
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

認定書番号 事業者名称 所在地 電話窓口 メール窓口 Web窓口

1 第6号‐19090018 株式会社ビート・オン・システム 福岡県 0924141658 info@bos-net.co.jp https://www.bos-net.co.jp/support.html

2 第6号‐19090063 株式会社ネオス 福岡県 0927247910 m.kawano@neos.ne.jp https://www.neos.ne.jp/

3 第6号‐19090020 株式会社ＳＰ＆Ｓ 福岡県 0926267766 info@sp-andshare.co.jp https://sp-andshare.co.jp/

4 第6号‐19090078 株式会社スミリオン 福岡県 0924093001 info@smillione.co.jp https://www.smillione.co.jp/contact_form/

5 第6号‐19090021 ＡＩ電脳助人長崎株式会社 長崎県 0958158417 info@aipc.co.jp https://aipc.co.jp/contact/

6 第6号‐19090029 如水税理士法人 福岡県 0927611001 kuniyasu.kodama@akasaka-cpa.com http://jwater-group.com/

7 第6号‐19090067 株式会社クライムソフト 福岡県 0927521883 climb-s@mtg.biglobe.ne.jp http://www.medical-climb.com/

8 第6号‐19090074 株式会社ナバック 熊本県 0354437800 a-maeda@navc2.co.jp https://sample-navc2.mfcms.jp/contact/form/

9 第6号‐19090031 株式会社重松印刷 福岡県 0925115924 info@shige-pri.com https://www.shige-pri.com

10 第7号‐20120023 株式会社システム企画 福岡県 0925520858 info@sys-k.co.jp https://www.sys-k.co.jp/

11 第8号‐20030009 株式会社リアライズ 福岡県 0926889118 shinsei@to-realize.jp https://to-realize.jp/

12 第8号‐20030006 株式会社チェンジ 福岡県 0926874560 shinsei@change-inc.jp https://change-inc.jp/

13 第8号‐20030012 株式会社リフィード 福岡県 0927177007 support@ie-pro.net http://re-feed.jp/work/iepro

14 第9号‐20050053 株式会社アーテック福岡 福岡県 0925860001 artech@artech.co.jp https://www.artech.co.jp

15 第9号‐20050011 株式会社Ｄａｉｊｕ．ｔｅｃｈ 大分県 0973285726 contact@daiju.tech https://daiju.tech/contact/

16 第9号‐20050043 株式会社Seqdio 福岡県 09097964858 contact@seqdio.com https://seqdio.com

17 第9号‐20050015 安心計画株式会社 福岡県 05055152347 support@anshin.co.jp http://anshin-support.jp/

18 第9号‐20050021 株式会社アシストプラン 鹿児島県 0992545263 aplan@aplan-jp.com https://www.aplan-jp.com/request_information.html

19 第9号‐20050034 ソードシステム株式会社 福岡県 0942362070 hara@sword-sys.co.jp http://www.sword-sys.co.jp/

20 第9号‐20050058 株式会社ディーエスブランド 長崎県 0958624891 hanbai@ds-brand.jp https://ds-b.jp/ai

21 第10号‐20070004 有限会社インテリジェントパーク 福岡県 0939320025 info@int-park.jp https://www.int-park.jp/form/

22 第11号‐20090019 株式会社インターシステク 福岡県 0924097717 support@intersystech.co.jp http://www.intersystech.co.jp/contact

23 第11号‐20090022 株式会社クリエート 宮崎県 0982637706 soumu@create-m.co.jp https://create-m.co.jp/contact/

24 第11号‐20090003 合資会社ビーチヘッド 福岡県 0645604044 yukimi.ohno@bhead.com www.bhead.com

25 第11号‐20090007 株式会社創和企業 熊本県 0964280011 ushjima@sowa-kigyo.com http://www.sowa-kigyo.com

26 第11号‐20090001 株式会社ウィズ 熊本県 09087668756 hiro163@with-163.com https://with-163.com/

27 第11号‐20090012 アーティックス株式会社 福岡県 0936161172 info@artix-inc.com https://www.artix.co.jp/

28 第12号‐20120050 株式会社十八親和銀行 長崎県 0958278242 k-igawa@18shinwabank.co.jp http://www.18shinwabank.co.jp/corporate/contact/

29 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 09087681858 info@itc-kyushu.com https://www.itc-kyushu.com/



30 第12号‐20120105 キークレア税理士法人 福岡県 0924066736 soumu@keycrea.jp https://keycrea.jp/

31 第12号‐20120034 税理士法人アーリークロス 福岡県 0924065004 info@earlycross.co.jp https://www.earlycross.co.jp/

32 第12号‐20120076 株式会社モアコンセプト 熊本県 0963383332 info@moreconcept.co.jp http://www.moreconcept.co.jp/

33 第12号‐20120091 いとぐち株式会社 福岡県 0940524099 cs@itoguci.co.jp https://itoguci.co.jp/

34 第12号‐20120114 株式会社ヴィンテージ 福岡県 0935137255 soumukeiri@vintage.ne.jp https://vintage.ne.jp

35 第13号‐21040117 ａｎｅｃｔ株式会社 福岡県 0927539765 contact@anect.jp https://anect.jp/

36 第13号‐21040054 株式会社インフォグラム 福岡県 0924522733 info_gbizid@infogram.co.jp https://www.infogram.co.jp/

37 第13号‐21040004 レゾナンステクノロジ株式会社 宮崎県 0986570380 fukuno@rezotech.co.jp https://www.rezotech.co.jp/

38 第13号‐21040056 株式会社アドミンズ 福岡県 0926211819 info@admins.co.jp https://admins.co.jp

39 第14号‐21060108 カラビナテクノロジー株式会社 福岡県 0927336655 uz.fukuda@karabiner.tech www.karabiner.tech

40 第14号‐21060086 株式会社ＨＴＳライズ 福岡県 0922715810 morita@kkhts.com
https://moodle.kkhts.com/cgi-

bin/mails/wwwmail/SinkiEntryform_new.cgi

41 第14号‐21060178 株式会社内田会計事務所 長崎県 0958612054 uchino@uchida.or.jp https://uchida.or.jp/contact/

42 第14号‐21060179 合同会社学舎ダーナ 鹿児島県 08088136453 info@gakusha-dana.com http://dana-online.biz/

43 第14号‐21060002 株式会社福岡銀行 福岡県 0927232566 s-soga@fukuokabank.co.jp https://www.fukuokabank.co.jp/corporate/contact/

44 第14号‐21060083 株式会社熊本銀行 熊本県 0963851141 ykoba@kumamotobank.co.jp http://www.kumamotobank.co.jp/corporate/contact/

45 第14号‐21060021 日本電通株式会社 福岡県 0924115000 procon-info@nihondentsu.com nihondentsu.com

46 第14号‐21060082 アルファコミュニケーションズ株式会社 福岡県 0120610113 info@alpha-communications.co.jp https://alpha-communications.co.jp/contact

47 第14号‐21060161 株式会社シティアスコム 福岡県 0928525111 gp-eigyosenryaku@city.co.jp https://www.city.co.jp/inquiry/

48 第14号‐21060090 アセアン・プラス株式会社 福岡県 0922607825 s.kodama@asean-plus.com https://www.asean-plus.com/inquiry/

49 第14号‐21060172 千空株式会社 熊本県 09088360346 daddy.mammy3939@gmail.com https://peraichi.com/landing_pages/view/chikara-matsuoka

50 第14号‐21060160 株式会社アステックペイント 福岡県 0926267776 masahiro-inokuchi@astecpaints.co.jp https://astecpaints.jp/contact/

51 第15号‐21080073 ミシマ・オーエー・システム株式会社 福岡県 0936813681 kyousatu@mishimaoa.co.jp https://www.mishimaoa.co.jp/

52 第15号‐21080047 株式会社ＰＲＯＣＳ 長崎県 0958420001 mukae@procs.jp https://procs.jp/contact/

53 第15号‐21080024 株式会社ＴＨＥ　ＦＲＥＥＤＯＭ 福岡県 0924098548 tfd-publicsupport.1017@thefreedom.site https://thefreedom.site/

54 第15号‐21080018 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｂ 長崎県 0957463083 info@gbalb.com https://gbalb.com

55 第15号‐21080037 ネットイーグル株式会社 福岡県 05035365973 neteagle-soumubu@neteagle.co.jp https://www.neteagle.co.jp/inquiry/

56 第15号‐21080035 株式会社オルトロボ 福岡県 0924828550 info@altrobo.co.jp https://altrobo.co.jp/contact/

57 第15号‐21080032 株式会社裕和 福岡県 0120933235 kanribu@yuwagroup.co.jp https://yuwagroup.co.jp/

58 第15号‐21080049 株式会社ワクフリ 福岡県 05037864213 info@wakufuri.com https://wakufuri.com/contact/

59 第15号‐21080127 有限会社Ｂｉｚ　Ａｓｓｉｓｔ 熊本県 0963783658 info@bizassist.co.jp https://bizassist.co.jp



60 第15号‐21080104 株式会社ベネフィット 福岡県 0922922480 info@benefit315.com https://www.benefit315.com/

61 第15号‐21080089 ＣＸ　Ｖａｌｕｅ　Ｌａｂ株式会社 福岡県 05036234141 info@cxvaluelab.com https://cxvaluelab.com/contact/

62 第15号‐21080091 大蛇テック合同会社 福岡県 05037480060 info@daija-tech.com https://daija-tech.com/

63 第15号‐21080092 有限会社ビズキューブ 福岡県 0924739600 info@biz-cube.com http://www.biz-cube.com/

64 第15号‐21080132 クミコード 福岡県 0926927991 n@gahide.name https://kumicode.com

65 第16号‐21100005（18） 株式会社GCAP 福岡県 0924323367 fujita@gcap.co.jp http://gkcp.jp/contact/

66 第16号‐21100053（18） ムービングアンドアクション 福岡県 0927245752 info@moving-and-action.com http://www.moving-and-action.com/contact.shtml

67 第17号‐21100044 株式会社九州ソフタス 熊本県 0963124410 contact@kyushu-softas.co.jp kyushu-softas.co.jp

68 第17号‐21100023 株式会社ＦＯＲＴＵＮＡ 福岡県 08039972997 namikawashima314@gmail.com https://luaestate.jp/

69 第17号‐21100019 株式会社レイメイ藤井 熊本県 0922622265 navi@rfcrm.jp https://www.raymay.co.jp/

70 第17号‐21100083 株式会社スクラップデザイン 鹿児島県 0992969922 info@scrap-design.co.jp https://scrap-design.co.jp/

71 第17号‐21100068 株式会社アドシン 熊本県 0962493456 info@e-adshin.com https://e-adshin.com/contact

72 第17号‐21100021 株式会社プラセム 福岡県 0927917613 info@plusem.co.jp https://plusem.co.jp/

73 第17号‐21100042 株式会社ポップミックス 宮崎県 0985713244 info@pop-mix.jp https://pop-mix.jp

74 第17号‐21100078 株式会社インフォセンス 福岡県 0366299725 sales@info-sense.co.jp https://dtenko.jp/contact.html

75 第17号‐21100060 有限会社エーカ 長崎県 0958160106 support@eca.jp https://www.eca.jp/contact

76 第17号‐21100075 株式会社アクトライズ 福岡県 0924078370 info@actrizz.in https://www.actrizz.co.jp/contact.html

77 第18号‐21120046（18） 久留米情報システム株式会社 福岡県 0942372151 kouguchi@kisc.co.jp https://www.kisc.co.jp/

78 第18号‐21120021（18） サンビット株式会社 福岡県 0922607261 m_nishikawa@sunbit.co.jp https://www.sunbit.co.jp/inquiry/

79 第18号‐21120033（18） 株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ 福岡県 0938731641 sales-team@yscc.co.jp https://www.yscc.co.jp/

80 第18号‐21120001（18） 株式会社経営支援センター 長崎県 0958955950 takahama@ksien.com https://ksien.com/

81 第18号‐21120018（18） 応研株式会社 福岡県 0927152789 mail@ohken.co.jp https://www.ohken.co.jp/inquiry/

82 第18号‐21120023（18） 株式会社オーイーシー 大分県 0975379561 business@oec.co.jp https://www.oec.co.jp

83 第18号‐21120019（18） リンクソフトウエア株式会社 福岡県 0932301353 contact@link-software.co.jp https://www.link-software.co.jp/contact/

84 第18号‐21120039（18） 株式会社Ｆｕｓｉｃ 福岡県 0927372616 info@fusic.co.jp https://fusic.co.jp/contact/

85 第18号‐21120045（18） 株式会社佐賀電算センター 佐賀県 0952341500 n_eguchi@sdcns.co.jp https://www.sdcns.co.jp

86 第18号‐21120041（18） 株式会社アンソネット 福岡県 0925125600 info@anthnet.co.jp http://www.anthnet.co.jp/

87 第19号‐22010035 ゼロソリューション株式会社 福岡県 0120524522 info@zerogroup-co.jp https://zerosolution.co.jp/contact.html

88 第19号‐22010006 株式会社テクノネツトワーク 福岡県 0928323600 toiawase@web-tnw.co.jp https://www.web-tnw.co.jp/modules/ccenter/

89 第19号‐22010027 日本システム株式会社 鹿児島県 0992565930 privacy@jpsys.co.jp https://www.jpsys.co.jp/privacy/



90 第19号‐22010012 株式会社宮園電工 佐賀県 0120503151 digital@miyazonodk.co.jp https://www.miyazonodk.co.jp

91 第19号‐22010030 株式会社プロバイス 熊本県 0964539499 info@provice-site.com https://ns-site.com

92 第19号‐22010043 株式会社スマート 鹿児島県 0992953518 support@smart-ml.com http://smartco.jp/privacy/

93 第20号‐22020014（19） 株式会社ＭｉＴ 宮崎県 09079244272 nakagawa.k@mit-miyazaki.com http://www.mit-miyazaki.com/

94 第20号‐22020012（19） 株式会社アプリップリ 福岡県 0948421570 shop@applippli.co.jp https://applippli.co.jp/contact/

95 第20号‐22020006（19） 株式会社エム・エス・ピー 福岡県 0924833366 nayu@mspnet.co.jp http://www.mspnet.co.jp/

96 第20号‐22020019（19） 株式会社タイズ 福岡県 0935120666 info@ties.jp https://ties.jp

97 第20号‐22020021（19） 株式会社シナプス 鹿児島県 0998138699 support@synapse.jp https://www.synapse.jp/

98 第20号‐22020008（19） 株式会社綜合経営コンサルタント 福岡県 0925129842 kg-soukei@san.bbiq.jp http://sougoukeiei.sakura.ne.jp/org/

99 第21号‐22040043（19） 株式会社ビジネス・ワン 福岡県 0925347761 cc@businessone.co.jp http://www.businessone.co.jp/

100 第21号‐22040019（19） アカザワシステム＆サポート 宮崎県 08017795378 t-akazawa@akazawa-ss.com https://t-akazawa.wixsite.com/website

101 第21号‐22040028（19） 芙蓉開発株式会社 福岡県 0924718585 kaihatsu@fuyo-group.com http://www.anshinnet.net/

102 第21号‐22040002（19） フェニックス通商有限会社 宮崎県 0985823708 info@phoenixtusho.com https://phoenixtusho.sakura.ne.jp/ask

103 第22号‐22040012 株式会社東海岸 福岡県 0925175167 info@higashikaigan.co.jp https://higashikaigan.co.jp/

104 第22号‐22040004 メディアファイブ株式会社 福岡県 0120262242 dr@media5.co.jp https://www.media5.co.jp/dr-inq/minquiry.html

105 第22号‐22040006 株式会社Ｓｏｅｌｕ 福岡県 05035585864 nagata@soelu.co.jp https://simple-alpha.com/

106 第22号‐22040015 株式会社シフト 宮崎県 0985204210 s-info@shift.ne.jp https://shift-net.co.jp/inquiry

107 第22号‐22040037 笑笑屋 熊本県 09074432656 info@waraeya.com https://www.waraeya.com/

108 第23号‐22060024（19） 株式会社コクリエシステムズ 長崎県 05037005920 contact@sys.cocrea.co.jp https://cocreasystems.com/

109 第23号‐22060045（19） 株式会社ファティマ 長崎県 0924818268 mizobuchi@phatima.co.jp http://www.phatima.co.jp/

110 第23号‐22060017（19） 株式会社リクト 福岡県 0927912108 info@lct.jp https://www.lct.jp/

111 第24号‐22070009 株式会社チューズモンスター 福岡県 05053720773 info@choose-monster.com https://choose-monster.com/

112 第24号‐22070027 株式会社ハウテック 福岡県 0924743340 info@houtec.co.jp https://www.houtec.co.jp/htm/infomation/info_inquiry.htm

113 第24号‐22070038 株式会社トライズリンクス 福岡県 0927175877 links@triselinks.com http://www.triselinks.com/


