京都 全国 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸業 

法人 ＮＲＩサイバーパテント株式会社 東京都 全国 
製造業; 情報サービス業; 専門・技術サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業 

法人 株式会社エヌ・アイ・エフ 東京都 全国 卸売業; 小売業 

法人 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＮＮＧ 東京都 全国 医療業 

法人 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ＮＴＴ東日本 ＩＴ導入補助金コンソーシアム（2019） 東京都 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県; 新潟県; 山梨県; 長野県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＮＹＫシステムズ  東京都 全国 建設・土木業 

コンソーシアム FFGS コンソーシアム 東京都 全国 
製造業; 卸売業; 専門・技術サービス業; 上記に

分類されない業種 

法人 エプソン販売株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社エム・エス・アイ 東京都 全国 その他サービス業 

法人 株式会社エムエムエクス 東京都 
茨城県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神

奈川県 
生活関連サービス業 

コンソーシアム MJS コンソーシアム 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業; 上記に分類され

ない業種 

法人 株式会社エムテイシー  東京都 全国 建設・土木業; 製造業; 運輸業 

法人 エンジェルバンク合同会社 東京都 全国 農業・林業・漁業 

法人 株式会社オーシャン 東京都 全国 建設・土木業 

法人 株式会社大塚商会 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdA1QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gtB8QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfHxQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbvpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcTDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hN7NQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gofSQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gntNQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guxpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gkZCQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc35QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6ECQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFF2QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gednQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h8J0QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFIlQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaNFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006git1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000806FyQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCh3QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjlHQAQ
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 オービットブイユージャパン株式会社 東京都 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社オープネス  東京都 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 物

品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業 

法人 オールインワンソリューション株式会社 東京都 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県 

製造業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業 

法人 株式会社オクト 東京都 全国 建設・土木業; 情報サービス業 

法人 株式会社オシカワシステム  東京都 全国 卸売業; 小売業 

法人 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 東京都 全国 建設・土木業 

法人 株式会社オフィス２４ 東京都 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 不

動産業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業 

コンソーシアム オプテックコンソーシアム 東京都 全国 情報サービス業; 医療業 

法人 株式会社オロ  東京都 全国 
建設・土木業; 情報サービス業; 専門・技術サービ

ス業 

コンソーシアム 介護現場革新コンソーシアム 東京都 全国 医療業; 介護業 

コンソーシアム カシオビジネスコンソーシアム  東京都 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 飲

食業 

法人 株式会社カナデンブレイン 東京都 全国 卸売業; 小売業 

法人 株式会社カナミックネットワーク 東京都 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社兼松ケージーケイ  東京都 全国 製造業 

コンソーシアム 株式会社シャイン総研コンソーシアム 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 川田テクノシステム株式会社  東京都 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 キーウェアソリューションズ株式会社 東京都 
青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 宿泊業; 飲食業; 教育・学習支援業; 医

療業; その他サービス業; 上記に分類されない業

種 

法人 ＫｉｄｓＤｉａｒｙ株式会社 東京都 全国 情報サービス業 

法人 ＧＩＶＥ＆ＧＩＶＥ株式会社 東京都 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 教育・学習

支援業 

法人 株式会社Ｇｉｆｔｅｄ 東京都 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 山梨県; 長

野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重

県; 京都府; 大阪府; 奈良県; 福岡県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社キャズ・インターナショナル 東京都 全国 製造業 

コンソーシアム キャドマック製品・サービスコンソーシアム 東京都 全国 製造業 

法人 キヤノンＩＴＳメディカル株式会社 東京都 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山

県; 岡山県 

医療業 

法人 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社キャロッツシステム  東京都 全国 介護業 

コンソーシアム 共創未来顧客支援システムコンソーシアム 東京都 全国 医療業 

法人 協立機電工業株式会社 東京都 全国 医療業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006grNRQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggq9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gi3eQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guvkQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gatPQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC1hQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc3FQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gg2WQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gueYQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hLnfQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gafMQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006grj8QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc2lQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hHE0QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9c0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbfdQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z9DyQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaJDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnEoQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga2bQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaHWQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaOIQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBe1QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6AFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnYCQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZrcQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zLVvQAM


2020/3/13 更新 

 10 / 40 

 

事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社グッドサイクルシステム  東京都 全国 小売業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社クラウドサービス 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社クリストフ 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社クリニックキオスク BIZ 東京都 全国 情報サービス業; 医療業 

法人 株式会社クリプラ 東京都 全国 医療業 

法人 グローシップ・パートナーズ株式会社 東京都 全国 
情報サービス業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業 

法人 ＣａｒｅＢａｎｋ ｓｙｓｔｅｍｓ株式会社 東京都 全国 介護業 

法人 株式会社ケイズ 東京都 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 山梨県; 長

野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県 

製造業; 保険・金融業; 不動産業; 上記に分類

されない業種 

法人 株式会社建築資料研究社 東京都 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 建築ソフト株式会社 東京都 全国 建設・土木業; 製造業; 不動産業 

法人 ケンユウテクノ株式会社 東京都 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社光和コンピューター 東京都 全国 製造業; 情報サービス業; 小売業 

コンソーシアム コニカミノルタジャパン IT 補助金 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 東京都 全国 宿泊業; その他サービス業 

法人 株式会社これから 東京都 全国 
情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サ

ービス業; 生活関連サービス業 

法人 サヴァリ株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社サトー  東京都 全国 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売業 

法人 サンシステム株式会社  東京都 全国 医療業 

法人 サンレイビジネス株式会社  東京都 全国 
製造業; 運輸業; 卸売業; 小売業; その他サー

ビス業 

法人 Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ Ｊａｐａｎ株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ＧＭＯコマース株式会社 東京都 全国 
卸売業; 小売業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

その他サービス業 

法人 ＧＭＯソリューションパートナー株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ＧＭＯペパボ株式会社 東京都 全国 
情報サービス業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 生

活関連サービス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfAhQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbBmQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBIFQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGrnQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zHdxQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hGmxQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcOiQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaaTQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb2uQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006grHTQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gukcQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gapqQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCbPQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hClZQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hF5gQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006glzzQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gunBQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guhSQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gazRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h86GQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCDtQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goPHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hN6EQAU
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 GMO メイクショップ株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業 

法人 株式会社ジーシーオルソリー  東京都 全国 医療業 

コンソーシアム ジーシーシステム販売コンソーシアム 東京都 全国 医療業 

法人 株式会社ジーテック  東京都 全国 その他サービス業 

法人 ジェイグラブ株式会社 東京都 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ＪＳＰＩＲＩＴＳ 東京都 全国 製造業; 卸売業 

コンソーシアム JET イノベーションコンソーシアム 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 教育・学

習支援業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社ＧＥＮＯＶＡ 東京都 全国 医療業 

法人 修美堂株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 

生活関連サービス業 

法人 Ｊｕｗｗａ株式会社 東京都 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 
情報サービス業; 飲食業 

法人 株式会社ショッパーインサイト  東京都 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 ステラグループ株式会社 東京都 東京都; 神奈川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ｓｔｏｏｏｃ株式会社 東京都 全国 専門・技術サービス業 

法人 株式会社Ｓｔｒａｔｅｇｙ＆Ｄｅｓｉｇｎ Ｌａｂｏ 東京都 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 生活関連

サービス業 

法人 株式会社ストランザ  東京都 全国 医療業 

法人 有限会社スプレッドワークス 東京都 
茨城県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神

奈川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＳＵＭＵＳ 東京都 全国 
建設・土木業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・

技術サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社スリーエスシステム  東京都 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 山

梨県; 静岡県 

物品賃貸業 

法人 株式会社３Ｆｉｌｍｓ 東京都 全国 情報サービス業; 不動産業; 物品賃貸業 

法人 誠伸商事株式会社 東京都 全国 製造業 

法人 株式会社ゼネテック  東京都 全国 製造業; 情報サービス業; 卸売業 

法人 株式会社セルクル  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 保育業 

法人 株式会社ソースリンク 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 飲食業; 生活関連サービ

ス業; 医療業; 介護業; その他サービス業 

法人 株式会社ソフェスター 東京都 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県 農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社ソフテック・アルファ 東京都 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 
運輸業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggQzQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gs6CQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcDZQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcGTQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h8wOQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gusGQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFe7QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBRCQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hDOMQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zekoQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdR2QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zmibQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000801vjQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb8sQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gugoQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaOmQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdiSQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBfEQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaOcQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6PAQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcj0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFUqQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gudQQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZmhQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnOKQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zCmxQAE
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社ソフテム 東京都 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県; 新潟県; 富山県; 石川県; 

福井県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山

県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広島県; 

山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高

知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本

県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県 

建設・土木業; 製造業; 医療業 

法人 ソフトハウス株式会社 東京都 全国 不動産業 

法人 ソフトバンク株式会社 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 ソフトブレーン株式会社 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専

門・技術サービス業; 宿泊業; 医療業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ソレキア株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 運

輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 大興電子通信株式会社 東京都 

宮城県; 秋田県; 山形県; 福島県; 茨

城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千葉

県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富山

県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野県; 

岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 滋

賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良

県; 和歌山県; 鳥取県; 島根県; 岡山

県; 広島県; 山口県; 福岡県; 佐賀県; 

長崎県; 熊本県; 大分県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 大創システム株式会社  東京都 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 山梨県; 静岡県 

運輸業 

法人 株式会社ダイテック  東京都 全国 建設・土木業; 小売業; 不動産業 

法人 株式会社ダイナックス  東京都 全国 専門・技術サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 宝印刷株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 タカラ食品工業株式会社 東京都 全国 製造業 

法人 有限会社竹橋経営コンサルティング  東京都 全国 
建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 飲食業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社タジマ 東京都 全国 その他サービス業 

法人 株式会社タテムラ 東京都 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県 専門・技術サービス業 

法人 株式会社チームスピリット  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 

医療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社チタン 東京都 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 都築電気株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社ディー・エヌ・エー 東京都 全国 運輸業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbhdQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge2XQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaVTQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBmtQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggvEQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcY2QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ger1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggHCQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gyIRQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNGPQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdoQQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghetQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge7DQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guiuQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbPyQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zgx5QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hN7gQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb0UQAQ
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 ディーコープ株式会社 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業 

コンソーシアム DCD コンソーシアム 東京都 全国 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売業 

法人 株式会社テクノソリューションズ 東京都 全国 製造業; 情報サービス業; 教育・学習支援業 

法人 テクノポート株式会社 東京都 全国 製造業 

コンソーシアム 電子薬歴コンソーシアム 11 東京都 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社テンポス情報館  東京都 全国 小売業; 飲食業 

法人 株式会社Ｔｏｏ 東京都 

北海道; 岩手県; 宮城県; 山形県; 福

島県; 茨城県; 埼玉県; 千葉県; 東京

都; 神奈川県; 岐阜県; 静岡県; 愛知

県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

兵庫県; 奈良県; 福岡県; 佐賀県; 長

崎県; 熊本県; 大分県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医

療業; その他サービス業; 上記に分類されない業

種 

法人 東京オータス株式会社  東京都 全国 卸売業; 小売業; 生活関連サービス業; 医療業 

法人 株式会社東光オーエーシステム  東京都 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 東芝テック株式会社  東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 東洋通信工業株式会社 東京都 全国 
建設・土木業; 専門・技術サービス業; その他サー

ビス業; 上記に分類されない業種 

法人 東和ソリューションエンジニアリング株式会社 東京都 全国 
情報サービス業; 専門・技術サービス業; 教育・学

習支援業 

法人 Talknote 株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 東レＡＣＳ株式会社 東京都 全国 製造業; 小売業; 専門・技術サービス業 

法人 トップブランディング株式会社 東京都 全国 
建設・土木業; 情報サービス業; 保険・金融業; 

不動産業; 宿泊業; 飲食業; その他サービス業 

法人 株式会社トランジット  東京都 全国 飲食業 

法人 株式会社ナビタイムジャパン 東京都 全国 

情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不

動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 医療

業; その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社西新宿ドットネット  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社弐拾参 東京都 全国 
情報サービス業; 不動産業; 生活関連サービス

業; その他サービス業 

コンソーシアム 日建 BP コンソーシアム 東京都 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 日商エレクトロニクス株式会社 東京都 全国 製造業; 情報サービス業; 卸売業 

法人 株式会社ニッセイコム  東京都 全国 製造業; 卸売業; 教育・学習支援業 

法人 日通システム株式会社  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 日本事務器株式会社 東京都 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 卸売業; 宿泊業; 

医療業; 介護業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000803xoQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zD2RQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gsmwQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hIZ7QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zmTOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCdfQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gotPQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gapMQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gubZQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaqeQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdMvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hAbdQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZcwQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guflQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaoYQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hDd2QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbTvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaPfQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000806qdQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcDAQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gd9wQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guoJQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gabqQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h655QAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社日本アルシス 東京都 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業 

法人 日本カーネット株式会社  東京都 全国 その他サービス業 

法人 日本光電工業株式会社 東京都 全国 医療業 

法人 株式会社日本システムテクノロジー 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業; 飲

食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 

医療業; 介護業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社日本橋コンサルティングファーム 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 日本ビジネスシステムズ株式会社  東京都 全国 製造業; 情報サービス業; 運輸業; 保険・金融業 

法人 日本ビスカ株式会社 東京都 全国 医療業 

法人 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社 東京都 全国 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 医療業 

法人 株式会社ニュートンデザイン  東京都 全国 

情報サービス業; 卸売業; 小売業; 保険・金融

業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 

飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援

業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 ニューマネジメントシステム株式会社 東京都 全国 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ネクストビート  東京都 全国 教育・学習支援業; 保育業 

法人 ネプラ株式会社 東京都 全国 製造業; 情報サービス業; 運輸業; 医療業 

法人 株式会社ノイマン 東京都 全国 教育・学習支援業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ノーザシステム販売コンソーシアム  東京都 

北海道; 茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼

玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県; 鳥取県; 島根県; 岡

山県; 広島県; 山口県; 徳島県; 香川

県; 愛媛県; 高知県; 福岡県; 佐賀県; 

長崎県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿

児島県 

医療業 

法人 パーソナル情報システム株式会社  東京都 全国 農業・林業・漁業 

法人 株式会社バーチャルネットサポート  東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 生

活関連サービス業; 医療業; 介護業; その他サー

ビス業 

法人 株式会社ＢＡＩＳＯＫＵ 東京都 
群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神

奈川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 飲食業; 生活関連サ

ービス業; 教育・学習支援業; 介護業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ハイブリッジ株式会社 東京都 全国 小売業; 医療業 

法人 株式会社博士．ｃｏｍ 東京都 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 株式会社ハッピー・メンター 東京都 全国 

情報サービス業; 小売業; 保険・金融業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医

療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

コンソーシアム BML 電子カルテコンソーシアム 東京都 全国 医療業 

コンソーシアム PHCMN コンソーシアム 東京都 全国 医療業 

法人 ピー・エス・シー株式会社 東京都 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ｂサーチ 東京都 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売

業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃貸業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; 保育業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcHMQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZeZQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbBhQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdqbQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hKEBQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zP7fQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gi6TQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaspQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zbiDQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaH7QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdM7QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zkL9QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gmktQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9EDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNY9QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaJrQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gualQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7B9QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaLEQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gsWKQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaIFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gn4PQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gckcQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hG2fQAE
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

コンソーシアム PCA コンソーシアム 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 飲食業; 医療業; 介護業; 保育

業; その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社Ｐｅａｃｅ Ｆａｃｔｏｒｙ 東京都 全国 

情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不

動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社ビービーシー  東京都 全国 
建設・土木業; 保険・金融業; 不動産業; 専門・

技術サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ビジコムコンソーシアム 東京都 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県 小売業; 医療業 

法人 株式会社ビジネスバンクグループ  東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; その他

サービス業 

法人 株式会社ビジュアルリサーチ 東京都 全国 不動産業 

法人 株式会社ビズリンク 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社飛躍 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 情報サービス業; 卸売業; 小

売業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 

医療業 

法人 株式会社ヒューマンウェア 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動産

業; 物品賃貸業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 ＦｕｎＴｒｅ株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不

動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サー

ビス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社フィット・コム 東京都 全国 飲食業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社フォーラムエイト 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 専門・技術サービス業; 生

活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 

上記に分類されない業種 

法人 株式会社フォレストバーウッド 東京都 埼玉県; 東京都; 神奈川県 製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業 

コンソーシアム 奉行 IT 導入支援コンソーシアム 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生

活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 

介護業; その他サービス業; 上記に分類されない

業種 

コンソーシアム 富士ゼロックスコンソーシアム  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社富士通マーケティング 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム freee コンソーシアム 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ブロードリーフ 東京都 全国 
製造業; 運輸業; 卸売業; 専門・技術サービス

業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ブロードリーフコンソーシアム 東京都 全国 
製造業; 運輸業; 卸売業; 専門・技術サービス

業; 上記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gec6QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h5xpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guYkQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hN7XQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBxVQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaVPQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNBYQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goqpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hK0lQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjreQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghjjQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaUfQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghucQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghbpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcvpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geRSQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCeEQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga9hQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga9wQAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 ベースシステム株式会社  東京都 全国 その他サービス業 

コンソーシアム ベースシステム コンソーシアム  東京都 全国 その他サービス業 

法人 株式会社ベストエフォートマーケティング  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ベル・データ株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 宿泊業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医

療業; 介護業 

法人 保育ＩＣＴ株式会社 東京都 全国 保育業 

法人 株式会社マイダスアイティジャパン  東京都 全国 
建設・土木業; 製造業; 専門・技術サービス業; 

教育・学習支援業 

法人 株式会社マイプロファイル 東京都 全国 
専門・技術サービス業; 生活関連サービス業; 介

護業 

法人 株式会社マクロス 東京都 全国 建設・土木業; 製造業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社マックスストーン  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム MissClerk&Secretary  東京都 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 山梨県; 長野県; 静岡

県; 愛知県; 福岡県; 長崎県; 大分県; 

沖縄県 

医療業 

法人 株式会社三菱電機ビジネスシステム 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 保険・金融業; 物品賃貸業; 専門・技術

サービス業; 宿泊業; 飲食業; 医療業; 介護業; 

その他サービス業 

コンソーシアム 三菱電機ビジネスシステム IT 導入支援コンソーシアム 東京都 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 飲食業; 生活関連サービ

ス業; 医療業; 介護業; その他サービス業 

法人 株式会社ｍｉｎａｍｏｔｏ 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 小売業; 専門・技術サービス業; 飲

食業; 生活関連サービス業; 介護業 

法人 株式会社未来樹脂 東京都 全国 製造業 

法人 株式会社ミロク情報サービス  東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業; 上記に分類され

ない業種 

法人 武蔵株式会社 東京都 全国 不動産業 

法人 メディア株式会社 東京都 全国 医療業 

法人 メディアネットワークジャパン株式会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動産

業; 物品賃貸業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社モノクス 東京都 全国 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社 ユーズ・コーポレーション 東京都 全国 製造業 

法人 株式会社ユカアンドアルファ 東京都 全国 製造業; 教育・学習支援業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guf8QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giEXQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCtYQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBCtQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gsRZQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaL5QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zAhjQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBsrQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaj9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gz5GQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaKGQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaKLQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6eKQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gmh1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaN5QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaGnQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gh5xQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gavAQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hLJOQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hG2VQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goOdQAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業 

法人 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ  東京都 全国 医療業 

法人 ユニテックシステム株式会社  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 運

輸業; その他サービス業; 上記に分類されない業

種 

法人 株式会社ユニマットリック 東京都 全国 
建設・土木業; 製造業; 卸売業; 不動産業; 教

育・学習支援業 

コンソーシアム ヨシダコンソーシアム 東京都 全国 医療業 

コンソーシアム ４７ＣＬＵＢコンソーシアム 東京都 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 卸売業; 小売業; 

飲食業 

法人 株式会社ライトアップ  東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社リード 東京都 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県 
医療業; 介護業 

法人 株式会社Ｌｉｑｕｉｄ 東京都 全国 

小売業; 保険・金融業; 不動産業; 宿泊業; 飲

食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 

保育業 

法人 株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション 東京都 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

コンソーシアム リコージャパンコンソーシアム 東京都 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業 

法人 リニュアル仲介株式会社 東京都 全国 不動産業; 物品賃貸業 

法人 リバイス合同会社 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社Ｒｅｈａｂ ｆｏｒ ＪＡＰＡＮ 東京都 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社レオリンク 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社レベルス 東京都 全国 
製造業; 情報サービス業; 小売業; 不動産業; 

飲食業 

法人 株式会社レンダーズクラウド 東京都 全国 不動産業 

法人 ロジザード株式会社  東京都 全国 運輸業; 卸売業; 小売業 

コンソーシアム WiZ CLOUD（IT 導入補助金 2019） 東京都 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社アドプランニング 神奈川県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社アマダ 神奈川県 全国 製造業 

法人 アマノ株式会社 神奈川県 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

医療業; 介護業; 保育業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcnlQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zclmQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006garDQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guiaQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghRLQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggazQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007ziSSQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC5UQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gamrQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcFBQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdtzQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdk9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hK7FQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gd5fQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h70fQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zC8JQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbDOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbXOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge86QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gwofQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZozQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hAN2QAM
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社アリアエンタープライズ 神奈川県 全国 
製造業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 

宿泊業; 医療業 

法人 株式会社エアホスト 神奈川県 全国 宿泊業 

法人 株式会社ＡＱライフ 神奈川県 全国 卸売業; 小売業; 上記に分類されない業種 

法人 Ｓ．Ｓ．Ｔ‐Ｃ株式会社 神奈川県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社エフエーサービス 神奈川県 全国 製造業 

法人 株式会社キャドネット 神奈川県 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 グローバルコンサルティング株式会社 神奈川県 
埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

静岡県 

情報サービス業; 小売業; 生活関連サービス業; 

保育業; その他サービス業 

法人 コダマコーポレーション株式会社 神奈川県 全国 建設・土木業; 製造業; 教育・学習支援業 

コンソーシアム コンサラート IT 導入支援コンソーシアム 神奈川県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 不動産業; その他サービス業 

法人 合同会社サウンドロープ  神奈川県 東京都; 神奈川県; 大分県 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業 

法人 株式会社ｊＰＣ 神奈川県 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県 建設・土木業; 製造業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社システムアンドリサーチ  神奈川県 全国 
小売業; 生活関連サービス業; 上記に分類されな

い業種 

法人 株式会社陣屋コネクト 神奈川県 全国 
宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; その他サービス業 

法人 株式会社スタッグ 神奈川県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社ＳＥＮＫ 神奈川県 全国 情報サービス業; 小売業; 専門・技術サービス業 

法人 デジタルプロセス株式会社  神奈川県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 専門・技術サービス業; 医療業 

法人 株式会社ともクリエーションズ 神奈川県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生

活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 

介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 ナイスコンピュータシステム株式会社 神奈川県 全国 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ニューメディア総合企画 神奈川県 

福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼

玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 山

梨県; 長野県; 静岡県; 愛知県 

建設・土木業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ハーモナイズ 神奈川県 
茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 静岡県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 ピーホット株式会社  神奈川県 

茨城県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東

京都; 神奈川県; 新潟県; 長野県; 岐

阜県; 静岡県; 愛知県 

情報サービス業; 医療業 

法人 株式会社ピュアステップ  神奈川県 全国 介護業 

法人 株式会社フアクト 神奈川県 全国 製造業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社ブレスビット 神奈川県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 山

梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知

県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

福岡県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 教育・学習支援

業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社プロフィット 神奈川県 全国 製造業; 情報サービス業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社ラウンドパワー 神奈川県 全国 製造業 

法人 株式会社和功テクニカ  神奈川県 全国 製造業 

法人 株式会社アイテツク 新潟県 全国 建設・土木業; 小売業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCv5QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h75uQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdW2QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdNjQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gukvQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z7SvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggjrQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaHqQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hJB1QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zjYoQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h77vQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdCqQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdbbQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfPXQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I0000080Cj9QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6PoQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gucwQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvLhQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbPpQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hGBwQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zfD6QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFM8QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnXTQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbbpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gf6kQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC07QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hEzOQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNc6QAE
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社エヌ・シー・エス 新潟県 
福島県; 新潟県; 大阪府; 兵庫県; 鹿

児島県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 保険・金融業; 専門・技術サービス業; 飲食

業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社コンピュータシステム  新潟県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業; 飲食業 

コンソーシアム コンプケア IT 導入補助金 2019 新潟県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社シアンス 新潟県 
埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

新潟県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サ

ービス業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援

業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社システムウェーブ  新潟県 新潟県 建設・土木業; 小売業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社システムエース  新潟県 全国 
農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 卸売

業; 小売業; 物品賃貸業; その他サービス業 

法人 株式会社スマイルファーム  新潟県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社スリー  新潟県 

山形県; 福島県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 長野県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社トラステック  新潟県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 医療業; 介護業 

法人 有限会社新潟情報機サービス  新潟県 新潟県 専門・技術サービス業 

法人 日経マシナリー株式会社 新潟県 新潟県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生

活関連サービス業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社日本ビジネス・サポート  新潟県 全国 小売業 

法人 株式会社ネットシスジャパン 新潟県 全国 宿泊業 

法人 株式会社丸互 新潟県 新潟県 建設・土木業; 製造業; 介護業 

法人 有限会社アクセル 富山県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サービ

ス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; 保育業; その他サービス業 

コンソーシアム alphacam コンソーシアム 富山県 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 株式会社トヤマデータセンター 富山県 富山県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業 

法人 日本ソフテック株式会社 富山県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社フリー・スタイル 富山県 

群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 新

潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 長野

県; 岐阜県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

奈良県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社ホクタテ 富山県 富山県; 石川県; 福井県 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 宿

泊業; 飲食業; 教育・学習支援業; 医療業; 介

護業; その他サービス業 

法人 ライコムシステムズ株式会社  富山県 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 株式会社ルビコン 富山県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gd9SQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaMHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc4rQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdYIQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zH6JQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hJgRQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbnHQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h1p7QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006genEQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gboeQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zo8kQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdOwQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hHE5QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcTXQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvKyQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zkFuQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGnMQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfSRQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfjcQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdUpQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcWtQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaDPQAY
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社ｉ－Ｓｔｙｌｅ 石川県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＡＤＩ．Ｇ 石川県 全国 卸売業; 小売業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社エヌジェイシー  石川県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サービス業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 医療業; 

介護業; その他サービス業 

法人 クレスコ北陸株式会社 石川県 全国 製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業 

法人 五大開発株式会社 石川県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社シーピーユー  石川県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社ジェイ・エス・エス 石川県 
東京都; 新潟県; 富山県; 石川県; 福

井県 
製造業; 卸売業; 小売業; 医療業 

法人 株式会社タスク 石川県 

東京都; 神奈川県; 富山県; 石川県; 

福井県; 長野県; 岐阜県; 愛知県; 滋

賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 専門・技

術サービス業; 宿泊業; 飲食業 

法人 株式会社ティー・エス・アイ 石川県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社建設ドットウェブ  石川県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 専門・

技術サービス業; その他サービス業 

法人 株式会社ほくつう 石川県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 北陸コンピュータ・サービス株式会社 石川県 富山県; 石川県; 福井県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

医療業; 介護業 

法人 株式会社北陸システムセンター  石川県 

富山県; 石川県; 福井県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 奈良

県 

製造業; 運輸業; 生活関連サービス業; その他サ

ービス業 

法人 北国インテックサービス株式会社  石川県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 宿泊業; 

教育・学習支援業; 医療業; その他サービス業 

コンソーシアム 北國生産性向上推進コンソーシアム 石川県 
東京都; 富山県; 石川県; 福井県; 愛

知県; 京都府; 大阪府 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ライブ・コミュニケーションズ株式会社 石川県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県; 鳥取県; 島根県; 岡

山県 

卸売業; 小売業 

法人 株式会社ロジック  石川県 全国 生活関連サービス業; 介護業 

法人 有限会社アクテイ 福井県 
石川県; 福井県; 岐阜県; 滋賀県; 京

都府 
建設・土木業; 運輸業; 小売業 

法人 株式会社Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ 福井県 

茨城県; 埼玉県; 東京都; 神奈川県; 

新潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 山

梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知

県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

兵庫県; 奈良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム 株式会社システムランコンソーシアム 福井県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zj8RQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcV4QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gafbQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZosQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guavQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gim0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gevSQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcrYQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNqcQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbKPQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaynQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gugLQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaL9QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnieQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCOpQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZqZQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghMAQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hELxQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaiQQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcSZQAY
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社システムグラフィ  福井県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 合同会社ＴＥＡＭ－Ｔ 福井県 
富山県; 石川県; 福井県; 岐阜県; 愛

知県; 滋賀県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ネットショップ支援室  福井県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 Ｂｉｇｍａｃ株式会社 福井県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 

飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援

業; 医療業; その他サービス業; 上記に分類され

ない業種 

コンソーシアム 福井コンピュータアーキテクトコンソーシアム 福井県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

コンソーシアム 福井コンピュータコンソーシアム 福井県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社アイズモーション 長野県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不

動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 介

護業; その他サービス業 

法人 アシストプラン株式会社 長野県 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 

山梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛

知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪

府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 岡山

県; 広島県 

卸売業; 小売業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン  長野県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 アルゴジャパン・イーエス株式会社  長野県 

茨城県; 群馬県; 東京都; 新潟県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 

滋賀県 

製造業 

法人 株式会社いとう 長野県 東京都; 長野県 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 保険・金融業; 医療業; 介護業 

法人 インフィニティソリューションズ株式会社 長野県 全国 製造業; 教育・学習支援業 

法人 キャディット・プロジェクト株式会社 長野県 
群馬県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県 
製造業 

法人 株式会社サンセイコンピュータシステム  長野県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県 

製造業; 卸売業 

法人 株式会社シーティーエス  長野県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 情報マネジメントシステム株式会社 長野県 
新潟県; 富山県; 石川県; 山梨県; 長

野県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 飲食業; 介護業 

法人 ディーアイシージャパン株式会社 長野県 全国 その他サービス業 

法人 株式会社テクネット  長野県 全国 
卸売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; その他サー

ビス業 

法人 株式会社Ｄｉｇｉｔ Ｗｏｒｋｓ 長野県 全国 製造業 

法人 長野日本ソフトウエア株式会社 長野県 埼玉県; 東京都; 山梨県; 長野県 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業 

法人 ワイズ公共データシステム株式会社 長野県 全国 建設・土木業; 運輸業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdNyQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaNUQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggXbQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga4rQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaTcQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbeFQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gf6aQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCsaQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbPeQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zHDBQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNtJQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gqBjQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gtLrQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZbMQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcyPQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zHHwQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvIOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zdQGQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guYpQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gafHQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge9sQAA


2020/3/13 更新 

 22 / 40 

 

事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社インプローブ  岐阜県 

青森県; 岩手県; 宮城県; 秋田県; 山

形県; 福島県; 茨城県; 栃木県; 群馬

県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川

県; 新潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 

山梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛

知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪

府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 鳥取

県; 島根県; 岡山県; 広島県; 山口県; 

徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県; 福

岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大分

県; 宮崎県; 鹿児島県 

製造業 

法人 ウィリー株式会社 岐阜県 全国 製造業 

コンソーシアム ウィリーコンソーシアム 岐阜県 全国 製造業 

法人 有限会社オフイスフジタ  岐阜県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業 

法人 共立コンピューターサービス株式会社 岐阜県 岐阜県; 愛知県; 三重県; 滋賀県 卸売業; 小売業 

法人 株式会社サイバーインテリジェンス  岐阜県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 サンカクドウコンピューター株式会社 岐阜県 全国 製造業; 運輸業; 卸売業; その他サービス業 

法人 株式会社シマデン 岐阜県 岐阜県 建設・土木業 

法人 下野機械株式会社 岐阜県 
東京都; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三

重県 
製造業 

法人 株式会社ソナス 岐阜県 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 滋

賀県; 京都府; 大阪府; 福岡県 

建設・土木業; 小売業; 飲食業; その他サービス

業 

法人 株式会社ソフテル 岐阜県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社テクノア 岐阜県 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県; 新潟県; 富山県; 石川県; 

福井県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山

県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広島県; 

山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高

知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本

県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県 

製造業; 生活関連サービス業; 医療業; その他サ

ービス業 

法人 株式会社電算システム  岐阜県 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 医療業; 介護業; そ

の他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＮＥＸＴ岐阜 岐阜県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社物件王 岐阜県 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 株式会社マルトウコンパック 岐阜県 全国 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ラボーナ 岐阜県 

富山県; 石川県; 福井県; 長野県; 岐

阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀

県; 京都府; 大阪府 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

上記に分類されない業種 

法人 株式会社アイティエス 静岡県 北海道; 静岡県 
建設・土木業; 製造業; 小売業; 上記に分類さ

れない業種 

法人 株式会社アスカ  静岡県 全国 建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ウィンドラボ 静岡県 東京都; 静岡県 建設・土木業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社エイプラスワイ 静岡県 静岡県 
農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcciQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZgUQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zMQFQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007znRfQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC2QQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbF0QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gurcQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guchQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gapHQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gyGLQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGnRQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZdMQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfiKQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdl2QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbNiQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbreQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaSFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goZ7QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gud1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcgVQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007znC9QAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 有限会社エンジェルハート 静岡県 全国 製造業; 生活関連サービス業 

法人 大石機械株式会社 静岡県 静岡県 製造業; 卸売業 

法人 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング  静岡県 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 飲食業 

法人 加和太建設株式会社 静岡県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社クライマワークス 静岡県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業; 飲食業; 教育・学習支援業; 保育

業 

法人 クラウド２ＭＦＧ株式会社 静岡県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

コンソーシアム 建設システムコンソーシアム  静岡県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社ゴードーソリューション 静岡県 全国 製造業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社電算インフォメーション 静岡県 全国 
小売業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

上記に分類されない業種 

法人 株式会社ハイ・バリュー 静岡県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 静

岡県 

製造業; 飲食業 

法人 株式会社富士データシステム  静岡県 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社プロス 静岡県 全国 製造業 

法人 有限会社メルシー  静岡県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム Leap コンソーシアム 1 静岡県 神奈川県; 新潟県; 山梨県; 静岡県 製造業 

コンソーシアム Leap コンソーシアム２ 静岡県 神奈川県; 新潟県; 山梨県; 静岡県 製造業 

法人 株式会社Ｒ＆Ｄソフトウエア 愛知県 
福井県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三

重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 不動産

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 保

育業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム アイサンテクノロジー株式会社コンソーシアム 愛知県 全国 上記に分類されない業種 

法人 ＩＣソリューションズ株式会社 愛知県 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

富山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長

野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重

県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 和歌山

県 

情報サービス業; 小売業; 医療業 

法人 株式会社ＩＴ Ｗｏｒｌｄ 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ＩＴ導入補助金 リコーエレメックスコンソーシアム  愛知県 全国 製造業 

法人 株式会社アルタ 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 教育・学習支援業; 

介護業; 保育業 

法人 株式会社アンビシャス 愛知県 
東京都; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三

重県; 京都府 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 教育・

学習支援業; 介護業 

法人 株式会社イシダテクノ  愛知県 全国 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売業 

法人 イスコジャパン株式会社 愛知県 岐阜県; 愛知県; 三重県 その他サービス業 

法人 株式会社イッツ  愛知県 岐阜県; 愛知県; 三重県 卸売業; 小売業; 飲食業 

法人 有限会社エイキューブ 愛知県 全国 製造業 

法人 Ｅｖｏ．Ｓｏｆｔｗａｒｅ株式会社 愛知県 全国 製造業; 専門・技術サービス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zfmUQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnc6QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNJTQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gczSQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zAFLQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdb7QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gexsQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gq8LQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gelIQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvB8QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hJihQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gkLZQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gh6MQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zFukQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zECOQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcErQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdD0QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hF23QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggfzQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaa9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNSkQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6DsQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hN3UQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goguQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gf1LQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbeKQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000805UvQAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社ＡＩコミュニケーション 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社エッコ 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社エムアンドシー 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社オアシス  愛知県 全国 
建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 不動産業 

法人 株式会社覚王山総研 愛知県 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業; 上記に分類され

ない業種 

法人 カトー機械株式会社 愛知県 岐阜県; 愛知県; 三重県 製造業 

法人 株式会社カプセル 愛知県 愛知県 建設・土木業 

法人 キャリアネット株式会社 愛知県 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 株式会社求人企画 愛知県 愛知県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 小売業; 不動

産業; 専門・技術サービス業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社コプロ 愛知県 

茨城県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東

京都; 神奈川県; 長野県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県 

製造業; 情報サービス業 

法人 サークレッジ株式会社  愛知県 

東京都; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三

重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 奈良

県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社サイブロス  愛知県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技

術サービス業; 飲食業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社サカイｉＴ経営 愛知県 岐阜県; 愛知県 
建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社サンプランソフト 愛知県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 有限会社シーエスプラス 愛知県 岐阜県; 愛知県; 三重県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 小売業; 不動産業; 専門・

技術サービス業; 飲食業; 医療業; その他サービ

ス業; 上記に分類されない業種 

法人 有限会社ジェー・エム・エス 愛知県 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社ジェーピーマネジメント  愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 

飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援

業; 医療業; 介護業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社システムジャパン 愛知県 全国 その他サービス業 

法人 株式会社シックス  愛知県 全国 小売業; 宿泊業; 飲食業 

法人 新日本法規出版株式会社 愛知県 全国 上記に分類されない業種 

法人 シンプルワークス株式会社 愛知県 全国 
農業・林業・漁業; 卸売業; 小売業; 上記に分

類されない業種 

法人 株式会社スガヌマ  愛知県 岐阜県; 愛知県; 三重県 専門・技術サービス業 

法人 株式会社スペリオル  愛知県 全国 製造業; 宿泊業; 飲食業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zHdEQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNLZQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gh3XQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h4EoQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb7fQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gebwQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6qfQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZoYQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcQ9QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcH2QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gsbKQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000803k7QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hDeFQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hByOQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNQtQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z7KrQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6TlQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaLxQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb9qQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga98QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gsJLQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giaOQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z7N2QAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 ゼロスタイルジャパン株式会社 愛知県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業 

法人 ０１フィラメント株式会社 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社タイテック  愛知県 全国 製造業 

法人 タクテックス株式会社  愛知県 全国 生活関連サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＤａＬａ Ｆａｒｍ 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ティーエイト 愛知県 全国 
情報サービス業; 専門・技術サービス業; 医療業; 

介護業 

法人 株式会社デジタライズ  愛知県 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 卸売業; 小売

業; 保険・金融業; 不動産業; 宿泊業; 飲食

業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社東海総研 愛知県 全国 

製造業; 保険・金融業; 専門・技術サービス業; 

飲食業; 生活関連サービス業; 医療業; 介護業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社東名ソリューションズ 愛知県 
福井県; 長野県; 岐阜県; 愛知県; 三

重県; 滋賀県; 大阪府 
医療業 

法人 株式会社トヨシマビジネスシステム  愛知県 全国 製造業; 卸売業 

法人 株式会社トラックス  愛知県 全国 

建設・土木業; 製造業; 卸売業; 物品賃貸業; 

介護業; その他サービス業; 上記に分類されない

業種 

法人 Ｔｒａｎｚａｃ株式会社 愛知県 全国 製造業; 運輸業 

法人 株式会社ドリームフォース 愛知県 

東京都; 神奈川県; 長野県; 岐阜県; 

静岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京

都府; 大阪府; 奈良県 

建設・土木業 

法人 株式会社ニューフォース 愛知県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ネットアーツ  愛知県 全国 
教育・学習支援業; 保育業; その他サービス業; 

上記に分類されない業種 

法人 株式会社ハートビートシステムズ  愛知県 

東京都; 神奈川県; 岐阜県; 静岡県; 

愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大

阪府; 奈良県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 保険・金融業; 専門・技術サービス業; 飲食

業; 介護業 

法人 株式会社繁昌 愛知県 全国 
製造業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 教育・学習

支援業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 有限会社ピーシーエス  愛知県 全国 建設・土木業 

コンソーシアム ピースシステムソリューションズ  愛知県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 飲食業; 生活関連サ

ービス業; 教育・学習支援業 

法人 beeanz 株式会社 愛知県 全国 建設・土木業; 製造業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社フォーブレイン 愛知県 岐阜県; 愛知県; 三重県 情報サービス業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社藤井機械 愛知県 

新潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 山

梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知

県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

兵庫県; 奈良県; 和歌山県 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 専門・技術サ

ービス業 

法人 株式会社ブレインシティ 愛知県 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社Ｂｅｓｔｎａｖｉ．ｊｐ ｃｏｍｐａｎｙ 愛知県 全国 
建設・土木業; 運輸業; 小売業; 生活関連サー

ビス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gudpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gexiQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hGNjQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaskQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjChQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGvGQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbdHQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gkvmQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCvjQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6mYQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBSKQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hDHLQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZgQQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006glXWQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbIOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guZdQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hMVzQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCpMQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb1DQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gqvrQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNiTQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZhwQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9rtQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zhTaQAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 ベルエアー株式会社 愛知県 愛知県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ミカワリコピー販売株式会社 愛知県 愛知県 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 保険・金融業; 飲食業; 生活関連サービス

業; 介護業 

法人 名南歯科貿易株式会社 愛知県 全国 製造業; 医療業 

法人 株式会社大和デザイン  愛知県 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ユニフェイス 愛知県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 長野県; 岐

阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀

県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 

和歌山県; 鳥取県; 岡山県; 広島県 

製造業 

法人 株式会社ライオンハート 愛知県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 保育業; その他サービス業; 上記に分

類されない業種 

法人 株式会社ライカシャトル 愛知県 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 京

都府; 大阪府; 兵庫県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ラポール  愛知県 全国 製造業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社レジスタ 愛知県 
長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三

重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府 

建設・土木業; 情報サービス業; 小売業; 保険・

金融業; 専門・技術サービス業; 教育・学習支援

業; 上記に分類されない業種 

法人 ワイジェーエス販売株式会社 愛知県 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 専門・技術サ

ービス業 

法人 株式会社ウィル・ドゥ 三重県 全国 生活関連サービス業; 医療業; その他サービス業 

法人 株式会社コムデック  三重県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社テクノ  三重県 

福井県; 山梨県; 岐阜県; 静岡県; 愛

知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪

府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 徳島

県 

建設・土木業 

法人 有限会社東海エンジニアサービス 三重県 愛知県; 三重県 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社ビーイング 三重県 全国 建設・土木業 

コンソーシアム ビーイングコンソーシアム 三重県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社ＢＩＺサポート  三重県 岐阜県; 愛知県; 三重県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 介護業; 保育業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ミエデンシステムソリューション  三重県 東京都; 愛知県; 三重県; 大阪府 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 医

療業; 介護業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ウェブスクウェア 滋賀県 全国 情報サービス業 

法人 仁虎株式会社 滋賀県 
三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 奈

良県 

情報サービス業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 専門・技術サービス業; その他サービス業 

法人 合同会社シンプレスト 滋賀県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hJWqQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gf2EQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I0000080AFBQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hB0BQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNLPQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h785QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjZQQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gn8MQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFddQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giLTQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zNSWQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbj5QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZe4QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcI0QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCAzQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC0jQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZkbQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zBm3QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdNFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghzIQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gv9lQAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社ソレプロ 滋賀県 全国 

製造業; 小売業; 保険・金融業; 専門・技術サー

ビス業; 教育・学習支援業; その他サービス業; 上

記に分類されない業種 

法人 株式会社プリムスクリエイティブ 滋賀県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県; 鳥取県; 島根県; 岡

山県; 広島県; 山口県; 徳島県; 香川

県; 愛媛県; 高知県; 福岡県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 有限会社アイネット 京都府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動産

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; その他サービス業 

法人 アクセルコンサルティング株式会社 京都府 滋賀県; 京都府; 大阪府; 奈良県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業 

法人 有限会社アッズ・クー 京都府 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

新潟県; 富山県; 石川県; 福井県; 山

梨県; 長野県; 岐阜県; 静岡県; 愛知

県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 徳島県; 

香川県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃

貸業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社イメージデザイン  京都府 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 飲食業 

法人 京都ナイスウェア株式会社 京都府 全国 製造業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業 

法人 有限会社ケーアイウェブ 京都府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ゴデスクリエイト 京都府 全国 建設・土木業 

法人 シスポート株式会社  京都府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 卸売

業; 小売業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲

食業; 生活関連サービス業; その他サービス業 

法人 株式会社ティー・ピー・オー 京都府 全国 
建設・土木業; 情報サービス業; 小売業; 不動産

業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社ディオーネ  京都府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 小売業; 保険・金融業; 不

動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サー

ビス業 

法人 デンケン・ハイデンタル株式会社 京都府 全国 製造業; 医療業 

法人 株式会社東洋 京都府 全国 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専

門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業; その他サービス業 

法人 ナイスビジョン有限会社  京都府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス

業; 生活関連サービス業; その他サービス業 

法人 パーカーズ・ピース株式会社 京都府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ハウスドゥ 京都府 全国 不動産業 

法人 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 京都府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 

教育・学習支援業; 介護業 

法人 Ｆｕｔｕｒｅ’Ｉ’Ｍａｒｋ株式会社 京都府 全国 小売業; 飲食業; 生活関連サービス業; 医療業 

法人 ムラテック情報システム株式会社  京都府 全国 製造業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geDuQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCHPQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h8LBQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zxUvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCKEQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbc9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giqRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guXIQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hF7IQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaSoQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghR1QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcMHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvA0QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6TgQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zAcAQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gepjQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZqFQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNlIQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zBTdQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCgPQAU
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 ものレボ株式会社 京都府 全国 製造業 

法人 株式会社 Local24 京都府 全国 情報サービス業; 卸売業 

法人 株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 不動産業; 医療業; その他サービス業; 上記

に分類されない業種 

法人 株式会社 I・Ｃ・Ｓ 大阪府 
三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 小売業; 保険・金融業; 教育・学習

支援業; 医療業; 介護業 

法人 日本ＩＣＳ株式会社 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＩＣＳパートナーズ 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業 

法人 株式会社アイデンス 大阪府 全国 医療業 

法人 株式会社アイル 大阪府 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

岐阜県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 滋

賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良

県; 和歌山県; 岡山県 

製造業; 卸売業; 小売業; その他サービス業; 上

記に分類されない業種 

法人 株式会社アキュレイトプラン 大阪府 全国 建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ＡＱＵＡＲＩＺＥ 大阪府 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 不

動産業; 専門・技術サービス業; 飲食業 

法人 アステム株式会社  大阪府 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業; 上記

に分類されない業種 

法人 株式会社アプラクト 大阪府 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動

産業; 飲食業 

法人 アルティメイトマーケティング株式会社  大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社アワハウス 大阪府 全国 教育・学習支援業; 介護業 

法人 アンカー・アンド・カンパニー株式会社 大阪府 
東京都; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県 

建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業; 教

育・学習支援業; 介護業 

法人 株式会社ｅＷｅＬＬ 大阪府 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社イオグランツ 大阪府 全国 
建設・土木業; 情報サービス業; 不動産業; 専

門・技術サービス業 

法人 株式会社インフィールド 大阪府 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社ウエーブ 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 介護業; その他サービス業 

法人 植田機械株式会社 大阪府 全国 製造業 

法人 株式会社エイコー 大阪府 

栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東

京都; 神奈川県; 愛知県; 三重県; 滋

賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 福岡

県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業 

法人 株式会社Ａｉソリューションズ 大阪府 全国 製造業 

法人 ＡＧＭＳ株式会社 大阪府 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業; 教育・学習支援業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcKuQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zBpqQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geAHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zcpyQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaUVQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guXmQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geJTQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb5oQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goQUQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geZHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gan6QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h3p9QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zusmQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZaWQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbz4QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h735QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZgyQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdVOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcE8QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hA5WQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gtORQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZcAQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvWaQAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社エージークリエイト 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 介

護業; その他サービス業 

法人 株式会社エービーケーエスエス 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 専門・技術サービス業; その他サービス業; 上

記に分類されない業種 

法人 エニワン株式会社 大阪府 全国 建設・土木業; 上記に分類されない業種 

法人 エムエムアイ株式会社 大阪府 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 運輸業; 保険・

金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 生活

関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介

護業; その他サービス業 

法人 株式会社エムケイシステム  大阪府 全国 専門・技術サービス業 

法人 エムダブ株式会社 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 小売業; 専門・技術サービス業; 飲食業; そ

の他サービス業 

法人 株式会社オーリュクス 大阪府 全国 小売業; 生活関連サービス業; その他サービス業 

法人 株式会社オールマネージ  大阪府 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業; その他サービス業 

法人 株式会社関西ぱど 大阪府 
滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社関通 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＱＷＥＲＴＹ 大阪府 全国 不動産業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社Ｇｒｅｅｎ Ｈｉｌｌ 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム クレアワールド 大阪府 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社クレスト 大阪府 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サービス

業; 医療業 

法人 株式会社クレフ 大阪府 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県 

製造業; 専門・技術サービス業; 教育・学習支援

業; 医療業; その他サービス業; 上記に分類され

ない業種 

法人 株式会社ケイアートファクトリー 大阪府 全国 
情報サービス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

その他サービス業 

法人 株式会社ＫＳＣ 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 有限会社ケースメソッド 大阪府 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; その他サービス業 

法人 株式会社ケース・ラボ 大阪府 全国 製造業 

法人 株式会社コムアソート 大阪府 

岩手県; 宮城県; 茨城県; 群馬県; 埼

玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 新

潟県; 福井県; 岐阜県; 静岡県; 愛知

県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 

兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 鳥取県; 

島根県; 岡山県; 広島県; 山口県; 徳

島県; 香川県; 福岡県; 佐賀県; 熊本

県; 大分県 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; その他サービ

ス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga0QQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga0bQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gmlDQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h8doQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gig7QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guhIQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zkjCQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbxMQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNjqQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gudhQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gckhQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hHkGQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaXjQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zCsqQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZfWQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdvlQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbGDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc6OQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gecpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcMCQAY
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 サンユー販売株式会社  大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 介護業; その他サービス業 

法人 株式会社ジーニアスウェブ  大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ジェービーエムエンジニアリング株式会社 大阪府 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 システムギア株式会社 大阪府 全国 運輸業 

法人 株式会社システムクリエイト  大阪府 全国 
製造業; 専門・技術サービス業; 教育・学習支援

業; その他サービス業 

法人 株式会社シティアスコム 大阪府 大阪府 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社シナラボ 大阪府 

青森県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大

阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 広

島県; 徳島県; 香川県; 愛媛県 

建設・土木業; 小売業; 不動産業; 飲食業; 生

活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 

その他サービス業 

法人 株式会社ＪＡＣＫ ＬＩＳＴ 大阪府 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 合同会社シュイコーポレーション 大阪府 
三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 保険・金融業; 不動産業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 教育・

学習支援業; 介護業; その他サービス業; 上記に

分類されない業種 

法人 株式会社ＳｋｙＡｐｐｌｅ 大阪府 全国 
建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 小売業; 専門・技術サービス業; 飲食業 

法人 Ｓｋｙ Ｇｒｉｄ合同会社 大阪府 全国 
製造業; 情報サービス業; 専門・技術サービス業; 

飲食業 

法人 株式会社スピッカート  大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社スペースチャート  大阪府 全国 
情報サービス業; 専門・技術サービス業; 医療業; 

介護業 

法人 株式会社すまひと 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 センターフィールド株式会社 大阪府 全国 

情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 専門・技術サービス業; 生活関連サ

ービス業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社綜合システム  大阪府 全国 
建設・土木業; 情報サービス業; 専門・技術サービ

ス業 

法人 ソーシャルラバーズ株式会社 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

上記に分類されない業種 

法人 ダイキン工業株式会社  大阪府 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 ＤＡＤＡ ｉｎｔｅｇｒａｔｅ株式会社 大阪府 全国 製造業; 卸売業; 小売業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社ティーエフアライアンス 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 専門・

技術サービス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; その他サービス業; 

上記に分類されない業種 

法人 ＴＰホールディングス株式会社  大阪府 
滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 情報サービス

業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社デジサポート  大阪府 全国 生活関連サービス業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZspQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gqCwQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giKzQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcrxQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gco5QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggIiQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zilsQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gun1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hKiuQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcxlQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hH30QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zPooQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z8pcQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hN6xQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdT8QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guydQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giOSQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guifQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaROQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geBtQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfYUQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zH99QAE
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社デジック  大阪府 全国 製造業 

法人 株式会社天刻 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社トライアウト 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社成田システム研究所  大阪府 

東京都; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大

阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県; 岡

山県; 福岡県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸業; 

専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 医療業 

法人 日本製図器工業株式会社 大阪府 全国 製造業 

法人 日本ツクリダス株式会社  大阪府 全国 
農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業 

法人 株式会社ネクストサイエンス  大阪府 

北海道; 青森県; 岩手県; 宮城県; 秋

田県; 山形県; 福島県; 茨城県; 栃木

県; 群馬県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 

神奈川県; 新潟県; 富山県; 石川県; 

福井県; 山梨県; 長野県; 岐阜県; 静

岡県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京都

府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山

県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広島県; 

山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高

知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本

県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県 

製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社ネコシステム  大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社ＮＯＶＡＳＴＯ 大阪府 全国 小売業 

法人 株式会社ノベルワークス 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 医療業; 

介護業 

法人 株式会社阪南ビジネスマシン  大阪府 
京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和

歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社ビジネスブレーン 大阪府 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 宿

泊業; 飲食業; その他サービス業 

法人 株式会社Ｐｈｏｘｔｅｒ 大阪府 全国 製造業 

法人 不動くん株式会社 大阪府 全国 不動産業 

法人 株式会社プラスバイプラス 大阪府 全国 建設・土木業 

法人 株式会社マインドアイ 大阪府 全国 

建設・土木業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 宿

泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習

支援業; 医療業; その他サービス業 

法人 株式会社マグネット 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社マックスブレイン 大阪府 全国 
製造業; 情報サービス業; 専門・技術サービス業; 

教育・学習支援業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ミキ情報システム  大阪府 全国 製造業; 卸売業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcFaQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zAsXQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvMfQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hEz4QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ggrvQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gekoQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gadNQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gihFQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGwxQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc4NQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNbIQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbmxQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hMC5QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCcDQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gddhQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zfkzQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gfDWQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007znKeQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gpJDQAY
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社ミナジン 大阪府 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃

貸業; 専門・技術サービス業; 生活関連サービス

業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育

業; その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社みやあじよ 大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 卸売

業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 専門・

技術サービス業; 宿泊業; 飲食業 

法人 株式会社メディコムサカイ 大阪府 
三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県; 和歌山県 

情報サービス業; 専門・技術サービス業; 医療業; 

介護業; その他サービス業 

法人 株式会社モリサワ 大阪府 全国 製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社モリタ 大阪府 全国 医療業 

コンソーシアム モリタ IT コンソーシアム 大阪府 全国 医療業 

法人 株式会社ヤマイチテクノ  大阪府 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 岐阜県; 愛

知県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪

府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 ヨシカワメイプル株式会社 大阪府 全国 製造業 

法人 株式会社Ｒｙｕｋｉ Ｄｅｓｉｇｎ 大阪府 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 生活関連

サービス業 

法人 ロイヤルセキュリティ株式会社  大阪府 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業; 専門・技術

サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス

業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護業; その

他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ワイスビット株式会社  大阪府 全国 

建設・土木業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不動

産業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

生活関連サービス業; 介護業; その他サービス業 

法人 若井産業株式会社 大阪府 全国 卸売業; 小売業 

法人 株式会社アトラクティブシステムズ 兵庫県 全国 

小売業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育

業 

法人 株式会社安信 兵庫県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 小売業; 不動産業; 専門・

技術サービス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

医療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社ｗｅｂｔｅｃｈ 兵庫県 
三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県; 和歌山県; 香川県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 不動

産業; 飲食業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社オー・エス・シー 兵庫県 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 

介護業 

法人 キャムタス株式会社 兵庫県 全国 製造業 

法人 株式会社ケーアイシステム  兵庫県 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 保険・金融業 

法人 株式会社ＫＤＳ 兵庫県 

北海道; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神

奈川県; 静岡県; 愛知県; 三重県; 滋

賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良

県; 和歌山県; 岡山県; 広島県; 山口

県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県; 

福岡県; 熊本県; 宮崎県; 鹿児島県; 

沖縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業; 専

門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業 

法人 株式会社剣一 兵庫県 全国 製造業 

法人 コムネット株式会社  兵庫県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社さくらケーシーエス 兵庫県 

茨城県; 埼玉県; 千葉県; 東京都; 神

奈川県; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大

阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県 

製造業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 物品賃

貸業 

コンソーシアム JOBZ コンソーシアム 兵庫県 全国 製造業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gnnpQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gw0fQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zLUxQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjQ5QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaRgQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h92gQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006goOYQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geT4QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCS8QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006glBQQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCEcQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gqfoQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zgycQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaq0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gucdQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaFuQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gceoQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZpWQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zdbCQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbB8QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gmaCQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZqjQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc6YQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbTRQAY
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社スパーク 兵庫県 

岐阜県; 愛知県; 三重県; 滋賀県; 京

都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌

山県; 岡山県; 広島県; 徳島県; 香川

県 

建設・土木業; 不動産業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社ゼロプラス 兵庫県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＤＡＴＡ ＫＩＴ 兵庫県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 トラストリング株式会社 兵庫県 全国 情報サービス業; 飲食業; 介護業 

法人 株式会社ネグジット総研  兵庫県 全国 医療業 

法人 株式会社ｐｉｃ． 兵庫県 全国 保育業 

法人 株式会社ピーナッツ  兵庫県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所 兵庫県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 プラン合同会社 兵庫県 全国 
情報サービス業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 医

療業 

法人 株式会社マシンソル 兵庫県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社アスコット 奈良県 全国 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 医

療業 

法人 あずやん株式会社 奈良県 全国 建設・土木業; 卸売業 

法人 株式会社成田 奈良県 
三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県 

建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援

業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 フソー株式会社 奈良県 全国 農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業 

法人 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング  奈良県 
東京都; 三重県; 滋賀県; 京都府; 大

阪府; 兵庫県; 奈良県; 和歌山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 介護業; 保育業; その他サ

ービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社エスエムエス 和歌山県 全国 

建設・土木業; 製造業; 運輸業; 専門・技術サー

ビス業; 医療業; その他サービス業; 上記に分類さ

れない業種 

法人 株式会社ＦＩＳ 和歌山県 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 デジタルフィールド株式会社 和歌山県 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 小売業; 専

門・技術サービス業; 生活関連サービス業; 上記に

分類されない業種 

法人 株式会社宮崎エンジニアリング 和歌山県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 専門・技術サービス業; 医

療業; 介護業 

法人 株式会社ロジック  和歌山県 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 

小売業; 飲食業; 医療業; 介護業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I00000804rJQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geTnQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gefeQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZnVQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gapWQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC6IQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcotQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h8QGQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6l1QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gl4jQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guaRQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I0000080BM2QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjMDQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gs6vQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZsBQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guImQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbacQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaubQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZodQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNMmQAM
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

コンソーシアム 鳥取銀行 ICT コンソーシアム 鳥取県 鳥取県; 島根県; 岡山県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社グラス 島根県 全国 製造業 

法人 株式会社シーエスエー 島根県 全国 建設・土木業; 情報サービス業 

法人 ティーエスケイ情報システム株式会社 島根県 島根県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ミック 島根県 島根県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社イケル 岡山県 
京都府; 大阪府; 兵庫県; 岡山県; 広

島県; 香川県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 小売業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サ

ービス業 

法人 株式会社インフィニット・フィールド 岡山県 全国 
小売業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 医療業; 介護業; その他サービス業 

法人 インフォポート合同会社 岡山県 全国 情報サービス業; 運輸業; 保険・金融業; 飲食業 

法人 ウェブクリエイティブ株式会社 岡山県 
京都府; 大阪府; 兵庫県; 岡山県; 広

島県; 香川県; 福岡県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ウェブティ株式会社 岡山県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 エクシードシステム株式会社  岡山県 全国 生活関連サービス業 

法人 株式会社エス・ビー・エスコーポレーション 岡山県 全国 建設・土木業 

コンソーシアム 吉備システムコンソーシアム  岡山県 全国 建設・土木業; 情報サービス業 

法人 クラブン株式会社 岡山県 岡山県; 広島県 
建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 介護業 

法人 Ｇａｔｅシステムズ株式会社  岡山県 
滋賀県; 奈良県; 鳥取県; 島根県; 岡

山県; 広島県; 山口県 

建設・土木業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売

業; 小売業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス

業; 宿泊業; 飲食業; 教育・学習支援業; 介護

業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社金剛測機 岡山県 岡山県; 広島県 建設・土木業; 製造業; 上記に分類されない業種 

法人 サンアド株式会社 岡山県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社システムズナカシマ  岡山県 全国 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業 

コンソーシアム システムズナカシマコンソーシアム 岡山県 全国 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業 

法人 株式会社システムラボ  岡山県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjdXQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCXcQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZfgQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaqtQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvPjQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNJdQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h5OfQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZjZQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gquyQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9TKQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge1yQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNZbQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdUaQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaY3QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hB1EQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hGeGQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zoIcQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guw3QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guvyQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gd6tQAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社スクイズ研究所  岡山県 全国 

製造業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小

売業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 東和ハイシステム株式会社  岡山県 

東京都; 神奈川県; 福井県; 三重県; 

滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 奈

良県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広島

県; 山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 

高知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊

本県; 大分県; 鹿児島県; 沖縄県 

医療業 

法人 トリツ機工株式会社 岡山県 

兵庫県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広

島県; 山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛

県; 高知県 

製造業 

法人 株式会社ベルティス  岡山県 全国 卸売業; 小売業; その他サービス業 

法人 株式会社ユナイテッドサーブ  岡山県 

愛知県; 京都府; 島根県; 岡山県; 広

島県; 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知

県 

小売業; 医療業; 介護業; その他サービス業 

法人 株式会社両備システムズ  岡山県 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 運

輸業; 保険・金融業; 教育・学習支援業; 保育

業; その他サービス業 

法人 ＡｒｒｒＫ株式会社 広島県 全国 
情報サービス業; 不動産業; 宿泊業; 生活関連

サービス業 

法人 株式会社インターロジック  広島県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 教育・学習支援業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社セイルボート  広島県 全国 不動産業 

法人 株式会社タスネット  広島県 全国 卸売業; 小売業; 飲食業; 教育・学習支援業 

法人 株式会社ツクリエ 広島県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ディーエスアール 広島県 
東京都; 大阪府; 岡山県; 広島県; 山

口県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社ＮｅｏＳｔａｔｅＪａｐａｎ 広島県 全国 

情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連

サービス業; 介護業 

法人 株式会社ネットワークシステム  広島県 

兵庫県; 鳥取県; 島根県; 岡山県; 広

島県; 山口県; 徳島県; 香川県; 愛媛

県; 高知県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 

熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県; 

沖縄県 

専門・技術サービス業; 生活関連サービス業 

法人 株式会社ＮＯＲＴＨ ＨＡＮＤ ＧＲＯＵＰ 広島県 

鳥取県; 島根県; 岡山県; 広島県; 山

口県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 大分

県 

医療業; 介護業 

法人 有限会社インティ  山口県 

東京都; 長野県; 三重県; 滋賀県; 京

都府; 大阪府; 兵庫県; 奈良県; 鳥取

県; 島根県; 岡山県; 広島県; 山口県; 

徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県; 福

岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大分

県; 宮崎県; 鹿児島県 

製造業; 情報サービス業; 宿泊業; 飲食業 

法人 株式会社ヤナイ・ソフトウエアー 山口県 全国 建設・土木業 

法人 喜多機械産業株式会社 徳島県 兵庫県; 徳島県; 高知県 農業・林業・漁業; 建設・土木業 

法人 有限会社データプロ 徳島県 徳島県; 香川県; 高知県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社アール・シー・エス 香川県 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 専門・技術サービス業; 飲食業; 

医療業; 介護業; その他サービス業; 上記に分類

されない業種 

法人 アイディオ株式会社 香川県 全国 

情報サービス業; 小売業; 物品賃貸業; 専門・技

術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービ

ス業; 介護業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h9CvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gv2VQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hC4CQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZt4QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcUVQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZo9QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCCvQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZkwQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghaNQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hDG8QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006grqEQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zAglQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaJNQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb1SQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcZ4QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gacFQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBhoQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcy0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gj0HQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6JvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guaNQAQ
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社穴吹カレッジサービス  香川県 全国 
建設・土木業; 製造業; 運輸業; 卸売業; 教

育・学習支援業 

コンソーシアム うどん県 IT 活用推進コンソーシアム 香川県 
岡山県; 広島県; 徳島県; 香川県; 愛

媛県; 高知県 

製造業; 情報サービス業; その他サービス業; 上

記に分類されない業種 

法人 株式会社グッドクリエイト 香川県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売

業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃

貸業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社サクセス 香川県 

埼玉県; 東京都; 神奈川県; 鳥取県; 

島根県; 岡山県; 広島県; 徳島県; 香

川県; 愛媛県; 高知県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 さんた広告株式会社 香川県 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県 
建設・土木業; 小売業; 飲食業; 教育・学習支

援業; その他サービス業 

法人 ナイスタウン出版株式会社 香川県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ビットコミュニケーションズ 香川県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社富士通四国インフォテック 香川県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 物品賃

貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業; その他サービス業; 上記に分類され

ない業種 

法人 メディオンリンク株式会社 香川県 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県 医療業 

法人 株式会社ＩＮＡ 愛媛県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; その他サ

ービス業 

法人 株式会社アイ・エヌ・エス 愛媛県 愛媛県 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 アカマツ株式会社 愛媛県 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ｉｌｌｕｓｔｒｉｏｕｓ 愛媛県 全国 情報サービス業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社ウイン 愛媛県 全国 製造業; 卸売業 

法人 エムワンシステム株式会社  愛媛県 全国 医療業; 介護業 

法人 株式会社キャンプネット 愛媛県 全国 
農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 医療業 

法人 株式会社四国テクニカ  愛媛県 徳島県; 香川県; 愛媛県; 高知県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社シスディブリンク  愛媛県 全国 建設・土木業; 製造業 

法人 株式会社システムエイ・ディー  愛媛県 全国 
建設・土木業; 製造業; 専門・技術サービス業; 

医療業; 介護業 

法人 株式会社シャープ松山オーエー 愛媛県 全国 

建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業; その他サービス業; 上記に分

類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geYOQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gtVSQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gag0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zKEGQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gelwQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z9o0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ga8AQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hIW0QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjMwQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaMMQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaU1QAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zHCwQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gasgQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb3YQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007z8ucQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaXtQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCJfQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdkTQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaTmQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvCkQAI
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

コンソーシアム 生産性向上支援コンソーシアム 愛媛県 愛媛県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社生産創造研究所 愛媛県 全国 製造業 

法人 株式会社ディースピリット  愛媛県 全国 
建設・土木業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 宿

泊業; 飲食業; 教育・学習支援業; 介護業 

法人 ティエムソフト株式会社 愛媛県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 トエビス株式会社 愛媛県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サ

ービス業 

法人 株式会社ひめぎんソフト 愛媛県 

京都府; 大阪府; 岡山県; 広島県; 徳

島県; 香川県; 愛媛県; 高知県; 大分

県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 飲食業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社リーガル  愛媛県 全国 専門・技術サービス業 

法人 株式会社ワンズパル 愛媛県 

東京都; 大阪府; 鳥取県; 島根県; 岡

山県; 広島県; 山口県; 徳島県; 香川

県; 愛媛県; 高知県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産

業; 物品賃貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊

業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学習支

援業; 医療業; 介護業; 保育業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社キタムラコンピユータ  高知県 全国 
建設・土木業; 製造業; 運輸業; 小売業; 医療

業; 介護業; 保育業 

法人 タイムコンシェル株式会社 高知県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 保険・

金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; その

他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ＩＣＴコンストラクション株式会社 福岡県 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 長野県; 兵

庫県; 奈良県; 山口県; 徳島県; 香川

県; 愛媛県; 高知県; 福岡県; 佐賀県; 

長崎県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿

児島県; 沖縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム ＩＴ導入支援事業ＮＯＭコンソーシアム 福岡県 全国 
製造業; 卸売業; 小売業; 物品賃貸業; 宿泊

業; 介護業; 保育業 

法人 株式会社アレックスエンジニアリング 福岡県 

山口県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊

本県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖

縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 専門・技術サービス業 

法人 安心計画株式会社 福岡県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社アンソネット 福岡県 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 介護業; 

上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＳＫＴ 福岡県 全国 教育・学習支援業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社エフスタイルドットコム  福岡県 

三重県; 滋賀県; 京都府; 大阪府; 兵

庫県; 奈良県; 和歌山県; 鳥取県; 島

根県; 岡山県; 広島県; 山口県; 徳島

県; 香川県; 愛媛県; 高知県; 福岡県; 

佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大分県; 宮

崎県; 鹿児島県; 沖縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社キューキエンジニアリング 福岡県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 飲食業; 介護業; その他サービス

業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社九州タナック 福岡県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖縄県 
建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社クロスエイジ  福岡県 全国 農業・林業・漁業 

法人 株式会社コスモ・ソフト 福岡県 全国 建設・土木業; 卸売業 

法人 コタエル株式会社 福岡県 全国 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 専

門・技術サービス業; 飲食業; 生活関連サービス

業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gdoaQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007ziQFQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gpAzQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZZ9QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7adQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbYHQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guZsQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7CvQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZxHQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gjqgQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zf3ZQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbrxQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ge5SQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaEmQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gneSQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFNQQA2
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCA1QAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaoxQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gigCQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ganuQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hB7oQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gg0AQAQ


2020/3/13 更新 

 38 / 40 

 

事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 株式会社コモンコム 福岡県 

茨城県; 栃木県; 群馬県; 埼玉県; 千

葉県; 東京都; 神奈川県; 新潟県; 富

山県; 石川県; 福井県; 山梨県; 長野

県; 岐阜県; 静岡県; 愛知県; 滋賀県; 

京都府; 大阪府; 兵庫県; 岡山県; 広

島県; 山口県; 福岡県; 佐賀県; 長崎

県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島

県; 沖縄県 

運輸業; 卸売業; 小売業 

コンソーシアム THE WORLD サポートセンター 福岡県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業 

法人 株式会社シーエイティ  福岡県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社シビルウェブ  福岡県 全国 建設・土木業 

法人 株式会社スマートブレイン 福岡県 全国 建設・土木業; 不動産業 

法人 株式会社スリーサイズ  福岡県 全国 医療業; 介護業; 保育業 

コンソーシアム 大臣シリーズコンソーシアム 福岡県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 千代田情報システム株式会社  福岡県 

岩手県; 宮城県; 東京都; 神奈川県; 

石川県; 愛知県; 大阪府; 広島県; 山

口県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本

県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県 

製造業; 運輸業; 卸売業 

法人 株式会社ＴＯＥ 福岡県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ノアメディカルシステム株式会社  福岡県 

宮城県; 山形県; 茨城県; 栃木県; 埼

玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 新

潟県; 愛知県; 滋賀県; 大阪府; 兵庫

県; 岡山県; 山口県; 福岡県; 佐賀県; 

長崎県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿

児島県; 沖縄県 

医療業 

法人 株式会社ハウテック 福岡県 全国 建設・土木業; 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社品質管理センター 福岡県 全国 
小売業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

その他サービス業 

法人 福博綜合印刷株式会社 福岡県 

東京都; 山口県; 福岡県; 佐賀県; 長

崎県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿児

島県 

製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 保

険・金融業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 

宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 教育・学

習支援業; 医療業; その他サービス業 

法人 プレア株式会社 福岡県 全国 
卸売業; 専門・技術サービス業; 生活関連サービ

ス業; 医療業; 介護業; その他サービス業 

法人 メデイコム福岡株式会社 福岡県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖縄県 
医療業 

法人 ランプライト株式会社 福岡県 全国 その他サービス業 

法人 株式会社ルーチェ 福岡県 全国 

建設・土木業; 情報サービス業; 小売業; 不動産

業; 生活関連サービス業; 医療業; その他サービ

ス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ワクフリ 福岡県 

埼玉県; 千葉県; 東京都; 神奈川県; 

愛知県; 京都府; 大阪府; 兵庫県; 岡

山県; 広島県; 山口県; 福岡県; 佐賀

県; 長崎県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 

鹿児島県; 沖縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社アイティーインペル  佐賀県 福岡県; 佐賀県; 長崎県 製造業; 卸売業; 小売業; 飲食業; 介護業 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNIzQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCvUQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007ziZIQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGpIQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbCQQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gb0jQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hCWjQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hFl8QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zdSoQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006ghEfQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006golfQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006glXMQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zKCeQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvRBQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7ixQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h6aIQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcHWQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gh6bQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006h7pyQAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 アカウントリンクス株式会社 長崎県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県; 鹿児島県 

建設・土木業; 情報サービス業; 運輸業; 卸売

業; 小売業; 保険・金融業; 専門・技術サービス

業; 飲食業; 介護業; その他サービス業 

法人 オフィスメーション株式会社 長崎県 長崎県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業 

法人 株式会社Ｇｌｏｂａｌ Ｂ 長崎県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 生活関連サ

ービス業; 医療業; 介護業 

法人 有限会社スリーディー  長崎県 長崎県 建設・土木業; 不動産業; 介護業 

法人 株式会社ベクトル 長崎県 全国 

情報サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 不

動産業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食

業; 生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医

療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社アクセント 熊本県 全国 
農業・林業・漁業; 卸売業; 小売業; 不動産業; 

宿泊業 

法人 株式会社アド・テック 熊本県 
東京都; 愛知県; 福岡県; 熊本県; 宮

崎県 

建設・土木業; 小売業; 不動産業; 物品賃貸

業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業 

法人 株式会社Ｎ 熊本県 熊本県 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社オオバ 熊本県 熊本県 
卸売業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 医

療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社ｏｆｆｉｃｅ ｒｅｔｅ 熊本県 

山口県; 福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊

本県; 大分県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖

縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 情報サービス

業; 不動産業; 専門・技術サービス業; 生活関連

サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; 保育業; その他サービス業; 上記に分類され

ない業種 

コンソーシアム 株式会社Ｎコンソーシアム(K) 熊本県 熊本県 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社キャップドゥ 熊本県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ＣＵＢＥ 熊本県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖縄県 

建設・土木業; 卸売業; 生活関連サービス業; 医

療業; 介護業; 保育業; その他サービス業 

法人 株式会社キュウプレ 熊本県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 飲食業 

法人 熊本ネクストソサエティ株式会社 熊本県 熊本県 建設・土木業; 製造業 

法人 株式会社サン・バード 熊本県 全国 製造業; 卸売業; 小売業 

法人 株式会社城屋コンピュー夕 熊本県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県; 鹿児島県 
建設・土木業; 不動産業; 物品賃貸業 

法人 株式会社西日本メディカル 熊本県 熊本県 医療業; 介護業 

法人 株式会社古荘本店 熊本県 
福岡県; 佐賀県; 長崎県; 熊本県; 大

分県; 宮崎県; 鹿児島県 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 小売業; 保険・金融業; 不動産業; 物品賃

貸業; 専門・技術サービス業; 宿泊業; 飲食業; 

生活関連サービス業; 教育・学習支援業; 医療

業; 介護業; 保育業; その他サービス業; 上記に

分類されない業種 

法人 フロンティアビジョン株式会社 熊本県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社モアコンセプト 熊本県 全国 建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 卸売業 

法人 株式会社ライズナー  熊本県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 運輸

業; 卸売業; 小売業; 宿泊業; 飲食業; 生活

関連サービス業; 介護業 

法人 株式会社ワイズ・リーディング 熊本県 全国 医療業 

法人 株式会社エイビス 大分県 全国 

建設・土木業; 製造業; 情報サービス業; 小売

業; 専門・技術サービス業; 医療業; 介護業; 上

記に分類されない業種 

https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gZwdQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbuwQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gkJYQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gbj0QAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006giiNQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zFLeQAM
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geXBQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geTJQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zcrgQAA
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zs7XQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006geXzQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gadOQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hBfnQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gcTSQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaGJQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006guiVQAQ
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaQsQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zGt5QAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006glIbQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gvYbQAI
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gaLJQAY
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000007zH4wQAE
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006hNcBQAU
https://portal.it-hojo.jp/h30/search/detail?id=a0i0I000006gc43QAA
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事業形態 IT導入支援事業者名 
本店所在地 
（都道府県） 

サポート地域 
製品・サービスが 
主に対象とする業種 

法人 大分ゼロックス株式会社  大分県 大分県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社古城 大分県 大分県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 ミヤシステム株式会社  大分県 全国 建設・土木業; 専門・技術サービス業 

法人 株式会社コア・クリエイトシステム  宮崎県 全国 運輸業; 卸売業; 小売業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社システム開発  宮崎県 
福岡県; 熊本県; 大分県; 宮崎県; 鹿

児島県 
製造業; 卸売業; 小売業; 医療業 

法人 株式会社システム・ナイン  宮崎県 東京都; 宮崎県; 鹿児島県 
製造業; 情報サービス業; 卸売業; 小売業; 教

育・学習支援業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社ソフトテックス 宮崎県 全国 情報サービス業; 医療業; 介護業; 保育業 

法人 日本情報クリエイト株式会社 宮崎県 全国 不動産業; 物品賃貸業 

法人 株式会社インターウェーブ 鹿児島県 熊本県; 宮崎県; 鹿児島県 建設・土木業 

法人 日本システム株式会社  鹿児島県 全国 
運輸業; 卸売業; 小売業; 上記に分類されない

業種 

法人 株式会社ハイパーソフト 鹿児島県 全国 生活関連サービス業 

法人 株式会社フリードコーポレーション 鹿児島県 福岡県; 宮崎県; 鹿児島県; 沖縄県 
農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 不動産業 

法人 株式会社南日本情報処理センター 鹿児島県 全国 

農業・林業・漁業; 製造業; 情報サービス業; 卸

売業; 小売業; 保険・金融業; 飲食業; 生活関

連サービス業; 教育・学習支援業; 医療業; 介護

業; その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 アイ・ムーヴ株式会社 沖縄県 全国 その他サービス業 

コンソーシアム OT－IT 導入支援コンソーシアム 沖縄県 沖縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

コンソーシアム オートモーティブ事業 IT 活用コンソーシアム 沖縄県 全国 その他サービス業 

法人 沖縄ゼロックス株式会社  沖縄県 沖縄県 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 光通信工業株式会社 沖縄県 沖縄県 小売業; 医療業; 介護業 

法人 株式会社プロアライアンス 沖縄県 全国 

農業・林業・漁業; 建設・土木業; 製造業; 情報

サービス業; 運輸業; 卸売業; 小売業; 保険・金

融業; 不動産業; 物品賃貸業; 専門・技術サー

ビス業; 宿泊業; 飲食業; 生活関連サービス業; 

教育・学習支援業; 医療業; 介護業; 保育業; 

その他サービス業; 上記に分類されない業種 

法人 株式会社Ｐａｙｋｅ 沖縄県 全国 製造業; 小売業 
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