
会社名 住所 認定番号

株式会社九州総合管理 福岡市城南区七隈七丁目２４番２２号 18860276(01)

株式会社ジーエスイー 福岡市中央区高砂一丁目９番３号 18820344(01)

株式会社デジタルソサエティー 福岡市中央区渡辺通五丁目２０番７号 18820345(01)

株式会社アイシステムズ 大分市三佐三丁目１番３号 18820346(01)

株式会社日本ノベルティ 福岡市博多区祇園町２番１号シティ１７ビル９階 18820347(01)

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 福岡市博多区博多駅前一丁目１７番２１号 18820348(01)

宮銀コンピューターサービス株式会社 宮崎市高千穂通一丁目５番１４号 11820258(09)

いづみ印刷株式会社 大分市高江西一丁目４３２３番地の２５ 18190026(07)

株式会社シティーアクト 福岡市博多区金の隈三丁目１４番３号 18410012(02)

株式会社古城 大分市長浜町一丁目２番１号 18480003(05)

国際経営株式会社 福岡県筑紫野市大字牛島４７２番地３ 18480005(03)

株式会社桑原雷声堂 熊本市南区近見６丁目１番５４号 18480006(02)

グリーングループ株式会社 大分県日田市大字庄手６４７番地 18500007(03)

株式会社角商店 福岡市西区拾六町一丁目１２番２０号 18510005(08)

西日本不動産開発株式会社 福岡市中央区舞鶴二丁目２番３号 18710004(07)

株式会社川商ハウス 鹿児島市新屋敷町１番７号 18710005(07)

株式会社Ｇｏｏｄ不動産 福岡市中央区大名一丁目１４番４５号 18710018(03)

株式会社ザイナス 大分市金池南一丁目５番１号 18820050(08)

株式会社ネクステージ 北九州市小倉北区京町三丁目１４－１７ 18820176(06)

株式会社ナトーコンピュータ 熊本市東区錦ケ丘１２番２１号 18820181(06)

グルービーモバイル株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目２６番２９号 18820182(06)

株式会社アカダ電器製作所 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末６３４２番地１１ 18820281(03)

株式会社ピーエスシー琉球 沖縄県那覇市久茂地一丁目７番１号 18820310(02)

東秀優税理士事務所 熊本市中央区水前寺１丁目２１番４７号 18840004(08)

社会保険労務士法人ブレインスター 熊本市中央区国府一丁目１３番５号２階 18840039(03)

株式会社西日本ケイエス 熊本市南区江越二丁目２２番７号 18860034(07)

トータルテック株式会社 北九州市小倉北区東篠崎一丁目５番１４号 18860160(04)

株式会社アドルーム 熊本市東区錦ケ丘７番２４号 18860164(04)

株式会社メディカル・サポーティング 福岡県久留米市合川町２０６４番地１ 18860168(04)

株式会社ボーラ 熊本市中央区八王寺町５２番７号 18860234(02)

株式会社ジェイウェイブ 福岡市博多区博多駅前二丁目９番２８号 18860240(02)

有限会社大津紙源 福岡県八女市津江２２６番地５ 18870009(05)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年4月3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

ギガフォレスト株式会社 福岡市中央区今泉一丁目１２番８号 18820349(01)

株式会社アルク・ラボ 福岡市中央区赤坂一丁目１４番２２号 18860277(01)

株式会社ブロッサム九州 福岡県小郡市祇園二丁目９番地６ 18840055(01)

メディア総研株式会社 福岡市中央区大名二丁目８番１号 18860278(01)

長崎市管工業協同組合 長崎市古町５４番地 18090003(02)

久留米印刷株式会社 福岡県八女郡広川町大字日吉５４８番地２５ 18190023(07)

三省製薬株式会社 福岡県大野城市大池二丁目２６番７号 18200002(08)

株式会社アイティーエム 北九州市小倉北区菜園場二丁目４番１１号 18450013(02)

有限会社石辰原料 福岡県大川市大字向島５４６番地 18510020(02)

株式会社アーカイブ 福岡県飯塚市有安９５８番地８ 18590011(02)

Ｓ・Ｔ・Ｋ株式会社 熊本市東区健軍本町３０番４号 18820049(07)

株式会社シー・ヴィ・シー 福岡市博多区博多駅前一丁目９番３号博多駅前シティビル２階 18820065(08)

株式会社沖縄ソフトウェアセンター 沖縄県那覇市銘苅二丁目３番６号 18820183(06)

株式会社アズテック・スマートソリューションズ 北九州市小倉北区堺町一丁目３番１５号 18820192(06)

株式会社ヒントシステム 福岡市東区香椎駅前二丁目９番２号 18820257(04)

株式会社ピア 福岡市博多区博多駅前三丁目２３番１２－４０５号 18820282(03)

アシスト株式会社 鹿児島県鹿児島市吉野町３６１５－５４ 18840038(03)

株式会社総合プラント 熊本市中央区神水一丁目３８番１０号 18860036(08)

株式会社パソナ安川ビジネススタッフ 北九州市八幡西区黒崎三丁目２番８号 18860043(08)

株式会社九州コミユニケーシヨンサービス 福岡市南区市崎一丁目１６番３１号 18860051(08)

株式会社南日本ビジネスサービス 鹿児島市西千石町１１番２１号 18860056(08)

株式会社くまもと健康支援研究所 熊本市東区神園二丁目１番１号 18860161(04)

株式会社ＫＩＺＵＮＡ 福岡市南区向野二丁目２番１号 18860199(03)

株式会社トゥレフェリーチェ 福岡市西区今宿駅前一丁目１５番９号 18860242(02)

公益社団法人鹿児島県労働基準協会 鹿児島市新屋敷町１６番１６号 18890002(06)

公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター 鹿児島市新屋敷町１６番２２８号 18940002(07)

ユニオンソフト株式会社 長崎市住吉町３番１８号武生ビル 22000009(08)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年5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 認定番号

エムスタイルジャパン株式会社 福岡市中央区大名一丁目１４番４５号 18560025(01)

株式会社ビルドヒューマニー 福岡市中央区今川一丁目１２番３８号 18860279(01)

デフィデ株式会社 福岡市博多区中洲五丁目３番８号 18820350(01)

株式会社創和ビジネス・マシンズ 沖縄県那覇市泉崎二丁目２３番２号 10822912(07)

株式会社ペイジ 福岡県中間市大字垣生８００番地 18190029(07)

株式会社日報 北九州市小倉南区上曽根新町９番１１号 18190081(04)

株式会社ケイ・エム・ピー 福岡市早良区百道浜二丁目１番２２号 18450002(08)

株式会社エーアイピー 福岡市西区姪浜駅南三丁目１６番２２号 18590012(02)

株式会社コスギ不動産 熊本市中央区九品寺二丁目６番５７号 18710006(07)

株式会社泰山 福岡市中央区天神三丁目４番９号 18710013(06)

株式会社全国賃貸管理サポートセンター福岡市中央区天神四丁目２番３１号 18710019(03)

十八ソフトウェア株式会社 長崎市銅座町１番１１号 18820043(08)

株式会社イー・フォレスト 福岡市中央区天神三丁目６番３６号 18820056(07)

クロスセル株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目２２番８号朝日生命博多駅前ビル７階 18820076(08)

株式会社コンテンツ 福岡市中央区天神三丁目１０番１号 18820080(08)

九州スタッフ株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目２番１号 18860033(07)

株式会社晴活堂 福岡市中央区赤坂一丁目１４－２２ 18860198(03)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年6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 認定番号

株式会社スピア 沖縄県中頭郡中城村字南上原７２６番地の１ 10821175(08)

株式会社アプロード 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番地金子ビル５階 17000496(06)

株式会社プロタイムズ・ジャパン 福岡県糟屋郡志免町別府北四丁目２番８号 18100003(02)

株式会社ＪＴＢ沖縄 沖縄県那覇市旭町１１２番地１ 18450006(05)

株式会社ｅ－ｓｉａ 福岡市中央区薬院一丁目６番９号 18820058(07)

株式会社テクノクリエイティブ 熊本市中央区神水二丁目９番１号 18860046(08)

株式会社ケービーシーメディア 福岡市中央区長浜一丁目１番１号 18860062(08)

九州綜合サービス株式会社 熊本市中央区大江六丁目２４番１９号 18860159(04)

株式会社ジョブ・ネット 福岡市中央区天神五丁目８番４号 18860165(04)

ネクスト福岡株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目２３番１２号 18860236(02)

株式会社ＨＳＫ 熊本市中央区本山二丁目７番１号 18860241(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

2020年7月3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

株式会社テクハブ 福岡市中央区舞鶴二丁目１番６号 18820351(01)

株式会社ケア・フォー 北九州市小倉北区黄金一丁目６番１１号アルファービル２階 18820352(01)

株式会社ＷＩＳＨシステムコンサルティング 鹿児島市東千石町１４－１０ 17001980(04)

有限会社ビーライン 鹿児島市加治屋町１２番１１号 17001992(04)

久野印刷株式会社 福岡市博多区奈良屋町３番１号 18190035(08)

株式会社フラウ 福岡市中央区舞鶴１丁目３番１４号 18190068(06)

九州西濃運輸株式会社 福岡市博多区井相田一丁目１番５６号 18410007(05)

有限会社富士資源開発 福岡県糟屋郡志免町志免東三丁目７番１０号 18510006(08)

株式会社グッドライフカンパニー 福岡市博多区博多駅前二丁目１７番８号 18710022(02)

株式会社ベアールートシステム 熊本市中央区細工町三丁目７番地細工町ハイツ２階 18820071(07)

株式会社システムソフト 東京都千代田区大手町二丁目６番１号 18820072(08)

株式会社オルゴ 大分市東春日町１番１号 18820085(08)

株式会社システムライフ 福岡市中央区那の津三丁目１４番１４号 18820095(08)

株式会社ＫＢＫプラス 福岡市博多区博多駅東二丁目６番２３号 18820187(06)

株式会社ソースクリエイト 福岡市博多区祇園町８－１３ 18820194(06)

株式会社アイルーク 福岡市博多区博多駅東一丁目１３番９号 18820232(05)

株式会社福岡アド・センター 福岡市南区塩原三丁目１９番３４号 18830008(08)

福岡総合ビル管理事業協同組合 福岡市博多区博多駅前一丁目４番１号 18850001(04)

有限会社ドリームライン 大分市大字下判田２３１５番地の１ 18860171(04)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2020年8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

中央情報開発株式会社 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 18820353(01)

株式会社ディ・シィ・ティ 鹿児島県枕崎市住吉町３９番地 18520013(01)

株式会社ファーストコーポレーション 福岡市東区多の津一丁目１４番１号ＦＲＣビル９階 18510022(01)

株式会社Ｅ－エファッツトランスポート 福岡市博多区上牟田一丁目１５番２号 18410013(01)

株式会社コムセンス 熊本市西区田崎町４８４番地２９ 18560026(01)

Ｎ－Ｓｔｙｌｅ株式会社 北九州市小倉北区浅野１－２－３９ 18860280(01)

株式会社クレスト 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納５６番地１ 10822960(07)

株式会社日本テレソフト 東京都千代田区麹町一丁目８番１号半蔵門ＭＫビル１階 18290003(03)

株式会社ネイチャー生活倶楽部 熊本県菊池市隈府１６６番地 18590004(08)

株式会社福岡ソフトリサーチパーク 福岡市早良区百道浜二丁目１番２２号 18710020(03)

ＮＤＳデータ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 18820077(10)

株式会社ウイズユニティ 福岡市博多区博多駅前三丁目４番８号 18820081(08)

株式会社ジーエヌエー 沖縄県うるま市字川崎４６８番地 18820189(06)

株式会社ラクセスイノベーション 沖縄県沖縄市八重島一丁目２番１８号 18820287(03)

株式会社シフト・セブンコンサルティング 福岡市中央区渡辺通三丁目６番１５号 18820316(02)

朝日キャリアバンク株式会社 大分市府内町三丁目４番２０号 18860029(07)

株式会社ＡＣＲ 福岡市中央区渡辺通四丁目１０番１０号 18860063(08)

人財パワー株式会社 沖縄県那覇市壺川一丁目４番地１５ 18860119(06)

株式会社ＬＣ・池田事務所 福岡市中央区赤坂一丁目１０番７号 18860141(05)

株式会社トップサポートカンパニー 福岡県筑紫野市上古賀三丁目９番１号 18860170(04)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2020年9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

有限会社技研 大分市大字宮崎１３８５番地の１ 18820354(01)

株式会社アトムス 大分市大字生石４４番地の１１ 18580004(01)

株式会社木村建設 熊本市中央区坪井六丁目１７番１５号 18090004(01)

株式会社アクトライズ 福岡市早良区野芥四丁目４５番５６号 18860281(01)

株式会社アイセック・ジャパン 沖縄県うるま市字川崎４６８番地いちゅい具志川じんぶん館１Ｆ 18820355(01)

株式会社ユニティリンク 福岡市博多区諸岡二丁目１２番３８号 18110003(06)

ごと株式会社 長崎県五島市吉久木町７２６番地１ 18120001(02)

福博綜合印刷株式会社 福岡市博多区堅粕三丁目１６番３６号 18190040(08)

株式会社三光 佐賀県伊万里市大坪町乙４１６１番地１ 18190066(06)

コンダクト株式会社 北九州市小倉北区浅野二丁目１７番３８号 18700004(08)

ラドソフト株式会社 熊本市中央区細工町四丁目１２番１２号 18820070(07)

千代田情報システム株式会社 福岡市中央区白金二丁目１１番９号 18820079(08)

株式会社日本統計センター 北九州市小倉北区堺町一丁目２番１６号 18820084(09)

株式会社南西テレワークセンター 鹿児島県奄美市名瀬大字仲勝１３０２番２号 18820086(07)

株式会社イマジン 沖縄県中頭郡中城村字北上原２８７番地５ 18820188(06)

株式会社ＮＤＫＣＯＭ 長崎市栄町５番１１号 18820233(05)

株式会社デルタエンタープライズ 福岡市早良区城西三丁目１８番５号 18820237(05)

株式会社大広九州 福岡市中央区天神一丁目４番２号エルガーラ１１階 18830010(08)

グローバル・ライフ・サポート株式会社 福岡市博多区綱場町５番１号 18840023(05)

西日本エリートスタッフ株式会社 福岡県久留米市日吉町１５番地の６０ニツセイ久留米ビル９階 18860042(07)

株式会社ＪＣＣ 福岡市中央区大手門二丁目３番１７－３０２号 18860058(08)

株式会社タイムリーポスト 福岡市東区多の津四丁目１８番１８号 18860061(08)

名護イーテクノロジー株式会社 沖縄県名護市字久志２５２番地の１みらい４号館 18860118(06)

株式会社エイム 福岡市博多区東比恵四丁目１２番８号 18860209(03)

大森産業株式会社 熊本市東区月出一丁目７番１３号 18860247(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2020年10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

ＨＴＢエナジー株式会社 福岡市中央区天神三丁目９番２５号東晴天神ビル 18590015(01)

株式会社プロキャリアエージェント 東京都港区六本木七丁目１４番２３号 18860282(01)

リップル株式会社 熊本市中央区辛島町３番２０号 18860283(01)

株式会社テクノネツトワーク 北九州市戸畑区中原新町２番１号 18820356(01)

株式会社エヌ・スピリッツ 宮崎市小戸町１００番地１ 18820357(01)

株式会社トゥブルーム 福岡市南区塩原三丁目１７－７サンシャインシティビル大橋５階Ｂ号室 18840056(01)

株式会社シンフォニア 福岡市東区名島四丁目８番１４号 18840057(01)

大交ソリューションズ株式会社 大分市大字勢家字芦崎１１０３番３ 18820358(01)

株式会社ＫＯＵＧＡ　ＳＹＳＴＥＭ 北九州市門司区新門司北二丁目１０番２号 18820359(01)

モキチ・マーケティング・グループ株式会社 宮崎県日南市北郷町大藤乙１２９番地１ 18860284(01)

ストアマネジメント株式会社 沖縄県浦添市前田二丁目５番１号３Ｆ 18820360(01)

株式会社興洋電子 沖縄県那覇市字安謝６３８番地 18110007(03)

システムネットワークス株式会社 熊本県玉名市富尾６６６番地１ 18110009(02)

株式会社ジーエークレアス 福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号 18190039(07)

西日本印刷工業株式会社 大阪市東成区東小橋二丁目９番９号 18190085(03)

株式会社沖縄水道管理センター 沖縄県那覇市おもろまち四丁目１０番１８－２０３号 18380002(02)

株式会社都城市水道サービスセンター 宮崎県都城市下川東三丁目３２３８番地２ 18380003(02)

株式会社丸綿産業 北九州市小倉南区津田一丁目１４番４７号 18510007(07)

株式会社西日本ペーパーリサイクル 福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番地 18510009(07)

株式会社ばば商会 長崎県西彼杵郡長与町高田郷小字柳田１９１８番地 18510013(05)

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(07)

株式会社トーカ堂 福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬８８８番地 18540004(06)

株式会社エモテント 福岡市博多区中洲五丁目３番８号 18590003(07)

熊本電力株式会社 熊本市中央区水前寺六丁目３６番９号県庁東門前ビル 18590009(03)

株式会社福住 福岡市中央区天神二丁目４番１５号 18700003(08)

株式会社アーウイン 福岡市中央区赤坂一丁目５番２号ドリームステージ赤坂ビル 18710014(06)

株式会社ワールドリサイクル 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾５８３番地２ 18770002(04)

パインシステム株式会社 熊本市南区薄場一丁目１０番１５号 18820088(08)

株式会社日本ビジネスソフト 長崎県佐世保市三川内新町２７番地１ 18820105(08)

九電ビジネスソリューションズ株式会社 福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号電気ビル北館 18820110(11)

株式会社みづま 福岡県田川郡川崎町大字池尻４０３番地の１ 18820116(08)

株式会社ワードシステム 岡山県津山市鍛治町３７番地 18820121(08)

有限会社ＧＲＪタフシステムズ 沖縄県那覇市おもろまち四丁目１３番２７号 18820186(06)

株式会社Ｐ＆Ｐ 福岡市中央区天神四丁目６番２８号 18820288(03)

ＴＡプラットフォーム株式会社 大分市東春日町１７番５７号 18820318(02)

株式会社システムプレイズ 福岡市中央区清川二丁目１２番４号天神南ハイツ２０３号 18820320(02)

横尾社会保険労務士事務所 長崎県島原市原町甲２２６番地１ 18840041(03)

株式会社西京物流サービス 福岡市東区松田一丁目１２番３２号 18860057(07)

九州情報サービス株式会社 熊本市東区神園二丁目１番１号 18860121(06)

株式会社アイビーコム 福岡市中央区天神三丁目３番５号天神大産ビル９階 18860167(04)

株式会社シード・コーポレーション 福岡市中央区薬院三丁目１１番３２号ジートラスト薬院２階 18860173(04)

株式会社医療事務サービス 福岡市博多区博多駅前二丁目２番１号 18860195(03)

株式会社ミチナス 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 18860201(03)

株式会社シンコー 長崎県大村市東三城町６番地１ 18860205(03)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2020年11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

株式会社宇宙電子 長崎県諫早市飯盛町開１５３２番地２ 18820361(01)

アーチ株式会社 福岡市博多区堅粕四丁目１４番１６号 18820362(01)

株式会社北九州カーボン印刷 北九州市若松区浜町三丁目１７番２２号 18190090(01)

株式会社テクノミックス 熊本県上益城郡益城町大字田原２０８１番地２８ 18820363(01)

ファーストライディングテクノロジー株式会社 沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号 10821633(08)

株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 沖縄県那覇市久茂地一丁目１２番１２号 10823053(07)

株式会社アークプロジェクト 熊本市中央区水前寺公園１－２４キャッスル水前寺２Ｆ 17000610(06)

株式会社サガシキ 佐賀市高木瀬西六丁目３番２号 18180001(02)

株式会社旭出版 熊本県上益城郡益城町大字広崎４９７番地２ 18190036(08)

クワノフオーム印刷株式会社 福岡県宗像市田島７５３番地 18190043(07)

株式会社アートプロセス 熊本市中央区春竹町春竹４９５番地 18190044(08)

泰平印刷株式会社 北九州市小倉北区鋳物師町１番１号 18190051(08)

株式会社山口油屋福太郎 福岡市博多区那珂六丁目２７番１６号 18500002(08)

株式会社馬場市助商店 福岡県八女市津江２００番地の１ 18510014(05)

株式会社やずや 福岡市南区那の川一丁目６番１４号 18560006(09)

キューサイ株式会社 福岡市中央区草香江一丁目７番１６号 18560014(06)

ＭＫエネルギー有限責任事業組合 福岡市早良区百道浜一丁目３番７０号ザ・レジデンシャルスイート・福岡 18590013(02)

株式会社モトムラ 福岡県大牟田市汐屋町５番地８ 18710016(04)

株式会社メトロコンピユータサービス 長崎市出島町５番２号 18820075(07)

株式会社シティアスコム 福岡市早良区百道浜二丁目２番２２号 18820083(09)

株式会社テクノ・カルチャー・システム 福岡県久留米市合川町１７７４番地の１４ 18820090(08)

大銀コンピュータサービス株式会社 大分市城崎町二丁目６番３１号 18820092(09)

株式会社シンク 福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号大博センタービル 18820094(07)

株式会社スリーエイ・システム 大分市生石四丁目１番２０号 18820104(08)

株式会社肥銀コンピュータサービス 熊本市西区二本木五丁目１番８号 18820107(08)

ＮＢＣ情報システム株式会社 長崎市恵美須町４番５号 18820146(08)

株式会社国際システム 沖縄県那覇市壺川三丁目２番地４ 18820190(06)

南国システムサービス株式会社 鹿児島市鴨池新町６番６号 18820199(06)

ＩＣＴコンストラクション株式会社 福岡市博多区冷泉町５番３５号 18820239(05)

スパークジャパン株式会社 宮崎市柳丸町８５番地 18820258(04)

株式会社アライヴ 福岡市中央区渡辺通五丁目１４番１２号 18820315(02)

株式会社スリーゼットソルベーション 北九州市小倉北区浅野二丁目１４番１号 18820317(02)

株式会社システムフォレスト 熊本県人吉市西間下町１３２番地１ 18820321(02)

株式会社エスト 福岡市中央区天神三丁目１０番２０号 18830012(07)

株式会社シーエル 福岡市博多区金の隈三丁目１４番３号 18840018(06)

株式会社テラ 熊本市東区東京塚町１９－２１ 18860048(07)

福岡興業株式会社 福岡市早良区藤崎二丁目３番１０号 18860144(05)

株式会社アイネットサポート宮崎 宮崎市橘通西二丁目４番２０号 18860181(04)

福岡県土地改良事業団体連合会 福岡市博多区千代四丁目４番２８号 18940005(02)

株式会社トンボ 岡山県玉野市八浜町大崎１２１２番地 27000112(04)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2020年12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

篠原製本株式会社 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石６０番地２２ 18190091(01)

有限会社リエール 福岡市中央区小笹三丁目８番８号 18820364(01)

株式会社ＤＥＬＴＡ 熊本市中央区水道町１２－１ 18860285(01)

イグニション・ポイントオペレーションズ株式会社 沖縄県名護市字豊原２２４番地３ 18860286(01)

株式会社シティアスコムアイテック 福岡市早良区百道浜二丁目２番２２号 18820365(01)

沖縄日通エアカーゴサービス株式会社 沖縄県豊見城市字与根４９１番地２ 10410096(07)

株式会社マックスエクスプレス 福岡市中央区那の津三丁目６番５号 10861229(08)

株式会社南日本情報処理センター 鹿児島市東開町４－１０４ 11820168(10)

株式会社ヤマガ 北九州市八幡西区夕原町４番８号 18190088(02)

株式会社学映システム 佐賀市鍋島町大字森田９０２番地 18520011(02)

株式会社ヒロカネ 福岡市博多区奈良屋町３番１号 18540003(07)

株式会社オートウェイ 福岡県京都郡苅田町大字苅田字松浦３７８７番地６２ 18570002(04)

九州カード株式会社 福岡市博多区博多駅前四丁目３番１８号 18660001(09)

株式会社日専連ベネフル 北九州市小倉北区堺町一丁目６番１５号 18660004(08)

株式会社日専連ファイナンス 熊本市中央区安政町６番５号 18660006(06)

株式会社ビート・オン・システム 福岡市博多区博多駅前二丁目１７番１５号 18820101(07)

日本システム株式会社 鹿児島市荒田二丁目５６番１０号 18820113(07)

アイ・ライジングシステム株式会社 福岡市博多区祇園町４番１３号博多ゼネラルビル２Ｆ 18820125(08)

南日本ソフトウェア株式会社 鹿児島市加治屋町４番２５号 18820136(08)

アドバンステクノロジー株式会社 福岡県春日市下白水南三丁目８５番地４号 18820196(06)

株式会社キューブス 福岡市早良区百道浜二丁目４番２７号 18820206(06)

テクノコーポレーション株式会社 熊本市南区八幡五丁目１７番４３号 18820238(05)

株式会社ＡＴＴＳ 大分市萩原三丁目６番２号ＡＴＴＳビル 18820293(03)

株式会社ＭＩＣＳ 福岡市中央区長浜二丁目３番６号 18820314(02)

株式会社プロデュースメディアＮＥＯ 長崎県佐世保市広田一丁目２８番７号グリーンハウス大下２０１号 18820322(02)

株式会社ドット・コミュニケーションズ 福岡市博多区博多駅前三丁目２７番２４号 18830020(06)

税理士法人諸井会計 佐賀市木原二丁目６番５号 18840006(08)

社会保険労務士法人ＥＭａｇｅｎｃｙ 鹿児島市荒田一丁目１６番２７号 18840040(03)

ＦＢＳパレッツ株式会社 福岡市中央区清川二丁目２２番８号 18860072(08)

株式会社プラスアド 北九州市小倉北区室町二丁目１０－４ 18860122(06)

グラウド株式会社 福岡市博多区店屋町８番１７号 18860166(04)

株式会社ヒューマン・クリエイト 北九州市小倉北区室町二丁目１０－４ 18860207(03)

株式会社スマイル企画 福岡市博多区比恵町１９番２８号 18860212(03)

株式会社日本施設協会 北九州市戸畑区汐井町１番６号 18860246(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年1月8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

株式会社すいぜんじ公園前不動産 熊本市中央区水前寺公園７番５１号 18700018(01)

株式会社沖縄計画機構 沖縄県那覇市泉崎一丁目７番１７号 18840058(01)

有限会社クロスリングウェイ 福岡市博多区博多駅東一丁目１６番７号尾崎ビル９Ｆ 18820366(01)

株式会社アクティブ・エイジ 福岡県太宰府市石坂一丁目２１番３号 18820367(01)

沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 沖縄県那覇市おもろまち一丁目３番３１号那覇新都心メディアビル 10820081(10)

西日本オフィスメーション株式会社 福岡市博多区東光二丁目１８番２号 10821614(08)

株式会社ＢＣＣ 福岡市中央区六本松二丁目１２番１９号 11820164(10)

株式会社あすなろ印刷 鹿児島市城西二丁目２番３６－２０５号 18190041(07)

株式会社西川印刷 熊本市北区飛田二丁目１２番１１６号 18190042(09)

株式会社データ・プロ 沖縄県石垣市字新川２９番地の１ 18190047(08)

城島印刷株式会社 福岡市中央区白金二丁目９番６号 18190078(05)

株式会社盛運協商 福岡市博多区西月隈三丁目２番２６号 18410008(05)

有限会社三栄紙業 福岡市南区向新町一丁目１０番４２号 18510011(06)

有限会社松村産業 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須８３番地６ 18510017(03)

株式会社ｃｏｔｔａ 大分県津久見市大字上青江４４７８番地の８ 18530001(07)

株式会社オーシーシステム 大分市末広町二丁目３番２８号 18820001(08)

株式会社九州ＤＴＳ 福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２４号 18820089(08)

株式会社リサーチアンドソリューション 福岡市博多区上呉服町１２番３３号 18820091(07)

株式会社佐賀電算センター 佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 18820100(10)

ユニバーサルソフト株式会社 鹿児島市加治屋町１８番８号大樹生命鹿児島ビル６階 18820124(08)

株式会社くまなんピーシーネット 熊本市南区江越二丁目１番８号 18820129(08)

株式会社ジオクラフト 北九州市小倉北区大手町３番１号 18820131(08)

九州システムコンサルティング株式会社 北九州市小倉北区米町二丁目２番１号 18820256(04)

株式会社グリーム 北九州市小倉北区弁天町１番８号 18820285(03)

株式会社ジールプロダクト 福岡市中央区高砂一丁目１１番１号 18820319(02)

株式会社ファルコ 福岡市中央区今泉一丁目１２番８号 18820326(02)

社会保険労務士法人上田事務所 熊本市北区徳王一丁目６番５２号 18840007(08)

レキオス・ウォーター株式会社 沖縄県那覇市銘苅二丁目６番２７号 18860143(05)

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(03)

株式会社プラスサムジャパン 福岡市博多区博多駅東二丁目６番２４号 18860250(02)

株式会社プロスペクトクリエイト 福岡市博多区博多駅南一丁目２番１８号 18860252(02)

株式会社南日本総合サービス 鹿児島市小川町１５番１号 18860253(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧
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会社名 住所 登録番号

セイハネットワーク株式会社 福岡市博多区店屋町１番３５号 18840060(01)

株式会社Ｄｒｅａｍ　ｂｏｘ 福岡市南区向野二丁目２番１号 18540008(01)

麻生教育サービス株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目２５番２４号 18840059(01)

株式会社ｄｅｌｉｇｈｔ 福岡市南区大楠三丁目１１番３９－３１５号 18830035(01)

株式会社アイティープラス 鹿児島県鹿屋市寿二丁目８－１７－１ 18820369(01)

未来創造株式会社 熊本市西区二本木四丁目９番４５号 18860287(01)

株式会社ワイズ・リーディング 熊本市北区高平三丁目４３番１１号 18820368(01)

株式会社ＣＧＥ 福岡市中央区薬院一丁目６番５号３階 18860288(01)

株式会社ＮＩＣ八代コンタクトセンター 熊本県八代市旭中央通３番地１１ＴＳビル５階 18860289(01)

第一紡績株式会社 熊本県荒尾市増永１８５０番地 18150001(03)

株式会社ジェー・ビー・エフ 福岡市東区松島五丁目２６番１５号 18190030(07)

株式会社コスモ綜合印刷 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２８７８番地 18190045(07)

株式会社ダイケン 熊本県合志市須屋２１９０番地１ 18190048(08)

宮﨑紙工印刷株式会社 宮崎市大字赤江字飛江田９３１番地 18190056(08)

九州テクニカルメンテナンス株式会社 熊本市中央区水前寺公園２８番４３号 18380001(08)

株式会社ＱＴｎｅｔ 福岡市中央区天神一丁目１２番２０号 18470001(03)

株式会社アクルス 福岡県宮若市竜徳１１１４番５ 18560020(04)

株式会社沖縄債権回収サービス 沖縄県那覇市西一丁目１９番７号 18670001(08)

株式会社別大興産 大分県別府市餅ケ浜町１０番８号 18700005(08)

沖電グローバルシステムズ株式会社 沖縄県那覇市古島一丁目１５番地の１０ 18820111(11)

株式会社ゲット 福岡市博多区博多駅中央街８番２０号 18820132(07)

株式会社サウス・ウインド・システム 沖縄県浦添市牧港一丁目６０番９号 18820151(08)

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(06)

株式会社プライム 佐賀市兵庫南一丁目２０番１０号 18820242(05)

株式会社佐賀ＩＤＣ 佐賀市駅前中央一丁目６番２５号 18820266(04)

株式会社カリテ・ソリューションズ 福岡市博多区東公園６番１号パークサイド共立Ｄ－２ 18820290(03)

株式会社ワイズ・ヒューマン 福岡市中央区今泉一丁目２番３０号 18860045(07)

アビリティ株式会社 熊本市東区長嶺東八丁目１番１号 18860059(07)

株式会社ミッド佐賀 佐賀市鍋島二丁目５番２６号 18860076(08)

株式会社福岡ビル開発 福岡市博多区博多駅東一丁目１１番５－１００５号 18860090(08)

株式会社西日本ビル代行 福岡市中央区平和五丁目７番３５号 18860123(06)

株式会社Ｊ・スタッフ 福岡市中央区那の津二丁目１番７号 18860142(05)

株式会社シティキャリアサービス 福岡市博多区博多駅東二丁目５番３７号 18860213(03)

株式会社メールファクトリー 福岡県糟屋郡志免町別府四丁目２０番１０号 18860214(03)

株式会社クリエイトグループ 福岡市中央区薬院一丁目１番１号４Ｆ 18860216(03)

株式会社保健支援センター 熊本市中央区保田窪一丁目１０番３８号 18890001(07)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年3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。


