
会社名 住所 登録番号

株式会社グローテレコム 沖縄県那覇市久米一丁目２番３号ＯＨビル２Ｆ 18860290(01)

株式会社Ｅｍｏｌｕｔｉｏｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ 福岡市中央区薬院一丁目８番２０号 18840061(01)

株式会社テクノスジャパン 福岡市博多区光丘町三丁目１番５号 18860291(01)

株式会社オルトロボ 福岡市博多区比恵町４－１７日高ビル２－Ｃ 18820370(01)

ドリーム・エナジー株式会社 福岡市博多区博多駅南一丁目３番１１号 18790005(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(03)

株式会社Ｍ・Ｋロジ 福岡県糟屋郡宇美町大字井野３６９－１１ 18440005(04)

株式会社サンダイ 福岡市東区郷口町８番２８号 18510010(07)

千代田興産株式会社 福岡市中央区白金二丁目５番１６号 18520004(08)

株式会社はぴねすくらぶ 福岡市中央区大手門三丁目１４番１９号 18540002(08)

株式会社エコライフ 福岡市博多区博多駅前三丁目２７番２５号 18540006(05)

株式会社ＰＷＡＮ 福岡市早良区次郎丸一丁目１９番１７号 18540007(02)

株式会社明治産業 福岡市中央区薬院一丁目１４番５号 18590002(08)

株式会社しまうまプリントラボ 鹿児島県日置市伊集院町清藤２１１０番地２９ 18740003(05)

臼杵ケーブルネット株式会社 大分県臼杵市大字臼杵字本町６１６番地の３ 18810004(03)

デジタルバンク株式会社 大分市府内町三丁目８番８号 18820112(08)

株式会社ＡＲＳ 鹿児島市新屋敷町１５番１９号エーアールエス新屋敷ビル 18820135(07)

株式会社ジウン 福岡市東区多の津一丁目１４番１号 18820137(07)

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(08)

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(07)

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(08)

株式会社ソフトファクトリー 沖縄県浦添市西原二丁目４番１号 18820230(05)

木村情報技術株式会社 佐賀市卸本町６番１号 18820234(05)

キヤノンアルゴスロジック株式会社 福岡市博多区綱場町７番３号 18820260(04)

株式会社ＮＴＴデータ・ビーンサービス 大分県大分市王子北町２番２号 18820262(04)

株式会社西日本新聞メディアラボ 福岡市中央区天神一丁目４番１号西日本新聞会館 18820263(04)

シーサーＮｅｔ株式会社 沖縄県那覇市高良三丁目８番２３号 18820286(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(03)

ＶＩＤ株式会社 福岡市中央区今泉一丁目２０番２号 18820297(03)

株式会社エニセンス 福岡市中央区天神一丁目１５番２号 18820313(02)

株式会社グレス 福岡市博多区博多駅前一丁目１８番６号 18820327(02)

株式会社ビービーディオー・ジェイ・ウェスト 福岡市中央区天神四丁目１番３２号 18830011(08)

株式会社協同プランニング 熊本市中央区大江一丁目７番２２号 18830021(06)

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(02)

社会保険労務士法人九州ＳＲ事務センター 熊本市西区春日一丁目１２番１０号 18840047(03)

吉次商事株式会社 福岡市中央区天神二丁目１４番２号 18860068(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(08)

株式会社タックエンタープライズ 福岡市博多区上川端町５番１１２号 18860082(08)

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(04)

株式会社ＣＲＭラボ 宮崎県都城市都原町８２６２番地２ 18860202(03)

株式会社ニットー 北九州市小倉南区東水町４番２９号 18860211(03)

株式会社ハローライフ 福岡県宮若市上有木１番地 18860255(02)

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(08)

株式会社セイブクリーン 熊本県合志市御代志１５３８番地１ 18870011(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年4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

株式会社花織 福岡市博多区博多駅南一丁目２番１８号 18540009(01)

株式会社アルファー 鹿児島市照国町１５番１５号 18860292(01)

日本アイティディ株式会社 東京都新宿区住吉町７番１号 18820371(01)

株式会社データサービス沖縄 沖縄県浦添市沢岻二丁目１７番１号 10822820(07)

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(11)

福岡倉庫株式会社 福岡市東区多の津二丁目９番８号 18440001(08)

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(02)

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(04)

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(04)

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(02)

株式会社総合リアルティ 福岡市博多区博多駅前三丁目２７番２５号 18710015(05)

株式会社日本ネットワークシステムズ 宮崎市中央通３番３０号ＮＣＢユウコービル５階 18820087(08)

株式会社熊本流通情報センター 熊本市南区流通団地一丁目２４番地 18820119(08)

株式会社システムビィー・アルファ 福岡市中央区薬院三丁目１６番２６号 18820126(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(07)

アイテップ株式会社 鹿児島市大黒町２番１１号 18820198(06)

株式会社システムマインド 福岡市博多区博多駅東二丁目４番１７号 18820244(05)

株式会社アドソフト 福岡市博多区博多駅前三丁目７番３４号 18820264(04)

株式会社インフォグラム 福岡市博多区博多駅前二丁目１７番１９号 18820265(04)

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(04)

株式会社ネオックスワン 沖縄県那覇市松尾一丁目１９番２７号ミルコ那覇ビル５階 18820291(03)

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(02)

株式会社沖縄コングレ 沖縄県那覇市久茂地三丁目１番１号 18840024(05)

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(09)

株式会社アルファスタイル 福岡市博多区祇園町７番２０号 18860080(08)

株式会社ファースト 福岡市南区市崎一丁目２番４１号 18860081(08)

田中工業株式会社 北九州市八幡東区中央三丁目６番２０号 18860084(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(08)

フクシ株式会社 福岡市西区横浜三丁目２７番２４号 18860124(06)

小倉興産株式会社 北九州市小倉北区浅野二丁目１４番１号 18860150(05)

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(05)

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(04)

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(03)

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(03)

株式会社応和管理 福岡市博多区博多駅前四丁目４番２３号 18860256(02)

株式会社丸新 武雄市武雄町大字富岡１２４１８番地３ 18860257(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年5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

株式会社ペンシル 福岡市中央区天神１－３－３８－５Ｆ 18820372(01)

株式会社ＫＩＴ－Ｍ 佐賀県佐賀市大財北町４番地・１号棟１０７ 18860293(01)

株式会社システム環境研究所 福岡市博多区千代四丁目３０番２号 18840062(01)

ＳＯＺＯＯ株式会社 沖縄県那覇市真嘉比一丁目１番地８号おもろ町ゲートウェイ２階 18830036(01)

株式会社ジョブコラボ 沖縄県那覇市天久二丁目６番１４号 18860294(01)

株式会社ハナビヤ・ラボ 宮崎市橘通東五丁目２番２８号 18830037(01)

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(04)

松和産業株式会社 福岡市博多区西月隈一丁目１３番４４号 18480002(06)

株式会社あんしんサポート 福岡市城南区飯倉一丁目６番２５号 18480004(04)

有限会社鹿児島事務機商会 鹿児島市甲突町１２番１８号 18520012(02)

秋山商事株式会社 福岡県八女市柳島１５４、１５５番地 18530002(07)

大分ファミリー株式会社 大分市寿町１６番地 18690004(08)

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(08)

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(08)

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(08)

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(09)

久留米・鳥栖広域情報株式会社 福岡県久留米市百年公園１番１号 18820118(08)

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(08)

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(08)

株式会社システック 鹿児島市平之町１３番３２号 18820155(07)

株式会社西日本エグゼック 熊本市西区春日３丁目１５番６０号ＪＲ熊本白川ビル６階 18820200(06)

株式会社オーガス 大分市東春日町１７番５７号 18820210(06)

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(06)

株式会社ネットワークテクノス 福岡市早良区百道浜二丁目４番２７号 18820243(05)

沖縄フォーサイト株式会社 沖縄県那覇市前島三丁目１番１５号 18820261(04)

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(04)

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(03)

株式会社ちくぎんテクノシステムズ 福岡県久留米市東合川五丁目７番３３号 18820324(02)

株式会社メディアコンテンツファクトリー 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 18820325(02)

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(05)

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(08)

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(04)

株式会社南和産業 鹿児島市東開町３番地１６６ 18860128(06)

リクルーティング・パートナーズ株式会社 福岡市中央区天神二丁目３番２５号 18860176(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(04)

株式会社あんしんＣｏ．，Ｌｔｄ． 熊本市北区四方寄町５６２番地１ 18860204(03)

株式会社プロサポート 福岡県直方市大字頓野９７０番地 18860219(03)

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(03)

地球人．ｊｐ株式会社 福岡市博多区博多駅東１丁目９番１１号 18860249(02)

麻生レコードマネジメント株式会社 福岡市博多区博多駅前三丁目１６番１０号 18860251(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年6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ＣＩサポート 熊本市中央区八王寺町４６番１５号 18860295(01)

ＥＣＯ信頼サービス株式会社 福岡市東区馬出一丁目１７番１号ＥＣＯ信頼ビル 18090005(01)

株式会社Ｙ４．ｃｏｍ 東京都千代田区大手町１丁目５番１号大手町ファーストスクエアイーストタワー４Ｆ 18820373(01)

ＲｙｕＰａｙ株式会社 沖縄県那覇市銘苅二丁目３番１号なは産業支援センター４０５ 18820374(01)

上原労務管理事務所 沖縄県那覇市おもろまち４－７－７　ＵＲビル２Ｆ 10840235(08)

株式会社昭和堂 長崎県諫早市長野町１００７番地２ 18190004(10)

築上印刷有限会社 福岡県豊前市大字岸井２０１番地１ 18190061(07)

ＫＯＨＯ株式会社 北九州市八幡西区光明一丁目７番１５号 18190070(06)

株式会社近畿日本ツーリスト九州 福岡市博多区綱場町１番１号 18450009(03)

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(08)

株式会社ゼコー 福岡市博多区那珂六丁目１番２号 18500006(05)

株式会社ＪＩＭＯＳ 福岡市博多区冷泉町２番１号 18590001(09)

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(07)

株式会社三好不動産 福岡市中央区今川一丁目１番１号 18710011(08)

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(04)

株式会社アラジン 福岡市中央区薬院一丁目５番６号 18820009(08)

有限会社オー・ティ・エス 福岡県糟屋郡篠栗町中央五丁目１０番２号 18820123(08)

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(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(08)

株式会社エヌ・アイ・ケイ 熊本市中央区水道町１４番２７号 18820156(08)

ＴＥＲＩＳＳ株式会社 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 18820218(06)

株式会社ＳＡＴ 福岡市中央区大手門三丁目１０番９号 18820220(06)

株式会社キャップ 福岡市博多区綱場町５番３１号 18830014(08)

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(04)

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(04)

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(03)

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(08)

株式会社ＫＭＧ 長崎県佐世保市湊町２番１５号 18860149(05)

株式会社Ａ．Ｋ．商会 福岡市早良区重留六丁目１７番３４号 18860258(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年7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

株式会社ハーバルアイ 福岡市中央区天神五丁目７番３号福岡天神北ビル６階 18590016(01)

株式会社アルテクス 福岡市早良区百道浜二丁目１番２２号 18860296(01)

沖縄アスコン株式会社 沖縄県那覇市おもろまち四丁目１９番１４号 18190092(01)

株式会社ＧＬＢＢジャパン 沖縄県中頭郡北谷町字浜川２２５番地１ 18470002(01)

株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ 北九州市小倉北区米町二丁目１番２１号 11820097(11)

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(02)

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(07)

株式会社ロジコム 佐賀市鍋島町大字森田２４３９番地１ 18410009(05)

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(03)

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(09)

株式会社健康家族 鹿児島市平之町１０番２号 18560008(11)

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(08)

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(04)

株式会社ビッグウェーブカワサキ 大分市大字津守３８９番地の８ 18570001(07)

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(02)

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(05)

株式会社明和不動産 熊本市中央区辛島町４番３５号 18700001(08)

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(04)

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(08)

株式会社リップ 佐賀市鍋島町大字森田２４３９番地１ 18790004(05)

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(08)

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(08)

株式会社岡商店 熊本市北区鹿子木町４７番地２ 18820011(08)

株式会社イノス 熊本市中央区紺屋今町２番１号 18820012(09)

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(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(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(07)

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(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(08)

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(08)

株式会社トレンズ 熊本県合志市豊岡２３６４番地２－２４ 18820170(07)

ＰＩＥＭ株式会社 福岡市博多区博多駅前二丁目１９番２７号 18820207(06)

Ａｃｒｏｃｉｔｙソリューションズ株式会社 東京都大田区大森北一丁目６番８号 18820208(06)

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(06)

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(06)

ナレッジサーブ株式会社 福岡市中央区大名２丁目１０番４号 18820247(05)

株式会社Ｗｉｎｄｙ 福岡市博多区博多駅東２丁目８－９ソフィアビル３０４ 18820292(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(03)

株式会社ナレッジコンスタント 東京都港区南青山５丁目１０番２号第２九曜ビルディング９階 18820329(02)

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(07)

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(08)

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(06)

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(05)

株式会社リコー商会 福岡市博多区上呉服町２番３７号 18860174(04)

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(03)

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(03)

株式会社三勢 熊本市中央区帯山三丁目８番４４号 18860259(02)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年8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

ＭＡＣコンサルティング株式会社 熊本県水俣市浜町一丁目１番１４－２０１号 18690011(01)

肥銀ビジネスサポート株式会社 熊本市北区大窪一丁目１番２６号 18410014(01)

株式会社クリエート 宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎四丁目３９番地３ 18820375(01)

株式会社シナジープラス 沖縄県中頭郡中城村字南上原１００７番地 18840063(01)

有限会社福嶋商店 福岡市西区上山門三丁目１６番５２号 18510023(01)

ｃｏｃｏｎｅ　ｆｕｋｕｏｋａ株式会社 福岡市博多区博多駅東二丁目１３番３４号 17000679(06)

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(06)

株式会社星光社 熊本市中央区米屋町二丁目４番地 18190003(09)

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(08)

株式会社博多印刷 福岡市博多区須崎町８番５号 18190053(08)

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(07)

株式会社河田印刷 熊本市南区近見八丁目５番１０５号 18190072(06)

長崎倉庫株式会社 長崎市出島町２番１３号 18440002(06)

株式会社ＦＵＫＵＳＯＨ 福岡市東区松島五丁目１番８号 18450004(08)

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(03)

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(10)

株式会社ＳＡＫＩ 佐賀県唐津市北波多徳須恵１１９３番地２ 18570003(02)

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(05)

株式会社トラスティ建物管理 長崎市桶屋町２５番地 18710017(04)

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(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(07)

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(06)

株式会社ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 福岡市中央区天神四丁目２番２０号 18820276(04)

株式会社ＨＡＴ 福岡市中央区渡辺通二丁目７－１４ 18820307(03)

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(02)

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(09)

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(07)

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(07)

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(05)

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(05)

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(05)

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(03)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年9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

株式会社フィールドプラスワン 福岡市南区老司二丁目１６番３５号１Ｆ 18860298(01)

井上紙工印刷株式会社 福岡県朝倉市持丸６２５番地の１ 18190093(01)

株式会社コネクション 福岡市西区今宿駅前一丁目１５番９号 18860299(01)

株式会社豊後企画集団 大分市王子南町５番６号 18700019(01)

株式会社エイムテック 熊本市東区戸島町９２０番地３ 18320003(01)

株式会社沖縄エジソン 沖縄県那覇市字真地３６９番地 10822460(08)

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(08)

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(02)

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(08)

福博印刷株式会社 佐賀市兵庫南四丁目２２番４０号 18190013(09)

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(09)

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(09)

田中印刷有限会社 宮崎市大橋三丁目１１０番地 18190069(06)

ヨシミ工産株式会社 北九州市戸畑区天神一丁目１３番５号 18190080(05)

有限会社マイルストーン 宮崎市曽師町４７番地 18190087(03)

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(08)

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(03)

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(06)

日本資源流通株式会社 北九州市小倉北区西港町８６番１３号 18510015(05)

株式会社西原商店 熊本市中央区八王寺町２９番８号 18510016(05)

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(08)

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(02)

東福互光株式会社 福岡市中央区長浜一丁目１番３５号 18710012(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(09)

ＦＦＧ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(09)

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(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(07)

株式会社Ｎａｎｓｅｉ 沖縄県那覇市曙一丁目１５番３号 18820214(06)

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(06)

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(05)

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(04)

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(03)

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(08)

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(04)

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(03)

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(03)

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(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(09)

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(08)

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(08)

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(07)

ハイコムポスティング株式会社 熊本市南区流通団地二丁目１５番地３ 18860127(06)

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(05)

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(04)

株式会社都屋 福岡市中央区渡辺通三丁目６番２２号 18860190(04)

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(04)

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(03)

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(03)

株式会社西日本アクセスコミュニケーションズ 福岡市博多区上呉服町１０－１ 18860254(02)

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(02)

アド印刷株式会社 福岡市博多区榎田一丁目３番２３号 24000006(09)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年11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

株式会社タイプソリューションスタッフ 福岡市中央区大手門１－１－１　２階 18860300(01)

株式会社琉球ＤｉｇｉＣｏ 沖縄県那覇市安里３８１番地１ 18820376(01)

株式会社Ｔ＆Ｓホールディングス 大分市賀来北三丁目４番３号 18820377(01)

寶結株式会社 北九州市小倉北区馬借一丁目３番１１号 18820378(01)

株式会社トータルオフィスネットワーク 福岡市中央区薬院三丁目１４番２４号 18520014(01)

Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式会社 鹿児島市中央町１２－２－２階 18820379(01)

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(09)

株式会社九州電算 鹿児島市西田二丁目１６番１６号 17002492(04)

株式会社レスコ 広島市中区上幟町５番１５号 17003164(03)

株式会社伸和 福岡市東区社領二丁目７番４号 18190058(07)

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(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(03)

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(03)

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(05)

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(02)

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(04)

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(08)

株式会社ＫＳＫ九州 東京都稲城市百村１６２５番地２ 18820018(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(09)

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(10)

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(05)

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(05)

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(05)

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(02)

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(07)

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(02)

株式会社大建 福岡市早良区南庄二丁目９番１２号 18840029(04)

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(04)

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(04)

株式会社ビジネスリファイン 福岡市中央区渡辺通１丁目１番２号ホテルニューオータニ博多ホテル棟５階 18860002(09)

株式会社栄建工業 宮崎市大工三丁目８９番地１ 18860027(08)

旭環境管理株式会社 大分県別府市富士見町１０番２０号 18860106(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(07)

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(07)

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(04)

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(04)

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(03)

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(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(03)

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(02)

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(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(07)

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(07)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2021年12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

宮崎電力株式会社 宮崎市老松２丁目２番２２号ＪＲ宮交ツインビルオフィス９０５ 18590017(01)

株式会社地域科学研究所 大分市東春日町１番１号 18820380(01)

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(03)

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(08)

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(04)

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(08)

株式会社ＪＩＭＯＳ 福岡市博多区冷泉町２番１号 18590001(10)

株式会社悠香 福岡県大野城市御笠川五丁目１１番１７号 18590005(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(03)

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(08)

株式会社ＦＣＣテクノ 福岡市南区大橋４丁目２５番３０号ベルエール大橋２階 18820038(09)

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(10)

株式会社ＭＪＣ 宮崎市霧島二丁目８４番地１ 18820069(09)

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(07)

株式会社アイニード 熊本市西区出町４番２３－２０５号 18820224(06)

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(06)

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(05)

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(04)

富士電通株式会社 鹿児島市易居町１番３３号 18820301(03)

株式会社オロ宮崎 宮崎市橘通西二丁目４番２０号 18820304(03)

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(02)

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(02)

株式会社ユースフル 長崎市川口町１０番２号 18820336(02)

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(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(08)

行政書士法人なか 沖縄県那覇市壺川一丁目４番地１５ 18840020(06)

株式会社フクト 福岡市中央区薬院四丁目３番２０号 18840053(02)

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(02)

株式会社西日本書庫センター 福岡市博多区下川端町２番１号 18860021(08)

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(08)

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(09)

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(07)

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(07)

ビル環境熊本株式会社 熊本県山鹿市寺島１８７番地１ 18860108(07)

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(02)

株式会社豊前清掃社 福岡県豊前市大字八屋２０７０番地 18870008(06)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2022年1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

株式会社クリル 長崎県佐世保市三浦町１番１５号ＮＳビル２階 18860301(01)

株式会社ロジカム 福岡市東区箱崎ふ頭五丁目１番４０号センコー（株）九州主管支店内２階 18860302(01)

株式会社中央建設コンサルタント 沖縄県浦添市宮城五丁目１２番１１号 18840064(01)

ジオシステムコンサルタンツ株式会社 鹿児島県姶良市東餅田３８１６番地２８ 18820381(01)

ＦＡＳＴ　ＢＰＯ株式会社 東京都世田谷区上北沢五丁目２５番９号 18860304(01)

株式会社日章スクール＆オフィス 福岡県豊前市大字八屋１８６８番地１２教育文化センター２階 18520015(01)

Ｔ－ＭＩＮＥ株式会社 福岡市博多区博多駅東三丁目１番１０号ＧＳＩ博多駅東ビル３Ｆ 18860303(01)

株式会社真永不動産 福岡市博多区博多駅南一丁目１５番２２号 18700020(01)

株式会社アスクメンテナンス 熊本市南区田迎五丁目４番６号 18860305(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(09)

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(09)

株式会社エム・デイ・エス 鹿児島市鴨池新町５番２２号 11820213(10)

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(03)

株式会社栄工社 大分市城崎町二丁目４番３９号 18190075(06)

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(09)

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(04)

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(09)

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(08)

株式会社オー・エム・シー 宮崎市東大淀一丁目３番４５号 18820034(09)

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(09)

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(09)

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(10)

株式会社データプラス 佐賀県鳥栖市藤木町１番地４８ 18820062(11)

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(08)

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(07)

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(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(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(03)

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(02)

株式会社ｅｎｇｒｏｏ 福岡市中央区薬院四丁目１－４－１ 18820339(02)

株式会社総広 鹿児島市堀江町１２番１４号（ＳＫビル２Ｆ） 18830003(08)

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(04)

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(08)

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(06)

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(05)

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(04)

株式会社ボーラ 熊本市中央区八王寺町５２番７号 18860234(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(03)

肥銀オフィスビジネス株式会社 熊本市西区二本木五丁目１番８号 18860237(03)

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(02)

株式会社りゅうせきフロントライン 沖縄県浦添市勢理客四丁目２０番１号 18860266(02)

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(02)

株式会社キャスター 宮崎県西都市鹿野田１１３６５番地１ 18860273(02)

株式会社ＩＳＯＮＯ 山口県山口市下小鯖３４７番地２ 18870010(05)

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(03)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2022年2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

株式会社ジェネラスネットワーク沖縄 沖縄県宜野湾市大謝名一丁目５番５号 18820382(01)

株式会社川口不動産 熊本市中央区渡鹿七丁目１４番２３号 18700021(01)

株式会社インターメディアコンサルティング 北九州市小倉北区砂津一丁目６番２５号 18820383(01)

株式会社レキオス 沖縄県那覇市おもろまち四丁目１９番１６号 18860306(01)

特定非営利活動法人笑福会 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４６７２番地５０ 18900004(01)

株式会社長寿乃里 横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 18590018(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(08)

株式会社琉球ネットワークサービス 沖縄県那覇市久米二丁目４番１６号 10822506(08)

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(08)

有限会社三省堂印刷所 長崎市幸町４番２８号 18190021(09)

株式会社プロゴワス 鹿児島市南栄三丁目１番地４ 18190025(09)

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(09)

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(06)

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(03)

株式会社古城 大分市金池町五丁目２番２号 18480003(06)

有限会社丸孝産業 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目１番３７号 18510004(09)

株式会社角商店 福岡市西区拾六町一丁目１２番２０号 18510005(09)

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(02)

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(09)

株式会社川商ハウス 鹿児島市新屋敷町１番７号 18710005(08)

株式会社泰山 福岡市中央区天神三丁目４番９号 18710013(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(04)

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(10)

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

株式会社アール・ツーエス 福岡市南区井尻４丁目２番１号 18820216(06)

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(06)

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(03)

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(02)

株式会社マクロジ 福岡市中央区天神三丁目２－２２ 18820343(02)

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(02)

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(04)

ＮＤＳコム株式会社 福岡市博多区石城町１番１号 18860116(07)

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(05)

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(03)

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(03)

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(03)

株式会社嘉麻スタイル 福岡県嘉麻市上臼井１１８２番地１ 18860269(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(09)

株式会社永野商店 熊本市北区室園町１０番２２号 18870007(06)

有限会社大津紙源 福岡県八女市津江２２６番地５ 18870009(06)

プライバシーマーク付与適格事業者一覧

 2022年3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。


