テレワーク・デイ 参加団体一覧（平成 29 年 7 月 24 日時点
○特別協力団体
味の素株式会社
アフラック
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社イトーキ
株式会社イマクリエ
ヴイエムウエア株式会社
SCSK 株式会社
NEC
NEC ネッツエスアイ株式会社
NEC パーソナルコンピュータ株式会社
NEC マネジメントパートナー株式会社
NTT コム チェオ株式会社
NTT コミュニケーションズ株式会社
株式会社 NTT データ
NTT テクノクロス株式会社
株式会社 NTT ドコモ
MSD 株式会社
株式会社岡村製作所
株式会社沖データ
沖電気工業株式会社
カルビー株式会社
グーグル合同会社
株式会社クラウドワークス
KDDI 株式会社
株式会社建設技術研究所
コクヨ株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社
五洋建設株式会社
サイオステクノロジー株式会社
株式会社ザイマックス
サントリーホールディングス株式会社
ＪＢグループ
株式会社 JVC ケンウッド
シスコシステムズ合同会社
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＊精査中）

株式会社システムエグゼ
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム
積水ハウス株式会社
全日本空輸株式会社
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク コマース＆サービス株式会社
ＴＩＳ株式会社
株式会社テラスカイ
東急建設株式会社
東急不動産株式会社
東京急行電鉄株式会社
徳島県
トレンドマイクロ株式会社
長野県
日本航空株式会社
日本生命保険相互会社
日本電信電話株式会社
日本マイクロソフト株式会社
日本ユニシス株式会社
ネットワンシステムズ株式会社
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
株式会社野村総合研究所
パーソルテンプスタッフ株式会社
パーソル プロセス＆テクノロジー株式会社
株式会社パソナ
東日本電信電話株式会社
株式会社日立システムズ
株式会社 日立製作所
株式会社ブイキューブ
富士ゼロックス株式会社
富士ソフト株式会社
富士通株式会社
株式会社富士通総研
株式会社ブリヂストン
株式会社ベルシステム 24
マイクロソフト ディベロップメント株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
マンパワーグループ株式会社
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三井情報株式会社
三井物産株式会社
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
三菱地所株式会社
ヤフー株式会社
株式会社 LIXIL
株式会社リコー
リコーIT ソリューションズ株式会社
レノボ・ジャパン グループ

○実施団体
株式会社アーシタン
アーティサン株式会社
株式会社アーテック福岡
株式会社アール・アイ
RSUPPORT 株式会社
株式会社ＲＤサポート
株式会社アイ・オー・プロセス
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社アイキューブドシステムズ
アイシーエルシステムズ有限会社
株式会社アイシーソフト
特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
ＩＴＳｕｐｐｏｒｔパソコン太郎株式会社
株式会社ＩＮＡＰ Ｖｉｓｉｏｎ
i-POWER JAPAN 合同会社
アクサ生命保険株式会社
actuarise 株式会社
浅間商事株式会社
アシストマイクロ株式会社
アジュールパワー株式会社
アソビュー株式会社
有限会社アット・ピーズ
アディエント合同会社
アディッシュプラス株式会社
株式会社アト
アトラシアン株式会社
株式会社アトラス
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あなんテレワーク推進センター
アバナード株式会社
アライアンス･バーンスタイン株式会社
株式会社アルム
株式会社アルメディア・ネットワーク
株式会社アントレンド
ANNAI 株式会社
株式会社アンリツプロアソシエ
E.パートナーズ経営労務管理事務所
イーキュア株式会社
株式会社イービーエム
株式会社イコール・パートナーズ
株式会社 石井事務機センター
イッツ・コミュニケーションズ株式会社
株式会社いわきテレワークセンター
株式会社インサイトテクノロジー
インターシステムズジャパン株式会社
株式会社インターリンク
インテリジェントウィルパワー株式会社
インフォコム株式会社
株式会社インフォビジョン
インフォポート合同会社
株式会社ヴァル研究所
株式会社 Women’s Future Center
株式会社ウェブエッジ
ウェブシステムテクノロジー株式会社
株式会社ウエルネス
株式会社内田洋行
株式会社エー・トゥー・ゼット
特定非営利活動法人 ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム
AGS 株式会社
株式会社エースディレクション
株式会社 ATGS
株式会社 HDE
株式会社エイトレッド
株式会社 ecleve International
一般社団法人エコ・ペーパーレス協議会
エコモット株式会社
エス・エー・エス株式会社
EDGE 株式会社
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エドワーズライフサイエンス株式会社
ＮＴＴアド
NTT コムウェア
ＮＴＴインフラネット
NTT コム ソリューションズ株式会社
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
NTT 出版株式会社
日本情報通信株式会社 ［NI+C］
エヌアイシー・ソフト株式会社
エヌアイシー・ネットシステム株式会社
エヌアイシー・パートナーズ株式会社 ［NI+C P］
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
社会保険労務士法人 NSR
NC デザイン&コンサルティング株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
株式会社 NTT データ CCS
NTT データフォース株式会社
株式会社 NTT ぷらら
エバーノート株式会社
株式会社エフエスクリエ―ション
株式会社 FM.Bee
FP サテライト
ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社
株式会社エムエム総研
MCS 株式会社
株式会社ＭＣＥＡホールディングス
株式会社エル・ティー・エス
株式会社オーシャンブリッジ
大阪府
株式会社大塚商会
大西経営労務管理事務所
株式会社お金の家庭教師
岡谷鋼機株式会社
沖ウィンテック株式会社
沖縄ツーリスト株式会社
株式会社沖ワークウェル
株式会社オクトパス＆コー
小田急電鉄株式会社
株式会社オフィス・トモキ
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オプティ株式会社
株式会社オリィ研究所
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社オルツ
株式会社ガイアックス
ガイアモーレ株式会社
株式会社 GAORA
カコムス株式会社
カゴメ株式会社
株式会社 CaSy
株式会社カジタク
神奈川県
株式会社インゲージ
株式会社ジェイック
株式会社 PIVOT
株式会社 Wiz
株式会社 Waris
川崎市
起業家大学出版（日本著作出版支援機構株式会社）
公益社団法人企業情報化協会
株式会社キットアライブ
GIFT ライフプランナー
株式会社キャスター
キャタピラー
株式会社キャッチネットワーク
キャップクラウド株式会社
キヤノンマーケティングジャパン（株）
キャリア・コンサルタント協同組合
株式会社キャリア・マム
キャリア教育出版
株式会社ＱＴｎｅｔ
株式会社キューネットワークス
協立情報通信株式会社
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
株式会社クエスト・コンピュータ
クエスト・ソフトウェア株式会社
クオリカ株式会社
クオリティソフト株式会社
株式会社グッドテック
株式会社クナイ
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クラウディアジャパン株式会社
一般社団法人クラウドサービス推進機構
クラウドパワーパートナーズ株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
株式会社クラスキャット
株式会社 CREEKS
株式会社クリエイティブバンク
CLINKS 株式会社
株式会社クロスアビリティズ
株式会社クロスキャット
株式会社クロスリバー
株式会社京葉銀行
Gennai3 株式会社
株式会社 コー・ワークス
コイズミ照明株式会社
講談社 クーリエ・ジャポン編集部
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
独立行政法人国際協力機構（JICA)
株式会社国際社会経済研究所
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
株式会社コスモピア
一般社団法人コトハバ
株式会社コムデザイン
株式会社コンカー
株式会社コンピューターシステムハウス
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
株式会社コンフィック
株式会社コンフォタブル・ライフ・コンサルティング
株式会社ザ・アール
サイエスト株式会社
サイトエンジン株式会社
株式会社 Syno
サイバートラスト株式会社
サイボウズ株式会社
株式会社サウンドビジョン
佐賀県
さくらインターネット株式会社
株式会社さくら事務所
さくら情報システム株式会社
サトーホールディングス株式会社
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株式会社サニーサイドアップ
株式会社サンエイ
株式会社三光システム
奈良県三郷町
株式会社サンソウシステムズ
GE ジャパングループ
株式会社シーエーシー
GN オーディオジャパン株式会社
CC アーキテクト株式会社
株式会社シー・シー・ダブル
株式会社ＣＤＣ研究所
株式会社ＣＰＳ
株式会社シーピーユー
THE APP BASE 株式会社
シェアオフィス「オレノオフィス」
株式会社 JMC
株式会社 J ストリーム
JP ホールディングスグループ
ジェイレックス・コーポレーション株式会社
株式会社ジェナ
静岡県袋井市
静岡市役所
システムインテリジェント株式会社
株式会社システムピース
シックス・アパート株式会社
株式会社シナプスイノベーション
シネックスインフォテック株式会社
株式会社島津製作所
株式会社シマンテック
清水建設株式会社
事務所中浜正彦
社会福祉法人東京コロニー職能開発室
株式会社ジャパンコミュニケーション徳島
株式会社ジャパンタイムズ
ジャパンハウジング株式会社
しゅうおう行政書士事務所
ジュニパーネットワークス株式会社
株式会社ジョイゾー
合同会社ジョイン
学校法人上智学院
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一般社団法人情報サービス産業協会
情報未来創研
株式会社上毛新聞社
ジョブサポートパワー株式会社
株式会社ジンズ
株式会社新閃力
スイス再保険会社 日本支店
株式会社スカイ３６５
Skillots（スキロッツ）
株式会社鈴鹿メディアパーク（鈴鹿ヴォイスＦＭ78.3MHz）
鈴与シンワート株式会社
株式会社スタディスト
株式会社ステラリンク
株式会社スペースマーケット
スマートキャンプ株式会社
住友電気工業株式会社
税理士法人アップパートナーズ長崎オフィス
セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社
株式会社セカンドファクトリー
セコム株式会社
セコムトラストシステムズ株式会社
セルフメディアエイジェント株式会社
合同会社 selfree
株式会社セルメスタ
株式会社ゼロイン
全研本社株式会社
ゼンハイザージャパン株式会社
行政書士事務所ソーシャルデザインサポート
ゾーホージャパン株式会社
一般社団法人創生する未来
ソニー株式会社
株式会社ソニックガーデン
株式会社ソフトウエア開発
株式会社ソフトウェアサービス
一般財団法人ソフトウェア情報センター
公益財団法人ソフトピアジャパン
株式会社ソラリス・スペース
株式会社ソリッドシステムソリューションズ
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
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第一稀元素化学工業株式会社
第一生命保険株式会社
大成建設株式会社
大同生命保険株式会社
株式会社ダイナックス
大日本印刷株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和ライフネクスト株式会社
大和リース株式会社
株式会社高島屋
一般社団法人高梁川プレゼンターレ
タクセル株式会社
武田薬品工業株式会社
WPP マーケティング・コミュニケーションズ合同会社（ワンダーマン インターナショナル）
株式会社ダンクソフト
株式会社丹青社
株式会社チームスピリット
特定非営利活動法人 地域情報化モデル研究会
株式会社チェリッシュライフジャパン
株式会社チェンジウェーブ
株式会社 千葉銀行
ChatWork 株式会社
チューリッヒ生命
チューリッヒ保険会社
中外製薬株式会社
中小企業 IT 経営力大賞倶楽部
中部テレコミュニケーション株式会社
有限会社ツーエイシステムズ
（株）つくばウエルネスリサーチ
合同会社ツクル
都築電気株式会社
株式会社繋
ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 The Executive Centre Japan
ディーアイエスソリューション株式会社
株式会社ディー・エヌ・エー
株式会社ティーケーネットサービス
ティースリー株式会社
有限会社ディーポイント
ディスカバリーズ株式会社
株式会社テクノクラフト
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一般社団法人デジタルメディア協会
株式会社寺岡精工
デル株式会社
デルタパスジャパン株式会社
株式会社テレビ朝日
テレワーク ICT 協議会
株式会社テレワークマネジメント
一般社団法人 電子出版制作・流通協議会
一般社団法人電子情報技術産業協会
株式会社 電通
株式会社電通国際情報サービス
株式会社電通東日本
株式会社トーイングウーマン
株式会社 TOSYS
株式会社 2B
株式会社東急コミュニティー
東急リバブル株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京ガス株式会社
東京建物株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
社会福祉法人東京コロニー 東京都葛飾福祉工場
株式会社東光高岳
ドコモ・システムズ株式会社
特定非営利活動法人土佐山アカデミー
独立行政法人 都市再生機構
トッパン・フォームズ株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社豊通シスコム
株式会社トラスティルグループ
株式会社ドリーム
長野県塩尻市
長野システム開発株式会社
なかまマーケティング
奈良県
奈良県天理市
株式会社 No.1
NPO 法人新座子育てネットワーク
ニイノリンク株式会社
株式会社ニチレイフーズ
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株式会社日企
日経ＢＰ社
株式会社 日建設計総合研究所
日産自動車株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
日都産業株式会社
株式会社日本取引所グループ
日本 IBM
一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会
日本 AMD 株式会社
株式会社日本 HP
日本オープンオンライン教育推進協議会
独立行政法人 日本学生支援機構
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟
日本国土開発株式会社
日本コンセントリクス株式会社
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会
一般社団法人日本社会イノベーションセンター
株式会社日本綜合経営協会
株式会社 日本総合研究所
日本ソフト開発株式会社
一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会
日本テレビ放送網（株）
一般社団法人日本テレワーク協会
日本電気株式会社
一般社団法人日本ニアショア開発推進機構
株式会社日本能率協会マネジメントセンター
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本ブロードビジョン株式会社
公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）
日本郵便オフィスサポート株式会社
ニューロネット株式会社
株式会社ネオジャパン
株式会社ネオマーケティング
株式会社ネクスタム
株式会社ネクスト・プラス
株式会社ネクストアド
株式会社ネクストホップ
NETATMO
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株式会社ネットワールド
株式会社 ノークリサーチ
ノバルティス ファーマ株式会社
野村アセットマネジメント株式会社
野村證券株式会社
パーソルキャリア株式会社
株式会社ハーティスシステムアンドコンサルティング、株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
株式会社ハートソフトウェア
パイオニア株式会社
パイオニア VC 株式会社
株式会社パクチー
株式会社 博報堂
株式会社博報堂アイ・スタジオ
株式会社パシフィックネット
パスロジ株式会社
株式会社パソナテック
株式会社八十二銀行
パナソニック株式会社
ハマゴムエイコム株式会社
パロアルトネットワークス株式会社
株式会社 HAROiD
パワードプロセスコンサルティング株式会社
株式会社バンテック
株式会社阪南ビジネスマシン
株式会社ピーエスシー
株式会社 BeeX
株式会社ＰＦＵ
BB ソフトサービス株式会社
株式会社ピーピーティー
日立 SC 株式会社
株式会社 日立公共システム
株式会社日立コンサルティング
株式会社日立システムズパワーサービス
株式会社日立情報通信エンジニアリング
（株）日立ソリューションズ
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
ヒューマン・ラーニング株式会社
株式会社ファンコミュニケーションズ
VQS 株式会社
株式会社フェイズ
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株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ
一般社団法人福祉情報技術サポートセンター
株式会社フジクラ
フジ住宅株式会社
富士ゼロックス神奈川株式会社
富士ゼロックス関東株式会社
富士ゼロックス九州株式会社
富士ゼロックス四国株式会社
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
富士ゼロックス首都圏 株式会社
株式会社富士ゼロックス総合教育研究所
富士ゼロックス多摩株式会社
富士ゼロックス中部株式会社
富士ゼロックス東京 株式会社
富士ゼロックス西日本株式会社
富士ゼロックス福岡株式会社
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
株式会社富士通マーケティング
株式会社富士通マーケティング・エージェント
富士テレコム株式会社
株式会社フジテレビジョン
株式会社フジミック
フリービット株式会社
ブルーインＩＴ経営研究所
株式会社フルスピード
プルデンシャル生命保険株式会社
有限会社古矢リサーチグループ
株式会社ブレイクスルー・ネットワーク
株式会社フロンティア・フィールド
株式会社ベーシック
ベーリンガーインゲルハイムジャパングループ
ベビカム株式会社
ベライゾンジャパン合同会社
株式会社ペンシル
株式会社ベンハウス
株式会社 Box Japan
ボックスチャーター株式会社
ボッシュ株式会社
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POSSE
株式会社ポラリス・セクレタリーズ・オフィス
ポリコムジャパン株式会社
株式会社マーキュリング
マイクロシステム株式会社
マスミューチュアル生命保険株式会社
マニュライフ生命株式会社
Mamasan&Company 株式会社
株式会社豆蔵ホールディングス
丸紅従業員組合
マルワソフト株式会社
ミクロマクロリンク株式会社
ミサワホーム株式会社
ミサワホーム総合研究所
みずほフィナンシャルグループ
三井住友アセットマネジメント株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井不動産株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社ミックスネットワーク
株式会社 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
三菱自動車工業株式会社
三菱倉庫株式会社横浜支店
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
みらい株式会社
みらい創りラボ・いのかわ／徳之島町
社会保険労務士法人 MIRACREATION
Mintomo 株式会社
村田株式会社
メイクカンパニー合同会社
明治安田生命保険相互会社
明豊ファシリティワークス株式会社
株式会社メディシンク
株式会社メリディアンプロモーション
株式会社メンバーズ
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム
株式会社やまおとうみ（ワイオーユー）
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山口県商工労働部ワーク・ライフ・バランス推進委員会
ヤマトホールディングス株式会社
ユーシーカード株式会社
株式会社ユーディット（情報のユニバーサルデザイン研究所）
有限会社 ユー・プランニング
株式会社ユニゾン
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
合同会社ユビキタスライフスタイル研究所
横河電機株式会社
株式会社 横浜銀行
国立大学法人 横浜国立大学
横浜ゴム株式会社
株式会社ラック
ランサーズ株式会社
株式会社リクルートキャリア
株式会社リクルートコミュニケーションズ
株式会社リクルートジョブズ
株式会社リクルートスタッフィング
株式会社リクルート住まいカンパニー
株式会社リクルートホールディングス
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
株式会社リクルートライフスタイル
株式会社 理経
株式会社リゲイン
リコージャパン株式会社
株式会社リブリッジ
社会医療法人緑泉会米盛病院
リリカラ株式会社
株式会社ルシーダ
合同会社レインボー
株式会社レオパレス２１
レッドフォックス株式会社
株式会社レビューマガジン
株式会社ワーク・ライフバランス
株式会社ワークアカデミー/ワークヴィジョン
株式会社ワイエムユーシーネット
株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ
株式会社ワイズスタッフ
ワウテック株式会社
NPO 法人わははネット
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株式会社 ONE TO ONE
ワンビ株式会社
株式会社ワンマンバンド

○応援団体（実施ノウハウの提供）
テレワーク推進企業ネットワーク参加団体（http://teleworkgekkan.org/network/）

○応援団体（テレワークスペースの提供）
株式会社アイキューブドシステムズ
会津地域スマートシティー推進協議会
Azumino Coworking（安曇野コワーキングスペース）
安曇野コワーキングスペース
あなんテレワーク推進センター
株式会社イーディアス
イエノコト株式会社
生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター「イコマド」
株式会社いわきテレワークセンター
株式会社ヴィジョナリーバンガード
株式会社 Women’s Future Center
株式会社ウエルネス
株式会社うつくしろ
株式会社 NTT データイントラマート
コワーキングスペース N LABO（エヌラボ）
エバーノート株式会社
株式会社 FM.Bee
おおたテレワーク推進協議会
コワーキング&カフェ「アルゴット戸倉」
ONOMICHI SHARE
オフィス・キタバ（キタバ社会保険労務士事務所）
株式会社ガイアックス
株式会社カナン
株式会社スペイシー
カラム株式会社
株式会社キャリア・マム
錦江町 まち・ひと・『MIRAI』創生協議会
クラウドパワーパートナーズ株式会社
株式会社 grinleap
ゲストハウス松本亭一農舎
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株式会社 コー・ワークス
一般社団法人コトハバ
Co-nect 神楽坂
Co-Working Cafe 「Enjoy Work」
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
サーブコープジャパン株式会社
株式会社ザイマックス
THE APP BASE 株式会社
シェアオフィス「オレノオフィス」
「四国の右下」若者創生協議会
自習カフェ名駅
静岡市
静岡市役所
株式会社ジャパンコミュニケーション徳島
斜里町
一般社団法人情報サービス産業協会
女性創業応援やまぐち株式会社
スイス再保険会社 日本支店
Skillots（スキロッツ）
STARTUPCAFE KOZA
株式会社スペースマーケット
株式会社セカンドファクトリー
積和不動産株式会社
NPO 法人せたがや子育てネット
TURN harajuku
株式会社第一興商
竹富町役場
立川シェアオフィス TXT
株式会社ダンクソフト
銚子市
ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 The Executive Centre Japan
テレワークセンター徳島
東京建物株式会社
東京建物株式会社
徳島県美馬市
特定非営利活動法人グリーンバレー
所沢ノード
トランスコスモス株式会社
長野県塩尻市
奈良県三郷町
奈良県天理市
新潟県南魚沼市
NPO 法人新座子育てネットワーク
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日本リージャス株式会社
ニューロネット株式会社
コワーキングスペース ノラヤ
萩市
株式会社パクチー
HUBGUJO
東小金井事業創造センターKO-TO
福井県鯖江市
株式会社フルスピード
株式会社フロンティアコンサルティング
株式会社ベーシック
株式会社ペンシル
HENTONA LOUNGE
松江市
株式会社マッシグラ
みなかみ町
美波町
一般社団法人 壱岐みらい創りサイト
みらい創りラボ・いのかわ／徳之島町
株式会社メリディアンプロモーション
山口県
公益財団法人やまぐち産業振興財団
横瀬町（あしがくぼ笑楽校）
ライフ＆ワークデザイン株式会社
株式会社 LASSIC
ランサーズ株式会社
株式会社リビング・エージェント
Route Design 合同会社
ワークスタイル変革 EXPO 事務局団体（http://teleworkgekkan.org/network/）

○応援団体（ソフトウェア等の提供）
株式会社アール・アイ
RSUPPORT 株式会社
株式会社ＩＮＡＰ Ｖｉｓｉｏｎ
actuarise 株式会社
旭川市
浅間商事株式会社
アシストマイクロ株式会社
アセンテック株式会社
アトラシアン株式会社
アバー・インフォメーション株式会社
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株式会社イーディアス
e-Jan ネットワークス株式会社
株式会社インターネットイニシアティブ
インテリジェントウィルパワー株式会社
ウェスト UC ジャパン株式会社
ウェブメディア「リンジン」
株式会社エイトレッド
一般社団法人エコ・ペーパーレス協議会
EDGE 株式会社
株式会社 NTT データイントラマート
株式会社 NI コンサルティング
エバーノート株式会社
エフエムさがみ（FM HOT 839）
株式会社 応用電子
株式会社沖ワークウェル
株式会社オサムインビジョンテクノロジー
株式会社オフィス２４
株式会社オリィ研究所
株式会社オリィ研究所
株式会社網屋
株式会社ソリトンシステムズ
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
株式会社サーバーワークス
株式会社 Wiz
株式会社キャスター
キヤノン IT ソリューションズ株式会社
KIYO ラーニング株式会社
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
一般社団法人クラウド活用・地域 ICT 投資促進協議会
株式会社クラスキャット
グローウィン・パートナーズ株式会社
経営サポート近畿Ｎｅｔｗｏｒｋ 有限責任事業組合
株式会社コムデザイン
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
株式会社 Syno
サイボウズ株式会社
株式会社三技協
Sansan 株式会社
株式会社サンソウシステムズ
GN オーディオジャパン株式会社
株式会社ＣＤＣ研究所
株式会社ジェイティービー
シックス・アパート株式会社
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シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
シャープビジネスソリューション株式会社
株式会社社食コレクション
株式会社ジャパンコミュニケーション徳島
ジャパンメディアシステム株式会社
株式会社ジョイゾー
合同会社ジョイン
スイス再保険会社 日本支店
Skillots（スキロッツ）
スターティア株式会社
STARTUPCAFE KOZA
株式会社スタディスト
ストックマーク株式会社
合同会社 selfree
株式会社ソニックガーデン
株式会社ソフトクリエイト
株式会社ソルクシーズ
株式会社ダンクソフト
株式会社チームスピリット
株式会社チェンジ
ChatWork 株式会社
都築電気株式会社
ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 The Executive Centre Japan
TIS 株式会社
テレワーク ICT 協議会
株式会社テレワークマネジメント
トークノート株式会社
TalkFusion
徳島県
徳島県にし阿波
日本 IBM
一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会
日本ナレッジ株式会社
日本ネットワークイネイブラー株式会社
日本ブロードビジョン株式会社
ニューロネット株式会社
株式会社ネオジャパン
株式会社ねこじゃらし
株式会社ねこじゃらし
株式会社ハーティスシステムアンドコンサルティング、株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
パスロジ株式会社
BT ジャパン株式会社
株式会社ピーピーティー

21

VQS 株式会社
株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ
富士ゼロックス四国株式会社
富士通株式会社
フリービット株式会社
株式会社ブルー・オーシャン沖縄
プレミアコンファレンシング株式会社
ブロードソフトジャパン株式会社
株式会社 Box Japan
株式会社ポップミックス
株式会社松尾商店
マルワソフト株式会社
みらい創りラボ・いのかわ／徳之島町
明豊ファシリティワークス株式会社
株式会社メリディアンプロモーション
MoST コミュニケーションズ株式会社
楽天コミュニケーションズ株式会社
ランサーズ株式会社
株式会社リゲイン
株式会社レコモット
レッドフォックス株式会社
株式会社ワーク・ライフバランス
ワークスモバイルジャパン株式会社
ワウテック株式会社
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