
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　維持会員/一般会員　会員名簿（５０音順）

会　員　名 会員種別 会員番号 所在地 2023年4月1日

株式会社アイアールシー・データ・プロ・テクニカ 維持会員 1014 420-0804 静岡県静岡市葵区竜南2-11-43 アクトオムビル1階

アイエックス・オープンシステム株式会社 維持会員 1026 105-0012 東京都港区芝大門2-5-1 アルテビル芝大門5Ｆ

株式会社アイコム 維持会員 1089 190-0012 東京都立川市曙町2-31-15 日住金立川ビル6階

株式会社アイサイト 維持会員 1110 790-0915 愛媛県松山市松末1丁目7-44

株式会社ＩＣＣデータプラス 維持会員 0936 920-0333 石川県金沢市無量寺２丁目４６番地

株式会社ＩＴＣＳ 維持会員 1095 451-6027 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー27階

株式会社iTest 維持会員 1098 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号 新大阪サンアールビル北館605号

アオヤギ株式会社 維持会員 0112 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－３１

あすか製薬株式会社 一般会員 0376 251-8555 神奈川県藤沢市村岡東2-26-1 湘南アイパーク B31F-4110

株式会社アズコムデータセキュリティ 維持会員 1043 368-0067 埼玉県秩父市みどりが丘３５番地

アドビ株式会社 維持会員 0919 141-0032 東京都品川区大崎１－１１－２ ゲートシティ大崎イーストタワー１９Ｆ

ABBYY ジャパン株式会社 維持会員 0975 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル14階

株式会社アピックス 維持会員 0103 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-2-2

アマノセキュアジャパン株式会社 維持会員 0876 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名7-3-24 アマノギャラクシービル 3F

アルファテックス株式会社 維持会員 1030 141-0031 東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル

アンテナハウス株式会社 維持会員 0927 103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-6 東日本橋藤和ビル5F

イージーソフト株式会社 維持会員 1071 252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-9-15 プロミティふちのべビル6F

1



公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　維持会員/一般会員　会員名簿（５０音順）

株式会社イージフ 維持会員 0981 106-6134 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ　森タワー34Ｆ

株式会社イーバイピー 維持会員 1092 141-0031 東京都品川区西五反田8－8－16 高砂ビル　403A

石川特殊特急製本株式会社 維持会員 0860 540-0014 大阪府大阪市中央区竜造寺町7-38

石田コピーセンター株式会社 維持会員 0826 850-0063 長崎県長崎市飽の浦町７－１

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 維持会員 1035 105-6950 東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー

株式会社イメージテック 維持会員 0788 792-0005 愛媛県新居浜市江口町4-27

株式会社インテック 維持会員 0633 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 住友不動産新宿グランドタワー

インフォコム株式会社 維持会員 1063 107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト10階

インフォテック株式会社 維持会員 1058 160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア

株式会社インフォマージュ 維持会員 0006 104-0054 東京都中央区勝どき2-18-1 黎明スカイレジテル3階

株式会社インフォマート 維持会員 1074 105-0022 東京都港区海岸1－2－3 汐留芝離宮ビルディング13階

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 維持会員 1016 106-6235 東京都港区六本木3-21 六本木グランドタワー

株式会社エイ・アイ・エス 維持会員 1084 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3-9 PMO神田万世橋9F

エイチ・エス写真技術株式会社 維持会員 0121 553-0003 大阪府大阪市福島区福島４－８－１５

エーザイ株式会社 一般会員 0375 112-8088 東京都文京区小石川4-6-10

株式会社SRI 維持会員 1103 103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 FORECAST新常盤橋6階

ＳＧシステム株式会社 維持会員 0956 601-8104 京都府京都市南区上鳥羽角田町25

株式会社エッサム 維持会員 1091 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-26-3 エッサム本社ビル9F
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ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 維持会員 0917 100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル19Ｆ

ＮＲＭホールディングス株式会社 維持会員 0625 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号 神田徳力ビル5Ｆ

NECネッツエスアイ株式会社 維持会員 1076 108-8515 東京都港区芝浦3-9-14 NECネッツエスアイ本社ビル

株式会社NXワンビシアーカイブズ 維持会員 0965 105-0001 東京都港区虎ノ門４－１－２８ 虎ノ門タワーズオフィス

株式会社NTTデータイントラマート 維持会員 1086 107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ5階

株式会社ＮＴＴデータビジネスブレインズ 維持会員 0941 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルＡ館１４階

エフ・ケー・マイクロ株式会社 維持会員 0138 910-0859 福井県福井市日之出2-5-5

エプソン販売株式会社 維持会員 1083 160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー　29F

株式会社エリジオン 維持会員 1062 430-0927 静岡県浜松市旭町１１－１

株式会社大塚製薬工場 一般会員 0365 772-8601 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

株式会社オービック 維持会員 1065 104-8328 東京都中央区京橋2-4-15 オービックビル

オープンテキスト株式会社 維持会員 0885 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館18階

株式会社オーレンス 維持会員 1102 086-0202 北海道野付郡別海町別海旭町48番地1

沖電気工業株式会社 維持会員 0982 105-8460 東京都港区虎ノ門1-7-12

勝丸　泰志 一般会員 0373 個人会員

関西レコードマネジメント株式会社 維持会員 0821 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号 アクア堂島東館１８階

関東インフォメーションマイクロ株式会社 維持会員 0154 320-0071 栃木県宇都宮市野沢町602-2

キヤノン電子株式会社 維持会員 0632 105-0011 東京都港区芝公園3-5-10
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協和キリン株式会社 一般会員 0377 100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ

株式会社キョクトウ 維持会員 0123 577-0063 大阪府東大阪市川俣１－１４－３０

株式会社金聖堂情報システム 維持会員 0509 350-1246 埼玉県日高市梅原９９－２

株式会社草野測器社 維持会員 0119 960-0102 福島県福島市鎌田字卸町２３－１６

株式会社経営管理ナカチ 一般会員 0372 100-0006 東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル北館７Ｆ

株式会社工業複写センター 維持会員 0126 420-0923 静岡県静岡市葵区川合3-26-22

株式会社光楽堂 維持会員 0173 606-8267 京都府京都市左京区北白川西町８２

株式会社国際マイクロ写真工業社 維持会員 0029 162-0833 東京都新宿区箪笥町４－３ 森松ビル

コダックアラリスジャパン株式会社 維持会員 1052 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９ ＦＤＸ御茶ノ水ビル

コニカミノルタジャパン株式会社 維持会員 0569 105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング

小林写真工業株式会社 維持会員 0787 543-0045 大阪府大阪市天王寺区寺田町２－７－１８

Kofax Japan 株式会社 維持会員 1031 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階

株式会社コンカー 維持会員 1019 100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル

サイバートラスト株式会社 一般会員 0366 106-0032 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー35階

株式会社サイバーリンクス 維持会員 1085 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3

株式会社桜商会 維持会員 0129 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町２１－７

株式会社サニー・サイド 維持会員 1104 350-1133 埼玉県川越市砂758-10

株式会社サンコー 維持会員 0128 004-0862 北海道札幌市清田区北野2条3-11-22 サンコー情報処理センター

4



公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　維持会員/一般会員　会員名簿（５０音順）

株式会社シイエム・シイ 維持会員 1105 460-0021 愛知県名古屋市中区平和1-1-19

GMOグローバルサイン株式会社 維持会員 1048 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス13階（総合受付15階）

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 維持会員 1047 150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

ジーベック株式会社 維持会員 0167 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１－８－１１

株式会社ジェイ・アイ・エム 維持会員 0087 102-0072 東京都千代田区飯田橋３－１－１

ＪＦＥシステムズ株式会社 維持会員 0644 105-0023 東京都港区芝浦一丁目２番３号 シーバンスS館18階

Ｚｉｏｎ株式会社 一般会員 0351 259-1126 神奈川県伊勢原市沼目4-9-3

四国工業写真株式会社 維持会員 0703 761-8057 香川県高松市田村町363番3

システム・プランニング株式会社 維持会員 0916 243-0405 神奈川県海老名市国分南1-2-23 2001ビル

ジップインフォブリッジ株式会社 維持会員 1059 135-0016 東京都江東区東陽5-29-17 東陽パークビル3F

シティコンピュータ株式会社 維持会員 1015 640-8317 和歌山県和歌山市北出島12-8 シティビル

渋谷地下街株式会社 維持会員 0527 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル１Ｆ

株式会社清水光芸社 維持会員 0149 606-8116 京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町30

株式会社ジムコ 維持会員 0896 840-0815 佐賀県佐賀市天神２－５－１２

株式会社ジムマネジメント 維持会員 1064 160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目16番地6号 タツミビル3階

シャープ株式会社 維持会員 1097 639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

新生マイクロ写真株式会社 維持会員 0790 411-0822 静岡県三島市松本302-1

sweeep株式会社 維持会員 1077 150-6139 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア39F WeWork内
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株式会社スカイコム 維持会員 0925 101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング10F

鈴与株式会社 維持会員 0954 424-0942 静岡県静岡市清水区入船町11-1

株式会社スプレッドオフィス 維持会員 1101 104-0061 東京都中央区銀座６－６－１ 風月堂銀座ビル５F

スペンモ・テクノロジー・ジャパン株式会社 維持会員 1108 160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6F

セイコーソリューションズ株式会社 維持会員 0922 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

セコム株式会社 維持会員 1025 181-8528 東京都三鷹市下連雀8-10-16 セコムＳＣセンター

セコムトラストシステムズ株式会社 維持会員 1020 150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 セコム本社ビル

株式会社ゼンアオイロ 維持会員 1068 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 青色会館

双光エシックス株式会社 維持会員 0189 461-0027 愛知県名古屋市東区芳野3-9-17 エシックスビル

有限会社双双編集 一般会員 0379 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-12-10 YAMAMAN今池ビル5階

ソニーストレージメディアソリューションズ  株式会社 維持会員 1024 985-0842 宮城県多賀城市桜木３－４－１

ソフトバンク株式会社 一般会員 0354 105-7529 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

株式会社大一写真工業 維持会員 1007 753-0056 山口県山口市湯田温泉6-8-57 ダイイチドキュメントセンタービル

大和写真工業株式会社 維持会員 0194 561-0828 大阪府豊中市三和町4-3-1

株式会社ダブルスタンダード 維持会員 1096 107-0062 東京都港区南青山2-2-3 ヒューリック青山外苑東通ビル4F

株式会社チームスピリット 維持会員 1082 104-0031 東京都中央区京橋二丁目5番18号 京橋創生館4階

中京コピー株式会社 維持会員 0866 461-0001 愛知県名古屋市東区泉3-30-3

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 維持会員 1109 160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28F
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ディーアイシージャパン株式会社 維持会員 1100 102-0092 東京都千代田区隼町2-4 GBHビル

株式会社ティエラ 維持会員 1088 107-0062 東京都港区南青山２－２－１５ ウィン青山９４０

株式会社ＴＫＣ 維持会員 1038 320-8644 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

TTピーエム株式会社 維持会員 1034 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-8-12 Attend on Tower

株式会社データ・キーピング・サービス 維持会員 0964 101-0052 東京都千代田区神田小川町１－１ 日幸神田ビル８階

株式会社デジタルマトリックス 維持会員 1078 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津1-3-17 DMXビル１・２階

寺田倉庫株式会社 維持会員 0913 140-0002 東京都品川区東品川２－６－１０

株式会社電通国際情報サービス 維持会員 1060 108-0075 東京都港区港南2-17-1

東京都板橋福祉工場 維持会員 0036 175-0082 東京都板橋区高島平９－４２－7

東京レコードマネジメント株式会社 維持会員 1028 141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田２階

株式会社TOKIUM 維持会員 1042 104-0061 東京都中央区銀座6丁目18−2 野村不動産銀座ビル12階

株式会社ドキュメント 維持会員 1107 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル

ドリームバンク株式会社 維持会員 1099 990-0301 山形県東村山郡山辺町山辺834

株式会社TREASURY 維持会員 1072 150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング14階

株式会社ナイス 維持会員 0737 461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-16-38 葵ガーデンビル2階

ナカシャクリエイテブ株式会社 維持会員 0107 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並２－２１３

株式会社ニシコン 維持会員 1087 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3丁目13番17号

株式会社ニチマイ 維持会員 0003 134-0083 東京都江戸川区中葛西４丁目19番14号
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公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　維持会員/一般会員　会員名簿（５０音順）

日鉄ソリューションズ株式会社 維持会員 1000 105-6417 東京都港区虎ノ門一丁目17 番1 号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー１８F

日鉄日立システムソリューションズ株式会社 維持会員 1017 104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー26Ｆ

日本ＩＣＳ株式会社 維持会員 1041 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６－３－３１ うえほんまちハイハイタウン１１０１

日本アスペクトコア株式会社 維持会員 0526 102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3 日本ビルディング九段別館６Ｆ

日本調剤株式会社 一般会員 0382 100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー37階

一般社団法人日本テレワーク協会 一般会員 0368 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-103 東京パークタワー2階

日本フォーシーエス株式会社 維持会員 1106 100-6005 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル5階　KOTRA　IT支援センター　L-05

Verbatim Japan株式会社 維持会員 1067 101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4 第2進盛ビル

パイオニア株式会社 維持会員 0984 113-0021 東京都文京区本駒込２－２８－８ 文京グリーンコート

株式会社ハイパーギア 維持会員 0878 330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-72-2 ＨＡＮＡビル2Ｆ

Hyland Software,Ｉｎｃ． 維持会員 0945 44145 28500 Clemens Road Westlake,Ohio USA

株式会社ハツコーエレクトロニクス 維持会員 0652 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目39番５号 水天宮北辰ビル２階

パナソニック　Ｆ＆ＨＲプロパートナーズ  株式会社 一般会員 0370 540-6211 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 OBPパナソニックタワー 11階

株式会社ＰＦＵ 維持会員 0863 220-8567 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス

ピー・シー・エー株式会社 維持会員 1080 102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

ビープラッツ株式会社 維持会員 1113 101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル

久永情報マネジメント株式会社 維持会員 0166 892-0833 鹿児島県鹿児島市松原町10-26

株式会社ビジネスオリコ 維持会員 0940 350-0809 埼玉県川越市鯨井新田６－１ 第３今泉ビル５F
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公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　維持会員/一般会員　会員名簿（５０音順）

株式会社日立ソリューションズ 維持会員 0880 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－７ 日立ソリューションズタワーＡ

株式会社日立ソリューションズ東日本 維持会員 1111 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央３丁目２番１号 青葉通プラザ(5F受付)

株式会社日立ドキュメントソリューションズ 維持会員 0888 135-0016 東京都江東区東陽6-3-2 イースト21タワー

株式会社ヒューマントラスト 一般会員 0378 170-6021 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60　21階

ファイルフォース株式会社 維持会員 1094 100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9-2 大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ3F

株式会社ファインデックス 維持会員 1039 100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル26F

株式会社FoxitJapan 維持会員 1033 105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階

富士電機株式会社 維持会員 1075 141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番地2号 ゲートシティ大崎イーストタワー

富士フイルム株式会社 維持会員 0002 107-0052 東京都港区赤坂９－７－３ ミッドタウン・ウエスト

富士フイルムシステムサービス株式会社 維持会員 0589 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 興和一橋ビル５ Ｆ

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 維持会員 0019 107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番3号 東京ミッドタウンウエスト

富士マイクロ株式会社 維持会員 0180 861-8046 熊本県熊本市東区石原1-3-53

ｆｒｅｅｅ株式会社 維持会員 1021 141-0032 東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

株式会社プリマジェスト 維持会員 0612 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 ソリッドスクエア東館１２F

プロパティデータテクノス株式会社 維持会員 0542 105-0012 東京都港区芝大門2-12-9 HF浜松町ビルディング４F

株式会社堀内カラー 維持会員 0655 530-0088 大阪府大阪市北区万歳町3-17

株式会社マイクロ 維持会員 0770 390-0851 長野県松本市島内３４８１－１

株式会社マイクロテック 維持会員 0620 108-0023 東京都港区芝浦2-3-31 第２高取ビル
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公益社団法人日本文書情報マネジメント協会　維持会員/一般会員　会員名簿（５０音順）

株式会社マイクロフィッシュ 維持会員 0710 001-0018 北海道札幌市北区北18条西6-3-10

株式会社マネーフォワード 維持会員 1050 108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21 階

マネーフォワードケッサイ株式会社 維持会員 1081 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21 階

株式会社ミウラ 維持会員 0176 730-0054 広島県広島市中区南千田東町3-9

三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 維持会員 0999 108-0022 東京都港区海岸3-22-23 ＭＳＣセンタービル

三菱電機ITソリューションズ株式会社 維持会員 1069 164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

三菱電機エンジニアリング株式会社 一般会員 0327 102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル

株式会社三ツ星 維持会員 0760 510-0082 三重県四日市市中部1-20

株式会社みどり光学社 維持会員 0722 010-0953 秋田県秋田市山王中園町1-3

株式会社ムサシ 維持会員 0007 104-0061 東京都中央区銀座8-20-36

ムサシ・アイ・テクノ株式会社 維持会員 0148 577-0013 大阪府東大阪市長田中３－６－１

ムサシ・イメージ情報株式会社 維持会員 0033 135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 ＫＤＸ豊洲グランスクエア4Ｆ

株式会社ムサシ・エービーシー 維持会員 0554 104-0041 東京都中央区新富1-9-1 新富191　3Ｆ

村松　真 一般会員 0380 個人会員

メディカルITコンサルティング株式会社 一般会員 0381 573-1112 大阪府枚方市楠葉美咲3丁目2番6号

安井工業写真株式会社 維持会員 0796 541-0053 大阪府大阪市中央区本町４－４－１３

株式会社ヤマイチテクノ 維持会員 1005 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町2-4-8

山崎情報産業株式会社 維持会員 0570 101-0032 東京都千代田区岩本町１－８－１１
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株式会社山下PMC 一般会員 0374 104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー29階

有限会社山本マイクロシステムセンター 維持会員 0185 381-2221 長野県長野市川中島町御厨１９６３－５

株式会社ユーエスエス 維持会員 1093 105-0001 東京都港区虎ノ門３－１２－１ ニッセイ虎ノ門ビル１３階

ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社 維持会員 0920 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１０－１ 有楽町ビル４Ｆ

株式会社横浜マイクロシステム 維持会員 0089 220-0061 神奈川県横浜市西区久保町１３－２５

株式会社ラクス 維持会員 1022 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿7階

有限会社ラング・エッジ 一般会員 0363 101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-12 宮崎ビル2Ｆ

株式会社LegalOn Technologies 維持会員 1090 135-0061 東京都江東区豊洲３丁目２−２0 豊洲フロント

リーテックス株式会社 維持会員 1073 160-0005 東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル8階

リコージャパン株式会社 維持会員 1054 143-8555 東京都大田区中馬込１－３－６

株式会社立業社 維持会員 0158 939-8214 富山県富山市黒崎１２５番地

リックソフト株式会社 維持会員 1055 100-0004 東京都千代田区大手町２－１－１ 大手町野村ビル８階

株式会社レシートローラー 維持会員 1112 389-1226 長野県上水内郡飯綱町大字川上1535
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