
会社名 住所 登録番号

株式会社Ｍ・Ｅ・Ｍ 福岡市博多区博多駅中央街８番１号８階 18590014(01)

トラストアセットパートナーズ株式会社 福岡市博多区博多駅南五丁目１５番１８号 18700016(01)

株式会社ＰＬＡＮＡ 福岡市博多区博多駅東二丁目１７番５号４階 18830032(01)

株式会社ＰＷＡＮ 福岡市早良区次郎丸一丁目１９番１７号 18540007(01)

株式会社ＳＡＫＩ 佐賀県唐津市北波多徳須恵１１９３番地２ 18570003(01)

株式会社売れるネット広告社 福岡市早良区百道浜二丁目３番８号 18830033(01)

ＮＨＮハンゲーム株式会社 福岡市博多区博多駅東二丁目１３番３４号 17000679(05)

株式会社昭和堂 長崎県諫早市長野町１００７番地２ 18190004(09)

株式会社九州コーユー 佐賀県小城市三日月町金田８１３番地 18190006(10)

株式会社アトリエ・アルファ 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８５７番地の６ 18190049(07)

株式会社アクルス 福岡県宮若市竜徳１１１４番５ 18560020(03)

沖縄ＩＣカード株式会社 沖縄県那覇市久米二丁目４番１３号明治安田生命沖縄ビル４階 18670005(03)

西日本産業株式会社 福岡県久留米市花畑三丁目３番地３ 18700006(07)

ハッピーハウス株式会社 福岡市博多区住吉四丁目３番２号 18710008(07)

西肥情報サービス株式会社 長崎県佐世保市三浦町１番３１号 18820003(07)

株式会社熊本計算センター 熊本市中央区水前寺一丁目７番２６号 18820006(08)

株式会社ピー・ビーシステムズ 福岡市博多区東比恵三丁目３番２４号 18820127(06)

株式会社ジウン 福岡市東区多の津一丁目１４番１号 18820137(06)

株式会社コム・アンド・コム 福岡市中央区天神三丁目３－７　天神応順ビル８Ｆ 18820143(07)

株式会社ディーゼロ 福岡市中央区薬院一丁目１４番５号 18820144(07)

株式会社Ｆｕｓｉｃ 福岡市中央区天神四丁目１番７号第３明星ビル６Ｆ 18820145(06)

株式会社九州インターメディア研究所 福岡市中央区天神一丁目７番１１号天神ＭＭビル１１階 18820159(07)

株式会社ネットワーク 沖縄県浦添市西洲二丁目６番地６ 18820160(07)

株式会社システムエイト 福岡県久留米市東合川五丁目８番５号 18820202(05)

株式会社システムサーブコム 沖縄県浦添市仲西一丁目３番２５号　フロンテージ仲西９０３号 18820203(05)

株式会社アドソフト 福岡市博多区竹下四丁目６番１４号 18820264(03)

株式会社ワビット 北九州市小倉南区城野二丁目３番３５号 18820267(03)

株式会社ファストウェブ 熊本市中央区神水一丁目３８－１１ 18820294(02)

株式会社パシフィックシステム 宮崎県日向市永江町一丁目１０５番地 18820296(02)

株式会社キャップ 福岡市博多区綱場町２番１５号 18830014(07)

税理士法人野田税務会計事務所 福岡市南区平和二丁目７番２７号 18840012(07)

プラス事務所司法書士法人 福岡市中央区天神二丁目１４番８号 18840044(02)

プラス事務所土地家屋調査士法人 福岡市中央区天神二丁目１４番８号 18840045(02)

株式会社プラス相続手続センター 福岡市中央区天神二丁目１４番８号 18840046(02)

ディックスー株式会社 北九州市小倉北区東港一丁目１番１７号 18860064(07)

株式会社ワールドインテック 北九州市小倉北区大手町１１番２号 18860078(07)

株式会社ファースト 福岡市南区市崎一丁目２番４１号 18860081(07)

九州総合サービス株式会社 福岡市博多区美野島三丁目１番２８号 18860094(07)

株式会社ＰＢコミュニケーションズ 沖縄県うるま市みどり町四丁目１４番５号 18860182(03)

長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 長崎市淵町２番２５号 18860186(03)

有限会社共栄資源管理センター小郡 福岡県小郡市上岩田７６６番地 18870003(07)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 平成31年4月5日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社Ａ．Ｋ．商会 福岡市早良区重留六丁目１７番３４号 18860258(01)

トラストネットワーク株式会社 福岡市博多区博多駅南五丁目１５番１８号 18560022(01)

株式会社てまひま堂 鹿児島市唐湊四丁目１７番１号 18560023(01)

株式会社三勢 熊本市中央区帯山三丁目８番４４号 18860259(01)

株式会社日立物流九州 福岡県糟屋郡久山町大字久原字原２８５９番１ 18410011(02)

株式会社サンリッチ 福岡市博多区博多駅南一丁目５番１２号 18500004(07)

株式会社ゼコー 福岡市博多区那珂六丁目１番２号 18500006(04)

協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構 長崎市小江町１番地１０ 18510012(05)

株式会社ゲット 福岡市博多区博多駅中央街８番２０号 18820132(06)

メディアファイブ株式会社 福岡市中央区薬院一丁目１番１号 18820138(07)

アクシオヘリックス株式会社 沖縄県那覇市西二丁目１６番３号屋島組本社ビル２－Ａ号室 18820140(06)

大新技研株式会社 長崎県佐世保市広田四丁目５番５号 18820152(07)

株式会社ハイパーソフト 鹿児島市田上一丁目２６番地１３ 18820153(06)

沖縄設計サービス株式会社 沖縄県浦添市宮城五丁目７番８号 18820204(05)

株式会社Ｗｉｎｄｙ 福岡市博多区博多駅東２－８－９ソフィアビル３０４ 18820292(02)

株式会社個別教育舎 東京都豊島区池袋三丁目３番５号エスポアコート要町７０３号室 18840028(03)

株式会社ビジネスリファイン 福岡市中央区大手門一丁目１番１２号大手門パインビル３階 18860002(08)

コンピュート・メディア株式会社 北九州市小倉北区中島一丁目３番１号 18860005(08)

株式会社ブレイクスルー 福岡市中央区大名二丁目６番５号 18860079(07)

株式会社九電ビジネスフロント 福岡市中央区天神二丁目１２番１号 18860148(04)

株式会社共栄ビル・パートナーズ 福岡市南区向野二丁目１１番１０号 18860177(03)

株式会社あんしんＣｏ．，Ｌｔｄ． 熊本市北区四方寄町５６２番地１ 18860204(02)

株式会社スマイル企画 福岡市博多区比恵町１９番２８号 18860212(02)

株式会社プロサポート 福岡県直方市大字頓野９７０番地 18860219(02)

株式会社ビーボーン 福岡市中央区舞鶴二丁目１番１０号 18860220(02)

株式会社アールエスエス 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字幸八２００６番１ 18860221(02)

株式会社東邦サービス 埼玉県戸田市本町一丁目３番３号ライオンズマンション戸田公園２０４号室 21000747(04)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2019年5月10日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社太閤建設 沖縄県那覇市おもろまち四丁目２０番１６号 18110006(03)

株式会社光葉産業運輸 長崎県佐世保市木原町１４８番地２ 18410005(06)

長崎倉庫株式会社 長崎市出島町２番１３号 18440002(05)

株式会社近畿日本ツーリスト九州 福岡市博多区綱場町２番２１号 18450009(02)

秋山商事株式会社 福岡県八女市柳島１５４、１５５番地 18530002(06)

株式会社高本損害鑑定事務所 福岡市博多区店屋町２番３３号 18690003(06)

大英産業株式会社 北九州市八幡西区下上津役四丁目１番３６号 18700012(03)

東福互光株式会社 福岡市中央区長浜一丁目１番３５号 18710012(06)

株式会社トラスティ建物管理 長崎市桶屋町２５番地 18710017(03)

富士通エフサス太陽株式会社 大分県別府市大字内竈１３９９番地の１ 18780001(03)

株式会社システムプラネット 福岡市早良区百道浜二丁目４番２７号 18820004(07)

株式会社エスデーシー・エンジニアリング 福岡市博多区博多駅南二丁目１番５号 18820008(07)

株式会社アラジン 福岡市中央区薬院一丁目５番６号 18820009(07)

有限会社オーエーシステムラボ 佐賀市嘉瀬町大字扇町２４４７番地１ 18820134(07)

株式会社エヌ・アイ・ケイ 熊本市中央区水道町１４番２７号 18820156(07)

ＰＩＥＭ株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１９番２７号 18820207(05)

Ｇｃｏｍホールディングス株式会社 福岡市博多区東平尾一丁目３番３号 18820209(05)

株式会社オーガス 大分市東春日町１７番５７号 18820210(05)

株式会社フューテックシステム 沖縄県那覇市字田原１１番地３ 18820211(05)

株式会社リック 沖縄県那覇市久茂地二丁目１４番１号５Ｆ 18820217(05)

株式会社ユビキタステクノロジー 大分市賀来北三丁目４番３号 18820270(03)

株式会社マイダスコミュニケーション 大分市大字古国府１１５５番地の１ 18830013(06)

株式会社エースプロ 福岡市博多区博多駅東二丁目６番１号 18830025(04)

株式会社Ａ．Ｄ．Ｃ． 熊本市東区健軍一丁目１８番７号 18860083(06)

株式会社スープル 熊本市中央区水前寺公園１４番２２号 18860098(07)

株式会社福司工業 福岡市西区横浜三丁目２７番２４号 18860124(05)

安田建物管理株式会社 福岡市博多区東比恵三丁目５番３号 18860125(05)

株式会社産交ミック 熊本市南区流通団地二丁目１５番地３ 18860127(05)

株式会社南和産業 鹿児島市東開町３番地１６６ 18860128(05)

株式会社トライズリンクス 福岡市中央区天神一丁目３番３８号 18860147(04)

株式会社プロフェッショナルコール 熊本市中央区八王寺町３０－１ 18860152(04)

有限会社福岡車輌サービス 福岡県大野城市仲畑一丁目９番８号 18860208(02)

株式会社ＴｅｃｈＣａｌｌ福岡 福岡市博多区店屋町８番３号 18860218(02)

株式会社サンミリオンマーケティング 福岡市博多区冷泉町１番１号 18860224(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2019年6月7日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社佐賀新聞文化センター 佐賀市白山二丁目７－１エスプラッツ３階 18840051(01)

株式会社アイライフ 東京都港区東麻布一丁目７番３号 18820328(01)

全保連株式会社 沖縄県那覇市字天久９０５番地 18860260(01)

株式会社ナレッジコンスタント 東京都港区南青山五丁目１０番１号 18820329(01)

株式会社コスモリサーチ 福岡市博多区春町二丁目８番９号 18380004(01)

株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ 北九州市八幡西区東王子町５番１５号 11820097(10)

有限会社日高印刷所 福岡県中間市中間一丁目４番１６号 18190005(07)

築上印刷有限会社 福岡県豊前市大字岸井２０１番地１ 18190061(06)

田中印刷有限会社 宮崎市大橋三丁目１１０番地 18190069(05)

株式会社ロジコム 佐賀市鍋島町大字森田２４３９番地１ 18410009(04)

株式会社ＦＵＫＵＳＯＨ 福岡市東区松島五丁目１番８号 18450004(07)

新日本製薬株式会社 福岡市中央区大手門一丁目４番７号 18560003(08)

株式会社心美寿有夢 福岡市南区那の川一丁目１３番３８号 18560011(07)

有限会社久松 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８３９番地の７ 18560019(03)

株式会社シャボン玉本舗 北九州市若松区南二島二丁目２３番１号 18590006(04)

西日本ユウコー商事株式会社 福岡市博多区下川端町３番１号 18690009(04)

株式会社リップ 佐賀市鍋島町大字森田２４３９番地１ 18790004(04)

株式会社リンネツト 福岡市博多区博多駅東二丁目１３番７号 18820010(07)

株式会社イノス 熊本市中央区紺屋今町２番１号 18820012(08)

有限会社オー・ティ・エス 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４６５５番地１３ 18820123(07)

トウーリアライズ株式会社 熊本市中央区坪井六丁目３８番１５号 18820149(06)

株式会社システック 鹿児島市平之町１３番３２号 18820155(06)

株式会社システムニシツウ 福岡市南区大楠一丁目５番２号ＳＹＳＫＥＮ大楠ビル２Ｆ 18820157(06)

株式会社フェニックスシステム研究所 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６０７９番３５ 18820161(07)

株式会社インターナショナルビジネスリンク 福岡市博多区東光二丁目６番１号 18820169(06)

株式会社Ｎａｎｓｅｉ 沖縄県那覇市曙一丁目１５番３号 18820214(05)

ＴＥＲＩＳＳ株式会社 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 18820218(05)

ナレッジサーブ株式会社 福岡市中央区舞鶴三丁目２番２１号 18820247(04)

行政システムサービス株式会社 福岡市博多区東平尾一丁目３番３号 18820299(02)

社会保険労務士法人みらいパートナーズ 熊本市南区近見八丁目６番２９号 18840027(03)

株式会社建設技術コンサルタンツ 鹿児島市伊敷台一丁目２２番１号 18840048(02)

株式会社シーユーロジテック 福岡県太宰府市国分一丁目１２番２０号 18860146(04)

株式会社ＧＲＡＮＤＩＲ　ＳＵＰＰＯＲＴ 北九州市小倉北区浅野二丁目１４番１号ＫＭＭビル２階 18860215(02)

西日本物流サービス株式会社 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈８４８番地１ 18860226(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2019年7月5日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社沖縄コールスタッフサービス 沖縄県那覇市天久２丁目６番８号 18860261(01)

株式会社Ｍモード 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号ＡＩＭビル 18820331(01)

株式会社コラボレーションシステム 福岡市博多区博多駅前三丁目１０番１２号 18820330(01)

株式会社沖縄エジソン 沖縄県那覇市字真地３６９番地 10822460(07)

四国行政システム株式会社 香川県高松市今里町６番地１５ 10822520(07)

株式会社リプライオリティ 東京都中央区日本橋本石町三丁目１番２号 17000808(05)

株式会社博多印刷 福岡市博多区須崎町８番５号 18190053(07)

株式会社クロスメディア 鹿児島市新屋敷町２４番５号 18190086(02)

Ｏｒｉｅｎｔａｌ株式会社 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号第１６岡部ビル 18450010(02)

株式会社リソースプラザ 福岡県直方市大字植木１１４０番地１ 18510018(02)

株式会社九十九紙源センター 長崎県佐世保市吉岡町５６９番地 18510019(02)

株式会社オキジム 沖縄県浦添市字港川４５８番地 18520006(07)

株式会社通販王国 福岡市早良区高取二丁目１７番３７号４Ｆ 18540001(06)

株式会社アルコ 福岡市南区向野一丁目２１番６号 18700013(03)

株式会社アイディーズ 沖縄県豊見城市字豊崎３番地７１ 18820147(07)

株式会社九州日立システムズ 福岡市博多区博多駅南二丁目１２番２２号 18820168(06)

株式会社トレンズ 熊本県合志市豊岡２３６４番地２－２４ 18820170(06)

株式会社エイビス 大分市金池町三丁目３番１１号 18820269(03)

株式会社ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 福岡市中央区天神四丁目２番２０号 18820276(03)

株式会社九州しんきん情報サービス 福岡市博多区博多駅前一丁目１７番２１号 18820300(02)

富士電通株式会社 鹿児島市易居町１番３３号 18820301(02)

株式会社ＨＡＴ 福岡市中央区渡辺通二丁目７－１４ 18820307(02)

株式会社イーディシー 福岡市中央区港一丁目８番４号 18840019(05)

ジェイリース株式会社 大分市都町一丁目３番１９号大分中央ビル７階 18860103(06)

株式会社ＫＭＧ 長崎県佐世保市湊町２番１５号 18860149(04)

株式会社さくらデータサービス 熊本市東区上南部二丁目６－８５ 18860153(04)

株式会社ＦＯＲＣＵＳ 熊本市南区平田一丁目１４番１９号草野ビル３０６ 18860185(03)

株式会社エス・ピー 大阪市生野区勝山北一丁目７番６号 18860222(02)

株式会社データプラス 大阪市西区新町一丁目１４番２１－２３０９号 18860223(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2019年8月2日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社ジャリア 福岡市博多区博多駅東一丁目１番３３号 18830034(01)

株式会社ルームコンサルティング 鹿児島市荒田一丁目４０番１４号 18700017(01)

株式会社スリーサイズ 福岡市博多区下川端町２番１号 18860262(01)

株式会社データテクノロジーラボ 福岡市中央区今泉一丁目２０番２号 18820332(01)

沖縄広告株式会社 沖縄県那覇市天久二丁目７番７号 10830349(07)

南海測量設計株式会社 愛媛県松山市中村三丁目１番７号 10840313(07)

株式会社伸和 福岡市東区社領二丁目７番４号 18190058(06)

ダイワインクス株式会社 福岡県久留米市東合川六丁目２番５号 18190062(06)

株式会社河田印刷 熊本市南区近見八丁目５番１０５号 18190072(05)

よしみ工産株式会社 北九州市戸畑区天神一丁目１３番５号 18190080(04)

株式会社モロフジ 福岡県筑紫野市武蔵三丁目２番１８号 18340001(02)

株式会社田川産業 福岡市東区箱崎ふ頭一丁目５番１号 18410001(07)

南薩観光株式会社 鹿児島県南九州市知覧町郡５５００番地 18450007(03)

株式会社西原商店 熊本市中央区八王寺町２９番８号 18510016(04)

株式会社アサヒ緑健 福岡市博多区博多駅東三丁目５番１５号 18560001(08)

株式会社悠香 福岡県大野城市御笠川五丁目１１番１７号 18590005(07)

株式会社メディコネ 福岡市中央区那の津四丁目３番４号 18590007(03)

株式会社オーリック不動産 鹿児島市荒田一丁目１７番５号 18700009(05)

株式会社岡商店 熊本市北区鹿子木町４７番地２ 18820011(07)

株式会社サニックス・ソフトウェア・デザイン 福岡市博多区東比恵一丁目３番３３号 18820017(07)

株式会社Ｙ．Ｋ．システム 長崎県長崎市五島町５番３４－６０９号 18820023(08)

株式会社長崎総合情報センター 長崎市今博多町８番地２長崎県国保会館内 18820036(08)

株式会社プロデュースメディア 長崎県諫早市金谷町１０番５号 18820158(07)

株式会社プロトソリューション 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番２５号 18820165(06)

株式会社ＳＡＴ 福岡市中央区大手門三丁目１０番９号 18820220(05)

株式会社グランドビジョン 福岡市中央区天神二丁目４番５号 18830016(06)

株式会社大建 福岡市早良区南庄二丁目９番１２号 18840029(03)

穴井りゅうじ社会保険労務士事務所 熊本市南区八幡６－７－４３ 18840032(03)

株式会社ジェイリンク 北九州市小倉北区菜園場二丁目４番１１号 18860018(08)

株式会社西日本ファシリティー 広島県福山市東深津町七丁目１５番２号 18860091(06)

新生ビルメンテナンス株式会社 福岡県久留米市宮ノ陣四丁目３０番１号 18860102(06)

株式会社創建サービス 福岡市博多区博多駅東一丁目１８番２５号 18860107(06)

ビル環境熊本株式会社 熊本県山鹿市寺島１８７番地１ 18860108(06)

株式会社ホット・コミュニケーション 沖縄県那覇市上之屋一丁目１番１８号 18860145(04)

レセ・スタッフ株式会社 福岡県久留米市田主丸町益生田１１６番地８ 18860154(04)

諸藤通商株式会社 福岡県筑紫野市大字永岡１２７２番地１００ 18860189(03)

株式会社都屋 福岡市中央区渡辺通三丁目６番２２号 18860190(03)

一般社団法人健康ライフサポートくま 熊本県人吉市中青井町３５７番地６ 18890003(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2019年9月6日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社ユー・エス・ケイ 福岡市博多区博多駅東二丁目１７番５号Ａ．Ｒ．Ｋビル 18820333(01)

コロニーインタラクティブ株式会社 大分市金池町二丁目１番１０号ウォーカービル大分駅前７階 18820334(01)

九州マニュテック株式会社 熊本県合志市上庄８２６番地４ 18110010(01)

サンテミナ株式会社 福岡市博多区博多駅前二丁目１７番２６号オオエスビル５階 18560024(01)

株式会社ＨＩＢＩＫＩソリューション 福岡市博多区博多駅前二丁目６番１５号 18820335(01)

シヨウビ株式会社 福岡市博多区千代四丁目２９番地１１号 18480007(01)

株式会社しまのや 沖縄県那覇市宮城一丁目１５番８号 10560010(08)

ピーアンドディービジネス株式会社 福岡市東区松島四丁目６番８号 18190014(08)

株式会社ヒューマンエナジー研究所 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18190015(08)

佐伯印刷株式会社 大分市大字古国府１１５５番地の１ 18190019(08)

九州ネクスト株式会社 福岡県糟屋郡宇美町宇美東三丁目８番２４号 18410002(07)

株式会社九州自然館 福岡市南区那の川一丁目６番１４号 18560002(09)

株式会社明和不動産 熊本市中央区辛島町４番３５号 18700001(07)

株式会社明和不動産管理 熊本市中央区辛島町４番３５号 18710001(07)

株式会社ｕｋ 福岡市中央区大名二丁目１１番１９号３階 18800003(02)

株式会社ＫＳＫ九州 東京都稲城市百村１６２５番地２ 18820018(07)

株式会社アソウ・システムソリューション 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18820022(08)

富士マイクロ株式会社 熊本市東区石原一丁目３番５３号 18820026(09)

株式会社エフシーエス 福岡市中央区渡辺通五丁目２３番８号 (サンライトビル内) 18820029(08)

株式会社アール・ツーエス 福岡市博多区元町一丁目６番１６号 18820216(05)

データキューブ株式会社 福岡市博多区博多駅前一丁目１４番１６号 18820253(04)

株式会社ＡｌｉｖｅＣａｓｔ 福岡市中央区高砂一丁目２４番地２０号 18820275(03)

株式会社パイオニア・ソフト 福岡市南区清水四丁目２２番１６号 18820302(02)

社会保険労務士法人ＨＲ　Ｔｒｕｓｔ 鹿児島市山之口町１番１０号鹿児島中央ビル１１階 18840030(03)

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18860009(08)

株式会社アソウ・アルファ 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18860010(08)

株式会社福利厚生倶楽部九州 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18860011(08)

株式会社アソウ・アカウンティングサービス 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18860012(08)

株式会社チャレンジド・アソウ 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18860013(08)

株式会社ユニバースクリエイト 福岡市中央区天神二丁目８番４１号 18860014(08)

株式会社シーエス・プレナー 福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２７号九勧博多駅前ビル 18860105(06)

旭環境管理株式会社 大分県別府市富士見町１０番２０号 18860106(06)

株式会社ディッカー 沖縄県那覇市長田二丁目２４番６３号 18860156(04)

アトズサポート株式会社 福岡県久留米市東町３７番地８ 18860187(03)

ニッポンインシュア株式会社 福岡市中央区天神二丁目１４番２号福岡証券ビル６階 18860194(03)

株式会社ヒューマンリレーション 福岡市中央区天神二丁目４－３８ＮＴＴ－ＫＦビル９階 18860228(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2019年10月4日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社ＴＨＣ 福岡市博多区博多駅前三丁目２７番２５号第二岡部ビル４階 18860263(01)

株式会社キューオキ 福岡市南区井尻四丁目２８番１８号 18110005(04)

株式会社イースト朝日 鹿児島市南栄三丁目３０番７号 18190009(07)

福博印刷株式会社 佐賀市兵庫南四丁目２２番４０号 18190013(08)

濱島印刷株式会社 鹿児島市上之園町１７番地２ 18190020(08)

エース印刷株式会社 福岡市中央区大濠一丁目６番９号 18190024(08)

有限会社マイルストーン 宮崎市曽師町４７番地 18190087(02)

株式会社庄司酒店 大分県臼杵市大字佐志生６５３２番地の１ 18560004(07)

株式会社キートス 福岡市中央区天神一丁目１番１号アクロス福岡１３階 18560018(04)

株式会社第一商事 福岡市早良区百道浜四丁目３１番１号 18700014(03)

九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社 福岡市中央区赤坂一丁目５番１１号 18820033(08)

株式会社ティーアンドエス 東京都渋谷区道玄坂一丁目１２番１号渋谷マークシティウエスト２２Ｆ 18820163(06)

株式会社那覇データ・センター 沖縄県那覇市泉崎二丁目１０番地４ 18820205(05)

株式会社アンクル 福岡県京都郡苅田町京町一丁目１１番地の５ 18820222(05)

株式会社ブラテック 北九州市若松区ひびきの１番８号事業化支援センター３０９号 18820249(04)

有限会社ソフトシンク 熊本市中央区国府本町１番２１号 18820251(04)

株式会社コンテンツゲート 沖縄県那覇市牧志一丁目４番３３号嘉数ビル 18820274(03)

株式会社オーロラユニオン 熊本市中央区国府一丁目２１番１号 18820303(02)

株式会社オロ宮崎 宮崎市橘通西二丁目４番２０号 18820304(02)

社会保険労務士法人マッチアップ 福岡市東区多の津一丁目１４番１号 18840031(03)

株式会社エム・エス・ピー 福岡市博多区博多駅南四丁目２番１０号 18860019(08)

株式会社ジャストヒューマンネットワーク 福岡市中央区天神一丁目４番２号 18860020(07)

株式会社ディレクターズカンパニー 福岡市博多区博多駅東一丁目１０番２７号 18860111(06)

株式会社コミュニケーション研究所 福岡市中央区大名２－９－２７ 18860155(04)

株式会社クリル 長崎県佐世保市三浦町１番１５号ＮＳビル２階 18860179(03)

株式会社マネージメントバンク 福岡県飯塚市幸袋５２６番地の１ 18860191(03)

株式会社カルナヘルスサポート 福岡市博多区綱場町１番１６号 18860192(03)

株式会社アクティブスタイル 鹿児島市田上七丁目２１番７号エルムビル１Ｆ 18860225(02)

株式会社トシヒロ 熊本県水俣市汐見町一丁目５番２３号 18860231(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2019年11月1日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 登録番号

株式会社ユースフル 長崎市川口町１０番２号 18820336(01)

バーチャレクス九州株式会社 佐賀市駅前中央一丁目１０番３７号 18860264(01)

株式会社醇まちづくり技術研究所 福岡市中央区渡辺通二丁目８番１２号 18840052(01)

株式会社グルーヴノーツ 福岡市中央区今泉一丁目１９番２２号 18820337(01)

株式会社フクト 福岡市中央区薬院四丁目３番２０号 18840053(01)

株式会社医療ＩＴ研究所 大分県大分市賀来北三丁目４番３号 18820338(01)

株式会社フィールドワークス 熊本市中央区上通町５－１　４階 18840054(01)

行政システム九州株式会社 福岡市博多区東比恵三丁目１番２号 10820742(08)

沖縄行政システム株式会社 沖縄県那覇市赤嶺二丁目１番地１ 10820743(08)

株式会社琉球ネットワークサービス 沖縄県那覇市久米２丁目４番１６号 10822506(07)

株式会社エム・デイ・エス 鹿児島市鴨池新町５番２２号 11820213(09)

株式会社九州電算 鹿児島市西田二丁目１６番１６号 17002492(03)

株式会社レスコ 広島市中区上幟町５番１５号 17003164(02)

Ｉ・Ｓソリューション株式会社 福岡県糟屋郡粕屋町戸原８０８－１ 18450012(02)

有限会社丸孝産業 福岡県宗像市神湊１２４１番地３８ 18510004(08)

株式会社リード 北九州市小倉北区米町二丁目２番１号 18580001(07)

株式会社ヒューマンセントリックス 福岡市早良区百道浜二丁目１番２２号 18800002(03)

フォーサイトシステム株式会社 福岡市中央区長浜一丁目４番６号 18820020(08)

熊本ソフトウェア株式会社 熊本県上益城郡益城町大字田原２０８１番地２８ 18820021(07)
ＪＲ九州システムソリューションズ株式
会社

福岡市博多区吉塚本町１３－７９ 18820028(08)

株式会社ソフト流通センター 鹿児島市中央町２２番１６号 18820030(07)

株式会社オー・エム・シー 宮崎市東大淀一丁目３番４５号 18820034(08)

佐銀コンピュータサービス株式会社 佐賀市愛敬町７番１７号 18820035(08)

株式会社トリニティ 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 18820040(09)

株式会社サザンクルー 沖縄県那覇市上之屋一丁目１８番３６号沖縄映像センタービル４階 18820250(04)

沖縄情報システム株式会社 沖縄県宜野湾市真志喜一丁目１１番１２号 18820305(02)

株式会社総広 鹿児島市堀江町１２番１４号（ＳＫビル２Ｆ） 18830003(07)

宣研ロジエ株式会社 北九州市小倉北区若富士町７番２６号３０１ 18830018(06)

社会保険労務士法人なか 沖縄県那覇市壺川一丁目４番地１５ 18840011(07)

行政書士法人なか 沖縄県那覇市壺川一丁目４番地１５ 18840020(05)

池田社労士事務所 福岡市博多区博多駅東１－１４－３４　博多ＩＣビル３Ｆ 18840034(03)

税理士法人田﨑・太田事務所 福岡市南区野間四丁目２番１０号ダイヤハイツ野間２０６号 18840037(03)

ＭＨＲ．株式会社 福岡県飯塚市相田１９１番地８ 18840049(02)

有限会社アイ・デー・エム 北九州市小倉北区室町三丁目３番１５号もりとうビル２階 18860015(07)

株式会社西日本書庫センター 福岡市博多区下川端町１番３号 18860021(07)

株式会社テレマーケテイングジヤパン 福岡市中央区天神一丁目３番３８号 18860024(08)

株式会社ＢＢネットワークス 福岡県久留米市宮ノ陣四丁目２９番１１号 18860088(06)

株式会社人材派遣センターオキナワ 沖縄県那覇市久茂地一丁目７番１号 18860112(06)

株式会社総合人材センター 鹿児島市大黒町４番１１号日宝いづろビル 18860131(05)

株式会社ナトーハイシステムズ 熊本市東区錦ケ丘１２番２１号 18860229(02)

株式会社テックビジョン福岡 福岡市中央区天神三丁目２番２２号河村天神荘ビル５階 18860232(02)

株式会社永野商店 熊本市北区室園町１０番２２号 18870007(05)

株式会社豊前清掃社 福岡県豊前市大字八屋２０７０番地 18870008(05)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2019年12月6日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 認定番号

株式会社ヒューテック 佐賀県武雄市北方町大字大崎１０８９番地１ 18860265(01)

株式会社りゅうせきフロントライン 沖縄県浦添市西洲二丁目２番地３ 18860266(01)

株式会社ケイ・エム・エー 福岡市中央区白金一丁目５番２１号 18860267(01)

エッカ石油株式会社 沖縄県浦添市牧港五丁目３番２号 18510021(01)

株式会社ｅｎｇｒｏｏ 福岡市中央区薬院四丁目１－４－１ 18820339(01)

株式会社オールハンズ 福岡市東区多の津一丁目１７番５号 18860268(01)

株式会社ＯＤＮソリューション 沖縄県浦添市勢理客四丁目１７番１１号 10822773(07)

株式会社星光社 熊本市中央区米屋町二丁目４番地 18190003(08)

株式会社クエスト 東京都千代田区神田和泉町一丁目３番３号 18190008(07)

いいなロジ株式会社 福岡市東区箱崎ふ頭五丁目８番４号 18450011(02)

株式会社坪井商店 北九州市小倉南区上曽根新町１２番１２号 18510003(07)

株式会社コープライフサービス 福岡市博多区博多駅前二丁目２０番１号 18690010(03)

トラストパーク株式会社 福岡市博多区博多駅南五丁目１５番１８号 18730001(07)

福岡コンピューターサービス株式会社 福岡市博多区博多駅前二丁目６番６号 18820027(08)

株式会社ＦＣＣテクノ 福岡市南区高宮一丁目１番２０号（電算ビル） 18820038(08)

西鉄情報システム株式会社 福岡市博多区千代四丁目１番３３号 18820045(08)

久留米情報システム株式会社 福岡県久留米市東櫛原町３８９番地１ 18820059(09)

株式会社ＭＪＣ 宮崎市霧島二丁目８４番地１ 18820069(08)

ヒューテック株式会社 福岡県那珂川市松木六丁目７番２８号 18820177(06)

株式会社アイニード 熊本市西区出町４番２３－２０５号 18820224(05)

株式会社ソフネット 福岡市東区馬出一丁目１３番８号ソフネット県庁口ビル 18820226(05)

株式会社富士通鹿児島インフォネット 鹿児島市鴨池新町５番１号 18820227(05)

株式会社セーフマスター 福岡市博多区東比恵三丁目１番２号 18820248(04)

株式会社エヌディエステレコム 福岡市中央区天神三丁目１０－２０ＫＧ天神ビル東６Ｆ 18820255(04)

トラストコミュニケーション株式会社 沖縄県名護市字豊原２２１番地３８みらい５号館１０５ 18820268(03)

株式会社九州ソフタス 熊本市西区春日二丁目３番１号牧野ビル３階 18820278(03)

株式会社ティラインイコール 熊本市中央区水道町８番２号 18860025(07)

株式会社コーカス 沖縄県那覇市首里末吉町四丁目６番地６ 18860133(05)

ヒューマンライツ株式会社 福岡市中央区大名二丁目４番２２号 18860162(04)

株式会社Ｚａｔｉｏｎ 東京都江東区青海二丁目７番４号 18860193(03)

株式会社クリエイト・スタッフィング 福岡市中央区渡辺通五丁目２０番７号 18860233(02)

株式会社ベストソリューション 福岡県久留米市東櫛原町２５８９番地６－２Ｂ 18860239(02)

株式会社紙資源 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目１番３７号 18870002(08)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年1月10日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 認定番号

有限会社カナンシステム 鹿児島県指宿市湊三丁目３番２号 18110011(01)

株式会社嘉麻スタイル 福岡県嘉麻市大隈町７３３番地 18860269(01)

株式会社アップラン 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字道徳２８３７番地１ 18860270(01)

結デザイン有限会社 長崎県島原市上折橋町甲１６１５番地１ 18860271(01)

フルサポ株式会社 長崎県平戸市木引町１番地１０ 18860272(01)

株式会社票簿会計センター 福岡市中央区赤坂一丁目１４番３５号 18820340(01)

株式会社キャスター 宮崎県西都市鹿野田１１３６５番地１ 18860273(01)

株式会社ビルメン鹿児島 鹿児島市泉町４番６号 18860274(01)

株式会社システムウィング 沖縄県那覇市泉崎一丁目１２番７号 10822371(07)

株式会社国建システム 沖縄県那覇市久茂地一丁目２番２０号 10822781(07)

株式会社ゼネラルアサヒ 福岡市東区松田三丁目７７７番地 18190028(08)

株式会社栄工社 大分市城崎町二丁目４番３９号 18190075(05)

株式会社トータルプルーフ 福岡市南区清水四丁目６番３号 18190083(03)

株式会社再春館製薬所 熊本県上益城郡益城町寺中１３６３番地１ 18200001(08)

株式会社タカギ 北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号 18290002(05)

高光産業株式会社 福岡市博多区東光二丁目８番３２号 18410003(07)

株式会社九州タナック 福岡市博多区豊一丁目１０番５０号 18520010(03)

大分エージェンシー株式会社 大分市法勝台一丁目１番１３号 18710003(08)

株式会社メイワリーベル 熊本市中央区辛島町４番３５号 18710021(02)

株式会社富士通九州システムズ 福岡市博多区東比恵一丁目５番１３号 18820039(07)

ノアメディカルシステム株式会社 福岡市博多区奈良屋町２番１号博多蔵本太田ビル５階 18820042(08)

株式会社麻生情報システム 福岡市早良区百道浜二丁目４番２７号 18820051(09)

株式会社システムトレンド 大分市賀来南一丁目９番８号 18820054(07)

ＮＤＳシステムソリューションズ株式会社 福岡市博多区石城町１番１号 18820179(06)

株式会社ステーション・ピー 沖縄県宜野湾市伊佐三丁目４番１号 18820254(04)

株式会社イーダブリュエムファクトリー 佐賀市天神三丁目１５番１号 18820277(03)

株式会社ラドバリュー 福岡市博多区博多駅東一丁目１４番２５号新幹線ビル２号館５Ｆ 18820280(03)

株式会社シナジー 沖縄県宜野湾市大山七丁目１０番１４号３階 18820311(02)

建設情報コンサルタンツ株式会社 鹿児島県薩摩川内市宮内町４１２５番地２ 18840003(07)

株式会社ダイレクトマーケティングシステム 福岡市南区大楠三丁目１２番３３号福岡ＤＭビル 18860006(08)

株式会社栄建工業 宮崎市大工三丁目８９番地１ 18860027(07)

株式会社マーケッティング福岡 福岡市南区大楠三丁目１２番３３号福岡ＤＭビル 18860040(08)

株式会社ファーマフーズコミュニケーション 福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号 18860227(02)

肥銀事務サービス株式会社 熊本市西区二本木五丁目１番８号 18860237(02)

株式会社山﨑紙源センター 宮崎市江平東町６番地１３ 18870005(06)

有限会社ペーパーリサイクルシステム 宮崎市花ケ島町柳ノ丸４９９番地１ 18870006(06)

アド印刷株式会社 福岡市博多区榎田一丁目３番２３号 24000006(08)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年2月7日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。



会社名 住所 認定番号

株式会社ビースト 福岡市博多区博多駅前一丁目７番２２号 18820341(01)

宜野湾市管工事協同組合 沖縄県宜野湾市伊佐四丁目４番１号 18110012(01)

株式会社エージェントプラスさつま 鹿児島市下竜尾町２６番１号季一遊２０５号 18820342(01)

株式会社芙蓉商事 鹿児島市住吉町１番３号 18860275(01)

株式会社Ｍａｃｌｏｇｉｃ 福岡市中央区天神三丁目２－２２ 18820343(01)

株式会社トライアンフ 東京都渋谷区東三丁目１６番３号 10862027(06)

株式会社ブルーブックス 沖縄県那覇市久茂地二丁目２番２号 10862055(06)

日本メディコム株式会社 北九州市八幡西区穴生二丁目７番３号 18110001(07)

福岡市管工事協同組合 福岡市中央区平和三丁目２０番１０号 18110008(02)

有限会社三省堂印刷所 長崎市幸町４番２８号 18190021(08)

株式会社プロゴワス 鹿児島市南栄三丁目１番地４ 18190025(08)

株式会社太陽社 熊本市中央区新大江二丁目５番１８号 18190076(05)

株式会社アイキャッチ 熊本市東区戸島西二丁目２番６５号 18190084(03)

株式会社松尾急便 長崎県諫早市飯盛町里１９１番地６ 18410010(03)

博多まるきた水産株式会社 福岡市西区石丸四丁目９番１５号 18500008(02)

株式会社マゴオリ 長崎県佐世保市天満町２番２６号 18520008(06)

株式会社よつば貿易 福岡市早良区百道浜一丁目７番５号Ｍタワー 18540005(05)

株式会社システム開発 宮崎市大橋三丁目１０１番地１ 18820044(08)

株式会社ネット・メディカルセンター 福岡市南区那の川一丁目２４番１号 18820055(07)

株式会社データプラス 佐賀県鳥栖市藤木町１番地４８ 18820062(10)

株式会社福岡ソフトウェアセンター 福岡県飯塚市幸袋５２６番地１ 18820142(07)

株式会社グローバルリンク 沖縄県浦添市屋富祖三丁目７番１号　名嘉ビル４階 18820225(05)

株式会社アルテ 福岡市博多区那珂六丁目２６番１２号 18820283(03)

株式会社フラッシュエッヂ 沖縄県那覇市曙二丁目２３番９号やまたいビル４階 18820284(03)

株式会社ｏｔｔａ 福岡市中央区天神三丁目１０番１号 18820308(02)

ソフトリンク株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目７番３５号 18820309(02)

株式会社ブランニューウェイブ 福岡市博多区博多駅前二丁目１７番２６号 18830006(07)

Ｋ・Ａパートナーズ税理士法人 熊本市南区江越二丁目１６番１４号 18840036(03)

シンコースポーツ九州株式会社 福岡市博多区博多駅東二丁目９番２５号 18840050(02)

株式会社リフティングブレーン 熊本市北区弓削五丁目１番１７号 18860007(07)

アールジービー株式会社 福岡市博多区博多駅東二丁目８番２２号 18860026(07)

株式会社グッドモーニング沖縄 沖縄県那覇市おもろまち四丁目１２番９号采ビル３－Ａ 18860113(06)

ＮＤＳコム株式会社 福岡市博多区石城町１番１号 18860116(06)

株式会社パブリックビジネスジャパン 熊本市南区江越一丁目１４番１０号 18860196(03)

株式会社トレンタセーイ 福岡県飯塚市吉原町６番１号あいタウン４階４０７号 18860235(02)

株式会社プロフィットセンター 東京都立川市曙町二丁目３４番６号コクーンビル３Ｆ 18860238(02)

株式会社日豊清掃センター 福岡県行橋市大字辻垣１３３番地の１ 18870001(07)

株式会社ＩＳＯＮＯ 山口県山口市下小鯖３４７番地２ 18870010(04)

株式会社マツモト 北九州市門司区社ノ木一丁目２番１号 24000361(05)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年3月6日開催プライバシーマーク審査会の決定に基づくプライバシーマーク付与適格事業者は以下の通り。


