
認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター） 九州地域の認定企業リスト

社名 所在地 TEL E-mail Web

1 第1号‐18100007 株式会社GCAP 福岡県 092-432-3367 fujita@gcap.co.jp http://gkcp.jp/contact/

2 第1号‐18100029 富士ゼロックス熊本株式会社 熊本県 096-367-2220 zou@kmx.fujixerox.co.jp https://www.fujixerox.co.jp/kmx

3 第1号‐18100066 富士ゼロックス長崎株式会社 長崎県 095-822-3330 nsx-it-2020-mailing@nsx.fujixerox.co.jp http://www.fujixerox.co.jp/nsx/

4 第1号‐18100073 富士ゼロックス福岡株式会社 福岡県 092-411-9100 it shien fox@fujixerox.co.jp https://www.fujixerox.co.jp/fox

5 第1号‐18100088 富士ゼロックス鹿児島株式会社 鹿児島県 099-254-4222 t.uchimura@kgx.fujixerox.co.jp https://www.fujixerox.co.jp/kgx

6 第1号‐18100116 ムービングアンドアクション 福岡県 092-724-5752 info@moving-and-action.com http://www.moving-and-action.com/contact.shtml 

7 第2号‐18120002 株式会社経営支援センター 長崎県 095-895-5950 takahama@ksien.com http://www.ksien.com

8 第2号‐18120024 株式会社オーイーシー 大分県 097-537-9561 business@oec.co.jp https://www.oec.co.jp 

9 第2号‐18120025 リンクソフトウエア株式会社 福岡県 093-230-1353 contact@link-software.co.jp https://www.link-software.co.jp/a aboutus 005.php

10 第2号‐18120035 応研株式会社 福岡県 092-715-2789 mail@ohken.co.jp https://www.ohken.co.jp/inquiry/

11 第2号‐18120040
株式会社ワイズ・コンピュー
タ・クリエイツ

福岡県 093-873-1641 sales-team@yscc.co.jp http://www.yscc.jp/ 

12 第2号‐18120045 久留米情報システム株式会社 福岡県 094-237-2151 kouguchi@kisc.co.jp http://kisc.co.jp

13 第2号‐18120055 株式会社佐賀電算センター 佐賀県 095-234-1500 n eguchi@sdcns.co.jp https://www.sdcns.co.jp

14 第2号‐18120062 有限会社アイビージー 福岡県 092-735-7698 toiawase@ibg.jp https://www.ibg.jp/

15 第2号‐18120066 株式会社Ｆｕｓｉｃ 福岡県 092-737-2616 info@fusic.co.jp https://fusic.co.jp/contact/

16 第2号‐18120068 サンビット株式会社 福岡県 092-260-7261 m nishikawa@sunbit.co.jp https://www.sunbit.co.jp/inquiry/

17 第2号‐18120073 株式会社アンソネット 福岡県 092-725-5600 info@anthnet.co.jp http://www.anthnet.co.jp/

18 第3号‐19020005 株式会社ＭｉＴ 宮崎県 090-7924-4272 nakagawa@mit-miyazaki.com http://www.mit-miyazaki.com/

19 第3号‐19020010 株式会社シナプス 鹿児島県 099-813-8699 support@synapse.jp https://www.synapse.jp/

20 第3号‐19020021 株式会社エム・エス・ピー 福岡県 092-483-3366 nayu@mspnet.co.jp http://www.mspnet.co.jp/ 

21 第3号‐19020034
株式会社綜合経営コンサルタン
ト

福岡県 092-512-9842 kg-soukei@san.bbiq.jp http://sougoukeiei.sakura.ne.jp/org/

22 第3号‐19020042 株式会社タイズ 福岡県 093-512-0666 info@ties.jp https://ties.jp

23 第3号‐19020051 株式会社アプリップリ 福岡県 094-842-1570 shop@applippli.co.jp https://applippli.co.jp/contact/

24 第3号‐19020058 モバイルクリエイト株式会社 大分県 097-576-8181 ml-eigyo2@mcinc.jp https://www.mcinc.jp/contact/

25 第4号‐19040001 株式会社ビジネス・ワン 福岡県 092-534-7761 cc@businessone.co.jp http://www.businessone.co.jp/ 

26 第4号‐19040009 アカザワシステム＆サポート 宮崎県 080-1779-5378 t-akazawa@akazawa-ss.com https://t-akazawa.wixsite.com/website

27 第4号‐19040012 福博綜合印刷株式会社 福岡県 092-475-8397 shin5@fsp.co.jp https://www.fsp-mp.com/ 

28 第4号‐19040026
大銀コンピュータサービス株式
会社

大分県 097-537-5918 info@daigincs.co.jp https://www.daigincs.co.jp/ 

29 第4号‐19040051 株式会社ジャスティス 鹿児島県 099-256-1881 info@dysjustice.net http://dysjustice.net/

30 第4号‐19040055 株式会社YE DIGITAL Kyushu 福岡県 093-551-1161 kit e@openkit.com https://kit-echannel.com/info/inquiry/toiawase....

31 第4号‐19040070 株式会社クリエル 福岡県 092-292-7427 soumu@creal.co.jp https://www.creal.co.jp/

32 第4号‐19040076 芙蓉開発株式会社 福岡県 092-471-8585 kaihatsu@fuyo-group.com http://www.anshinnet.net/

33 第4号‐19040086 株式会社ＯＫＥＩＯＳ 福岡県 092-409-5571 yoko.yamaguchi@okeios.co.jp http://www.okeios.co.jp/

34 第4号‐19040090 フェニックス通商有限会社 宮崎県 098-582-3708 info@phoenixtusho.com https://phoenixtusho.sakura.ne.jp/ask

35 第5号‐19060013 株式会社リクト 福岡県 092-791-2108 info@lct.jp https://www.lct.jp/
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36 第5号‐19060014 株式会社ファティマ 長崎県 092-481-8268 mizobuchi@phatima.co.jp http://www.phatima.co.jp/

37 第5号‐19060061 株式会社アドソフト 福岡県 092-483-0020 webmaster@ad-soft.co.jp http://www.ad-soft.co.jp/ 

38 第5号‐19060070 株式会社スマートブレイン 福岡県 092-707-2100 touroku@smartbrains.jp https://www.smartbrains.jp 

39 第5号‐19060095 株式会社コクリエシステムズ 長崎県 095-787-4490 contact@sys.cocrea.co.jp https://cocreasystems.com/

40 第6号‐19090018 株式会社ビート・オン・システム 福岡県 092-414-1658 info@bos-net.co.jp https://www.bos-net.co.jp/support.html 

41 第6号‐19090020 株式会社ＳＰ＆Ｓ 福岡県 092-626-7766 info@sp-andshare.co.jp https://sp-andshare.co.jp/

42 第6号‐19090021 ＡＩ電脳助人長崎株式会社 長崎県 095-815-8417 info@aipc.co.jp https://aipc.co.jp/contact/ 

43 第6号‐19090029 如水税理士法人 福岡県 092-761-1001 kuniyasu.kodama@akasaka-cpa.com http://jwater-group.com/

44 第6号‐19090031 株式会社重松印刷 福岡県 092-511-5924 info@shige-pri.com https://www.shige-pri.com

45 第6号‐19090063 株式会社ネオス 福岡県 092-724-7910 m.kawano@neos.ne.jp https://www.neos.ne.jp/

46 第6号‐19090067 株式会社クライムソフト 福岡県 092-752-1883 climb-s@mtg.biglobe.ne.jp http://www.medical-climb.com/

47 第6号‐19090074 株式会社ナバック 熊本県 03-5443-7800 a-maeda@navc2.co.jp https://sample-navc2.mfcms.jp/contact/form/

48 第6号‐19090078 株式会社スミリオン 福岡県 092-409-3001 info@smillione.co.jp https://www.smillione.co.jp/contact form/

49 第7号‐20120023 株式会社システム企画 福岡県 092-552-0858 info@sys-k.co.jp https://www.sys-k.co.jp/

50 第8号‐20030006 株式会社チェンジ 福岡県 092-687-4560 shinsei@change-inc.jp https://change-inc.jp/

51 第8号‐20030009 株式会社リアライズ 福岡県 092-688-9118 shinsei@to-realize.jp https://to-realize.jp/

52 第8号‐20030012 株式会社リフィード 福岡県 092-717-7007 support@ie-pro.net http://re-feed.jp/

53 第9号‐20050011 株式会社Ｄａｉｊｕ．ｔｅｃｈ 大分県 097-328-5726 contact@daiju.tech https://daiju.tech/contact/

54 第9号‐20050015 安心計画株式会社 福岡県 050-5515-2347 support@anshin.co.jp http://anshin-support.jp/

55 第9号‐20050021 株式会社アシストプラン 鹿児島県 099-254-5263 aplan@aplan-jp.com https://www.aplan-jp.com/request information.html

56 第9号‐20050034 ソードシステム株式会社 福岡県 094-236-2070 hara@sword-sys.co.jp http://www.sword-sys.co.jp/ 

57 第9号‐20050043 株式会社Seqdio 福岡県 090-9796-4858 contact@seqdio.com https://seqdio.com 

58 第9号‐20050053 株式会社アーテック福岡 福岡県 092-586-0001 artech@artech.co.jp https://www.artech.co.jp

59 第9号‐20050058 株式会社ディーエスブランド 長崎県 095-862-4891 hanbai@ds-brand.jp https://ds-b.jp/ai

60 第10号‐20070004
有限会社インテリジェントパー
ク

福岡県 093-932-0025 info@int-park.jp https://www.int-park.jp/form/

61 第11号‐20090001 株式会社ウィズ 熊本県 090-8766-8756 hiro163@with-163.com https://with-163.com/

62 第11号‐20090003 合資会社ビーチヘッド 福岡県 064-560-4044 yukimi.ohno@bhead.com http://www.bhead.com

63 第11号‐20090007 株式会社創和企業 熊本県 096-428-0011 ushjima@sowa-kigyo.com http://www.sowa-kigyo.com 

64 第11号‐20090012 アーティックス株式会社 福岡県 093-616-1172 info@artix-inc.com https://www.artix.co.jp/

65 第11号‐20090019 株式会社インターシステク 福岡県 092-409-7717 support@intersystech.co.jp http://www.intersystech.co.jp/contact

66 第11号‐20090022 株式会社クリエート 宮崎県 098-263-7706 soumu@create-m.co.jp https://create-m.co.jp/contact/

67 第12号‐20120003
一般社団法人ＩＴ経営コンサル
ティング九州

福岡県 090-8768-1858 info@itc-kyushu.com https://www.itc-kyushu.com/

68 第12号‐20120034 税理士法人アーリークロス 福岡県 092-406-5004 info@earlycross.co.jp https://www.earlycross.co.jp/

69 第12号‐20120050 株式会社十八親和銀行 長崎県 095-827-8242 k-igawa@18shinwabank.co.jp http://www.18shinwabank.co.jp/corporate/contact/

70 第12号‐20120076 株式会社モアコンセプト 熊本県 096-338-3332 info@moreconcept.co.jp http://www.moreconcept.co.jp/

71 第12号‐20120091 いとぐち株式会社 福岡県 0940-52-4099 cs@itoguci.co.jp https://itoguci.co.jp/

72 第12号‐20120105 キークレア税理士法人 福岡県 092-406-6736 soumu@keycrea.jp https://keycrea.jp/

73 第12号‐20120114 株式会社ヴィンテージ 福岡県 093-513-7255 soumukeiri@vintage.ne.jp https://vintage.ne.jp/
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