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「新規入会会員の承認」 

 

公益社団法人企業情報化協会 新規入会会員（2020年 4月～2021年 3月） 

 

1. ネットワンシステムズ株式会社 

設立. 1988年 2月 1日 

住所 100-7024 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー 

代表者 代表取締役 社長執行役員 荒井 透 

従業員数 2,431名 

事業内容 情報インフラ構築とそれらに関連したサービスの提供 

URL https://www.netone.co.jp/company/profile/ 

 

2. 株式会社 シマ・プロジェクト 

設立. 1975年 7月 2日 

住所 104-0061 東京都中央区銀座 1-19-3 銀座ウイステ－リアビル 2階 

代表者 代表取締役 川嶋 康洋 

従業員数  

事業内容 広告に関係する分野でトータルプロダクト 

URL http://shimapro.co.jp/index.html 

 

3. 株式会社伊藤園 

設立. 1966年 8月 22日 

住所 151-8550 東京都渋谷区本町 3-47-10 

代表者 代表取締役社長 執行役員 本庄 大介 

従業員数 5,403 名 

事業内容 茶製品および清涼飲料水メーカー 

URL https://www.itoen.co.jp/ 

 



4. パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 

設立. 1977年 9月 24日 

住所 135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント 7F 

代表者 代表取締役社長 横道 浩一 

従業員数 4,251名 

事業内容 業務プロセスコンサルティング、システム企画・開発等 

URL https://www.persol-pt.co.jp/ 

 

5. 株式会社クエステトラ 

設立. 2008年 4月 1日 

住所 604-0835 京都市中京区 御池通間之町東入高宮町 206 御池ビル 4階 

代表者 代表執行役 今村 元一 

従業員数  

事業内容 ソフトウェア開発 

URL https://questetra.com/ja/corp/ 

 

6. 株式会社協和エクシオ 

設立. 1954年 5月 17日 

住所 150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-29-20 

代表者 代表取締役社長 船橋 哲也 

従業員数 4,011名 

事業内容 ソリューション提供等 

URL https://www.exeo.co.jp/ 

 

7. シグナビオ・ジャパン株式会社 

設立. 1998月 5月 1日 

住所 100-000 東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル１階 

代表者 カントリーマネージャー トーマス ツィママン 

従業員数  

事業内容 ソフトウェア開発 

URL https://www.signavio.com/jp/ 

 



8. リコーＩＴソリューションズ株式会社 

設立. 1982年 10月 5日 

住所 224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町 16-1 

代表者 社長執行役員 石野 普之 

従業員数 908名 

事業内容 エンベデッド事業、ソリューション事業、グループ IT事業 

URL https://www.jrits.co.jp/ 

 

9. 株式会社ＮＴＴデータイントラマート 

設立. 2020年 2月 22日 

住所 107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 5階 

代表者 代表取締役社長 執行役員 中山 義人 

従業員数  

事業内容 パッケージソフトウェア「intra-mart」の販売等 

URL https://www.intra-mart.jp/ 

 

10. 株式会社ティーネットジャパン 

設立. 1976年 4月 30日 

住所 761-8081 香川県高松市成合町 930-10 

代表者 代表取締役社長 木本 泰樹 

従業員数 1,500名 

事業内容 発注者支援業務、コンピューターシステム開発等 

URL https://www.tn-japan.co.jp/ja/index.html 

 

11. 株式会社日立ＩＣＴビジネスサービス 

設立. 2008年 4月 1日 

住所 220-0011 神奈川県横浜市西区高島 1-1-2 横浜三井ビルディング 

代表者 代表取締役社長 佐藤 尚彦 

従業員数 1,815名 

事業内容 BPO（Business Process Outsourcing） 各種サービス 

URL https://www.hitachi-bs.co.jp/ 

 



12. 三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社 

設立. 2013年 4月 

住所 100-7027 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー27階 

代表者 代表取締役社長 榎本 好一 

従業員数 288名 

事業内容 石炭・鉄鉱石等の原料・素材などを含む金属資源全般を扱う金属商社 

URL https://www.mitsubishicorprtm.com/japan/ 

 

13. 株式会社クロスオーバー 

設立. 2003年 1月 

住所 105-0011 東京都港区芝公園 3-1-22 日本能率協会ビル 6階 

代表者 代表取締役社長 武中 和昭 

従業員数  

事業内容 システムグランドデザイン、システム化企画等 

URL https://www.x-over.co.jp/ 

 

14. アジルポイント株式会社 

設立.  

住所 141-0031 東京都品川 区西五反田 7-13-6 SDI五反田ビル 10階 

代表者 代表取締役 藤中 衛 

従業員数  

事業内容 アプリケーション開発 

URL https://agilepoint.com/ 

 

15. アシストマイクロ株式会社 

設立. 1976年 5月 

住所 164-0012 東京都中野区本町 3-31-11 Daiwa中野坂上ビル 7F 

代表者 代表取締役社長 百瀬 太郎 

従業員数  

事業内容 ソフトウェアパッケージ製品の企画、開発、販売、保守等 

URL https://www.assistmicro.co.jp/ 

 



16. 株式会社オープンハウス 

設立. 1997年 9月 

住所 100-6312 千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 12F 

代表者 代表取締役社長 荒井正昭 

従業員数 2,876名 

事業内容 不動産売買の代理・仲介事業等 

URL https://oh.openhouse-group.com/company/about/ 

 

17. 株式会社夢テクノロジー 

設立. 1989年 7月 13日 

住所 101-0022 東京都千代田区神田練塀町 300番地 住友不動産秋葉原駅前

ビル 6F 

代表者 代表取締役社長 佐藤大央 

従業員数 3,300名 

事業内容 エンジニアアウトソーシング事業、有料職業紹介事業、他 

URL https://www.yume-tec.co.jp/ 

 

18. パーソルホールディングス株式会社 

設立. 2008年 10月 1日 

住所 107-0062 東京都港区南青山 1-15-5 

代表者 代表取締役社長 CEO 水田 正道 

従業員数 50,774名 

事業内容 労働者派遣事業・有料職業紹介事業等の事業を行うグループ会社の経営
計画・管理並びにそれに付帯する業務 

URL https://www.persol-group.co.jp/ 

 

19. ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 

設立. 1953年 11月 26日 

住所 112-8560 東京都文京区後楽 2-6-1 飯田橋ファーストタワー 

代表者 代表取締役執行役員社長 牛島 祐之 

従業員数 7,818名（連結） 

事業内容 運用・監視、保守、アウトソーシング等の各種サービスを提供 

URL https://www.nesic.co.jp/ 



20. オリックス生命保険株式会社 

設立. 1991年 4月 12日 

住所 107-0052 東京都港区赤坂 2-3-5 赤坂スターゲートプラザ 

代表者 代表取締役社長 片岡 一則 

従業員数 2,173名 

事業内容 保険の販売 

URL https://www.orixlife.co.jp/ 

 

21. 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

設立. 1979年 7月 11日 

住所 100-6080 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 

代表者 代表取締役社長 柘植 一郎 

従業員数 4,419名 

事業内容 コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守等 

URL https://www.orixlife.co.jp/ 

 

（申請順・敬称略） 

 

以 上 


