
令和5年4月現在

業種：情報処理業務 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 日測 千代田区

2 昭和 千代田区

3 マイクロフィッシュ 千代田区

4 キョウエイアドインターナショナル 千代田区

5 東京リーガルマインド 千代田区

6 大塚商会 千代田区

7 ＪＥＣＣ 千代田区

8 みずほリサーチ＆テクノロジーズ 千代田区

9 インソース 千代田区

10 大和不動産鑑定 千代田区

11 フジヤマ 千代田区

12 ＮＥＣプラットフォームズ 千代田区

13 ジーエムピー 千代田区

14 東京設計事務所 千代田区

15 インフォネット 千代田区

16 マップル 千代田区

17 インフォ・クリエイツ 千代田区

18 昭文社 千代田区

19 プロシップ 千代田区

20 パナソニックコネクト 中央区

21 イトーキ 中央区

22 小林クリエイト 中央区

23 リコージャパン 中央区

24 アトラス情報サービス 中央区

25 インフォマージュ 中央区

26 エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 中央区

27 塚田印刷 中央区

28 アスティ 中央区

29 日比谷アメニス 港区

30 西桜印刷 港区

31 ＮＥＣキャピタルソリューション 港区

32 ＮＥＣネクサソリューションズ 港区

33 キヤノンマーケティングジャパン 港区

34 トッパン・フォームズ 港区
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35 ＮＥＣフィールディング 港区

36 イムラ 港区

37 テクバン 港区

38 千代田組 港区

39 伊藤忠テクノソリューションズ 港区

40 富士通Ｊａｐａｎ 港区

41 エイエイピー 港区

42 ソフトバンク 港区

43 ニッセイエブロ 港区

44 ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ 港区

45 テレビ朝日映像 港区

46 KDDI 港区

47 シンヨー電器 港区

48 国際航業 新宿区

49 日水コン 新宿区

50 アジア航測 新宿区

51 日本測地設計 新宿区

52 アマノ 新宿区

53 ＫＤＤＩエボルバ 新宿区

54 京王エージェンシー 新宿区

55 東京水道 新宿区

56 データサービス 新宿区

57 東陽青写真工業 新宿区

58 幸和技研 新宿区

59 あとらす二十一 新宿区

60 東洋印刷 新宿区

61 国際マイクロ写真工業社 新宿区

62 テイケイトレード 新宿区

63 アテンサプライ 新宿区

64 インバウンドテック 新宿区

65 マックスサポート 新宿区

66 凸版印刷 文京区

67 キタジマ 墨田区

68 富士ソフトサービスビューロ 墨田区

69 八州 江東区

70 ＵＲリンケージ 江東区

71 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン 江東区

72 ぎょうせい 江東区

73 内田洋行 江東区



74 ＩＴｂｏｏｋ 江東区

75 エスアイエス・テクノサービス 江東区

76 日本環境マネジメント 品川区

77 大崎コンピュータエンヂニアリング 品川区

78 光村印刷 品川区

79 コーユービジネス 品川区

80 オプティマ 品川区

81 日立社会情報サービス 品川区

82 日立システムズ 品川区

83 大崎データテック 品川区

84 画地測量設計 目黒区

85 パスコ 目黒区

86 中庭測量コンサルタント 大田区

87 協立コンサルタンツ 大田区

88 アットホーム 大田区

89 日野 世田谷区

90 東邦地形社 渋谷区

91 日本テレマティーク 渋谷区

92 輿論科学協会 渋谷区

93 あかつき印刷 渋谷区

94 りらいあコミュニケーションズ 渋谷区

95 アイヴィジット 渋谷区

96 マンパワーグループ 渋谷区

97 ミツイワ 渋谷区

98 セルコ 渋谷区

99 ＴＳＰ 渋谷区

100 社会システム 渋谷区

101 トランスコスモスパートナーズ 渋谷区

102 双葉航測 中野区

103 エイト日本技術開発 中野区

104 第一航業 杉並区

105 大同情報技術 杉並区

106 双葉 豊島区

107 新都 豊島区

108 東洋コンサルタント 豊島区

109 ヒューマントラスト 豊島区

110 関東朝日広告社 豊島区

111 日本デイリー通信社 豊島区

112 アイネットサポート 豊島区



113 玉野総合コンサルタント 荒川区

114 サーベイリサーチセンター 荒川区

115 富士ビジネス・サービス 荒川区

116 アイズ 荒川区

117 日本キリスト教奉仕団 板橋区

118 三和航測 練馬区

119 ソクシン 葛飾区

120 ハップ 江戸川区

121 シン技術コンサル 八王子市

122 ウオールナット 立川市

123 ユニオン技術 府中市

124 大輝 府中市

125 東芝デジタルエンジニアリング 府中市

126 国際測地 日野市

127 バンガードエンジニアリング 東大和市


