Total Solution

UOSは、基幹系から WEB 系、開発からパッケージ提供など
各種サービスのソリューションを提供します。
私たちは、ITの進展が強固な社会基盤形成のために必要不可欠であるという認識に立ち、ITのも
つ光と影、功罪を正しく捉え、これを社会に伝え、ITに関する議論を喚起してIT を通じて真に豊か

私たちは、ITのもたらす豊かさが特定の地域や国に偏することなく、それぞれの固有の文化に立脚し
ざまな障壁を乗り越えて真の国際化の促進につながるよう提言します。

ユーオス・グループ
中部支部
会員企業数 39 社

な新しいライフスタイルを創出していくことに努力します。

た社会が実現されるべきであるという認識の下、全ての地域で固有のIT文化が花開き、それらがさま

北海道支部
会員企業数 21 社

INFORMATION

九州支部
会員企業数 40 社

私たちは、IT社会のビジョンを描き、情報通信の普及・拡充に貢献し、エンドユーザーである個々の
利用者及び生活者に目を向け、情報分野での強者・弱者が存在しない、真に豊かな情報社会の
確立に向けて努力します。
私たちは、IT社会の健全なる発展によってもたらされる恩恵や豊かさの実現に関わることに大きな誇
りと喜びを持ち、社会人として、企業として、また企業人としての倫理を遵守し、プロフェッショナルと呼

関西支部
会員企業数 53 社

関東支部
会員企業数 151 社

ぶにふさわしい個人として技術力・能力・教養の向上に努め、豊かさの実現と自己実現を図っていきま
す。

会員企業一覧

2021年8月現在 304社（50音順）

● 関東支部
（株）ケイ･アイ･エス情報科学研究所
● 関西支部
● 九州支部
（株）フェアディンカム
（株）IIJ グローバルソリューションズ
（株）ICS パートナーズ
（株）アクシス
（株）ケイ･エス･テクノロジー
（株）フォー･ジェイ
（株）アイエスアール
（株）アプロティクス
（株）ケイエム
（株）福岡情報ビジネスセンター東京オフィス （株）アイティフォース
（株）アイエステクノポート
（株）アイメック
（株）アローシステム開発
コムテック（株）
（株）フロンテック
アイエックス･ナレッジ（株）
（有）アスコム
（株）アンヴィックス
コンピュータテクノロジー（株）
（株）ベルコム
アイ･エム･サービス（株）
アステム（株）
（株）イノス
コンピューターサイエンス（株）
（株）北央情報サービス
（株）アイ･オー
アソート（株）
インフォニイ（株）
三和コムテック（株）
マクロシステム（株）
（株）アイシス
（株）アドテクニカ
（株）WISHシステムコンサルティング
サン･エム･システム（株）
マンパワーグループ（株）
アイ･ティ･エル（株）
（株）アプリコット大阪支店
（株）エクシーズ
（株）ZAQ
（株）ミガロ
（株）iT パートナーズ
（株）彩システム
（株）elseif
（株）ザ･ヘッド
三武情報ビジネス（株）
（株）アイティ･イニシアティブ
（株）イグアス西日本営業本部
（株）エーエスエー･システムズ
（株）シイエスシイ
緑屋情報システム（株）
（有）アイトーン
（有）イース
（株）オーイーシー
（株）シスナビソリューションズ
（株）名川ネットワーク
（株）オービックビジネスコンサルタント福岡支店
アイマガジン（株）
シンカ情報システム（株）
（株）モバイルインターネットテクノロジー （有）e-dream
（株）カムラック
（株）アイ･ディー･シー
（株）ウィング情報システム
（株）シンクギア
ユナイテッド･ネットワーク（株）
（株）九州コーユー
（株）アクセス
（株）エムキューブ
新日本システック（株）
ユニインフォーメーション（株）
クリエイトソフト（株）
（株）アクロネット
（株）エンカレッジ大阪事業所 ( 本社 )
（株）シーイーシー
（株）ユニテック
再春館システム（株）
（株）アグレックス
（株）大阪エヌデーエス
CSS クレセント（株）
ユーオス･グループ事務局
（株）サニックス･ソフトウェア･デザイン
（株）アダムソフト
（株）オムニサイエンス
（株）CBIT
（株）ユー･システム
（株）オービックビジネスコンサルタント大阪支店 （株）シグザム
（株）アプサ
（株）シービーシー
（株）ランサ･ジャパン
関西システムサービス（株）
（株）システムオーディット
（株）アプリコット
JFE システムズ（株）
リコージャパン（株）
キヤノン電子テクノロジー（株）
システージ（株）
（株）アミュレット
（株）Jシード
（株）ログオンシステム
（株）クオンテックス
（株）新日本企画
アルス（株）
JBCC（株）
（株）ワンズコーポレーション
（株）クロスユーアイエス
（株）ジー･イー･エヌ
（株）アルファー･コミュニケーションズ
JB パートナーソリューション（株）
（株）
ヴィンクス
コムチュア（株）
GCOM ホールディングス（株）
アークスクェア（株）
（株）ジャステック
サン･エム･システム（株）
田中電機工業（株）
アーチネット（株）
（株）JustEnough
● 中部支部
（株）ITCS
（株）サーバインシステム
（株）第一コンピュータリソース
（株）イグアス
ジーアールソリューションズ（株）
（株）アテナシステムズ
サービス & セキュリティ（株）
TERISS（株）
（株）インターリンク東京事業部
（株）GKI
（株）アドバンスソフト
（株）システム･リバティ
日本ソフト技研（株）
（株）インフォメーションポート
住友電工情報システム（株）
（株）アーツネットウェーブ
JBCC（株）西日本事業部
NEXT システムズ（株）
（株）イーサーブ
（株）セントラルシステムズ
（株）イグアス中部支店
セブンシステム（株）
（株）ネスコウイング
（株）ウィルウェイ
ソリッドシード（株）
（株）インターリンク
（株）SOARIG
（株）PE-BANK
ウェーブサーチ（株）
ソリューション･ラボ･横浜（株）
ウインズソフト（株）
ソフラ（株）
（株）福岡情報ビジネスセンター
（株）エイエステクノロジー
（株）ソルパック
（株）エンベックスエデュケーション
（株）第一コンピュータリソース
ベル･データ（株）
（株）エイ･エス･ピー
（株）第一コンピュータリソース
（株）エーオー
（株）Nascom
（株）メディアシステム
（株）エイチ･シー･シー
（株）TSUNAGU
日本電通（株）
メディアファイブ（株）
エイ･フォース（株）
ティアックオンキヨーソリューションズ（株）（株）OverREVO
（株）オービックビジネスコンサルタント名古屋支店 （株）ネソルワークス
モア情報システム（株）
（株）SIG
ティアンドトラスト（株）
キムラユニティー（株）
野崎印刷紙業（株）
リンクソフトウエア（株）
（株）エス･イ･インターナショナル
（株）ティ･エス･アイ
（株）グランドデザイン
ビジネスセンター岡山（株）
レヴ･ウォーク（株）
（株）エス･エイ･アイ
テクノブレイブ（株）
（株）グローバルワイズ
（株）ビッグバレーインターナショナル
エス･アンド･アイ（株）
（株）デジタルデザインシンク
（株）サティライズ
（株）ファジーソフトウェア
● 北海道支部
エヌアイシー･ソフト（株）
デジタル･シンク（株）仙台事業所
（株）iフォースラボ
（株）サンシード
フィラーシステムズ（株）
（株）エヌコネクト
（株）データープロセスサービス
（株）ICHI
（株）システムインフォメーション
（株）フェイスポート
NCS&A（株）
東京ソフトウェア（株）
（株）ウェールズ
（株）システムトラスト
（株）楓（フォン）
NDIソリューションズ（株）
TopOutHumanCapital（株）
HIS ホールディングス（株）
（株）シーアイエス
（株）ブレーンスタッフコンサルタンツ
（株）エフ･サポート
（株）なうデータ研究所
（株）エンベックスエデュケーション
シーピーセンター（株）
（株）プライム
（株）エム･アンド･アイ
ナレッジディストリビューション（株）
（株）オープンソース
（株）ジャスウィル
（株）プロアス
M&C（株）
（株）ニックス
（株）グローバル･コミュニケーションズ
（株）ジャステック
平成ファームワークス（株）
エムシーエー（株）
（株）ニッポンダイナミックシステムズ
（株）コネクト
（株）ジャパン･テック･システム
ベル･データ（株）関西支店
（株）エム･アイ･エス
日本オフィス･システム（株）
（株）COMBO
（株）GKI
吉川情報システム（株）
（株）エルティ
（株）日本ユニソフト
（株）GKI
（株）ソフトテックス
（株）ランサ･ジャパン
（株）エル･テクノロジー
ニューコン（株）
（株）ジームテック
（株）第一コンピュータリソース
（株）リビック
（株）エンカレッジ東京事業所
ニーズシェア（株）
（株）デジタル･ブレイン
（株）テスク
（株）リレートシステム
（株）エンテックス
（株）ネクスウェイ
（株）トラストフォース
（株）ナイス
（株）エンベックスエデュケーション
（有）ネクストエンタープライズ
（株）ニッポンダイナミックシステムズ
（株）日華コンピューターシステムズ
（株）A-spec-plus
（株）ネスコ
（株）PE-BANK 北海道支店
（株）ネオテック
応研（株）
野崎印刷紙業（株）
北海道オフィス･システム（株）
（株）ベストリンク
（株）オムニサイエンス
（株）ハネダビジネスフュージョン
（株）メディアサイエンス
（株）ベネフィット
オークシステム（株）
（株）林電子
（有）ユービッツ
ベル･データ（株）
（株）オービックビジネスコンサルタント
（株）バリューアップジャパン
ライフサンソフト（株）
（株）マイクロマジック
（株）Carryz
（株）バリューエージェント
（株）ラスク
（株）マイクロリンク
キヤノン電子テクノロジー（株）
パイオネット･ソフト（株）
（株）リッジワークス
（株）リッジワークス
共栄情報システム（株）
ヒット（株）
（株）ワイ･シー･シー
（株）クライム
（株）ビーティス
グローバルイノベーションコンサルティング（株）（株）ビー･エル･アイ

■和歌山県 白良浜
白浜の名の由来にもなった延長約620ｍに渡る白砂の浜。
エメラルドグリーンの海、椰子の木の並ぶ風景など、姉妹浜のワイキキビー
チを連想させるほどリゾート気分が味わえます。
■和歌山県 三段壁洞窟
「円月島・千畳敷・三段壁」の名称で国の名勝に指定されている高さ
50mの断崖。

https://www.uos.jp
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-11 S-FORT 日本橋箱崎 403
TEL：03-5651-1612 FAX：03-5651-1613 E-mail：info@uos.gr.jp

UOSでつながる

協 業

交 流

競業の中に
協業があります

人・技術・情報の
相互活用ができます

人 脈

信 頼

様々な強み、特徴をも
つ企業・人材がたくさ
んいます

長い歴史と実績に裏付け
られた信頼は、ビジネス
の大きな戦力になります

ユーオス・グループは全国のユーオス会員企業相互
のつながりを大切にしています。
WEB 上はもちろんのこと、フェア、コンファレンス、
研修会、情報交換会、社会貢献活動など様々な活動
を通してお互いの絆を深めています。

ユーオス・グループとは

フェアの開催

各支部ではフェアを開催しています。セミナー、基調講演、ブース展示など、
多種多様な企画・発表が行われ、会場では、営業活動・情報交換が活発に行
われます。

コンファレンス

年に一度、全国の会員企業が一同に会しての一大イベントを繰り広げます。
グループの活動報告・基調講演・会員相互の情報交換など直接顔を合わせて
の交流をします。主催各地の地元産業興しにも貢献しています。

情報交換会・研修会

企業という枠にとらわれることなく議論できる場が多数用意されています。
経営者同士、営業担当者間、若手技術者間で知識や経験の共有・意見交換を
することが、幅広い人脈形成を可能にし、信頼関係を築きます。

ユーオス・グループの歩み

近年の世界情勢、 IT 技術の激動は、 それらの機会と脅威にタイムリーに対応することユーオス・グルー

1982

ユーザー出身 ( 兼業 ) の 3 社によりグループ活動開始

1983

支部組織を発足、 関西支部、 中部支部を設立。 グループの名称を｢ユーオス｣と決定

同じ IT サービスを追求する企業同士、時に切磋琢磨し助け合いながら、 会員各社が共に発展し続け

1986

会員交流の場としてユーオス ・ サロンを共同事務所に設置

ることを目指しています。

1989

グループ加入企業数 100 社を突破

2002

創立 20 周年記念式典等開催（7 月︓会員数 195 社）

プはユーザ視点に立った IT サービスを提供する企業集団です。

１． ユーオス (UOS) ＝ User Oriented Systems Group

北海道支部

伊藤支部長

ユーオス ・ アピール採択、 新ロゴ ・ キャッチフレーズ発表

2006

九州支部設立（関東・中部・関西・九州の 4 支部体制に）

２． ユーオス ・ グループは、ユーザーの視点に立った IT サービスの提供をめざします。

2010

北海道支部設立（関東・中部・関西・九州・北海道の 5 支部体制に）

３． ユーオス ・ グループは、IBM マーケットビジネスに携わる IT 関連企業の集団です。

2011

理事長交代（平山 武司から武藤 元美へ）

2012

創立 30 周年記念式典等開催（2 月︓会員数 264 社）

2017

グループ加入企業数 300 社を突破

４． ユーオス・グループは 競業の中に協業あり の精神をもって、会員相互で切瑳琢磨し、
会員各社の発展をめざします。

理事長あいさつ

関東支部

山中支部長

入会案内
本会の会員は、 正会員と賛助会員とし、 それぞれ以下の資格をもって理事会の承認を得て、 会員と

九州支部

森島支部長

中部支部

森支部長

認められるものとする。

しています。 また、 少子化による人財不足は IT 産業に留まらず全産業で大きな課題になっています。

１. 正会員

ユーオス ・ グループは、 さまざまなイベントを通して IBM 様をはじめとした IT の最新情報やトレンドをよ

ソフトウェア関連の業を営む会社

（入会金︓50,000 円 会費月額︓12,000 円）
２. 賛助会員 ソフトウェア関連以外の業を営む会社

り多くの会員の皆様にお届けすることや、 一社では取り組み難い IT 関連事業を会員間の協業で解決

（入会金︓30,000 円 会費月額︓10,000 円）

していく仕掛けを提供しています。

３. OB 会員 会員としての活動経験があり、 会員会社を離職後に本人が当会の活動を継

それだけに留まらず、 さまざまな企画やイベントに積極的に参加いただいた体験により、 人財育成の場と

続する意思がある個人

なっていることも事実です。

（入会金︓無料 会費月額︓6,000 円）

ユーオス ・ グループに集まる会社は、 一見競合他社かもしれませんが、 お互いに切磋琢磨しながら“競

【入会金と会費】

業の中に協業あり” の精神で今日の 35 周年、 全国加入 300 社を達成いたしました。全国各支部の
す。

山本支部長

理事長交代 ( 武藤 元美から中村 哲へ )

近年の世界情勢、 IT 技術の激動は、 それらの機会と脅威にタイムリーに対応することをますます難しく

イベントへのオブザーバ参加も歓迎しておりますので、 それらも併せてご入会をご検討いただければ幸いで

関西支部

ユーオス グループ理事長

中村 哲

会員は、 上記の入会金と会費を納入するものとする。
入会時には、入会金と原則3カ月分の会費を前納する。
既会員が他の支部に入会した時は、２支部目以降月額10,000円とする。
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近年の世界情勢、 IT 技術の激動は、 それらの機会と脅威にタイムリーに対応することユーオス・グルー

1982

ユーザー出身 ( 兼業 ) の 3 社によりグループ活動開始

1983

支部組織を発足、 関西支部、 中部支部を設立。 グループの名称を｢ユーオス｣と決定

同じ IT サービスを追求する企業同士、時に切磋琢磨し助け合いながら、 会員各社が共に発展し続け

1986

会員交流の場としてユーオス ・ サロンを共同事務所に設置

ることを目指しています。

1989

グループ加入企業数 100 社を突破

2002

創立 20 周年記念式典等開催（7 月︓会員数 195 社）

プはユーザ視点に立った IT サービスを提供する企業集団です。

１． ユーオス (UOS) ＝ User Oriented Systems Group

北海道支部

伊藤支部長

ユーオス ・ アピール採択、 新ロゴ ・ キャッチフレーズ発表

2006

九州支部設立（関東・中部・関西・九州の 4 支部体制に）

２． ユーオス ・ グループは、ユーザーの視点に立った IT サービスの提供をめざします。

2010

北海道支部設立（関東・中部・関西・九州・北海道の 5 支部体制に）

３． ユーオス ・ グループは、IBM マーケットビジネスに携わる IT 関連企業の集団です。

2011

理事長交代（平山 武司から武藤 元美へ）

2012

創立 30 周年記念式典等開催（2 月︓会員数 264 社）

2017

グループ加入企業数 300 社を突破

４． ユーオス・グループは 競業の中に協業あり の精神をもって、会員相互で切瑳琢磨し、
会員各社の発展をめざします。

理事長あいさつ

関東支部

山中支部長

入会案内
本会の会員は、 正会員と賛助会員とし、 それぞれ以下の資格をもって理事会の承認を得て、 会員と

九州支部

森島支部長

中部支部

森支部長

認められるものとする。

しています。 また、 少子化による人財不足は IT 産業に留まらず全産業で大きな課題になっています。

１. 正会員

ユーオス ・ グループは、 さまざまなイベントを通して IBM 様をはじめとした IT の最新情報やトレンドをよ

ソフトウェア関連の業を営む会社

（入会金︓50,000 円 会費月額︓12,000 円）
２. 賛助会員 ソフトウェア関連以外の業を営む会社

り多くの会員の皆様にお届けすることや、 一社では取り組み難い IT 関連事業を会員間の協業で解決

（入会金︓30,000 円 会費月額︓10,000 円）

していく仕掛けを提供しています。

３. OB 会員 会員としての活動経験があり、 会員会社を離職後に本人が当会の活動を継

それだけに留まらず、 さまざまな企画やイベントに積極的に参加いただいた体験により、 人財育成の場と

続する意思がある個人

なっていることも事実です。

（入会金︓無料 会費年額︓6,000 円）

ユーオス ・ グループに集まる会社は、 一見競合他社かもしれませんが、 お互いに切磋琢磨しながら“競

【入会金と会費】

業の中に協業あり” の精神で今日の 35 周年、 全国加入 300 社を達成いたしました。全国各支部の
す。

中村支部長

理事長交代 ( 武藤 元美から中村 哲へ )

近年の世界情勢、 IT 技術の激動は、 それらの機会と脅威にタイムリーに対応することをますます難しく

イベントへのオブザーバ参加も歓迎しておりますので、 それらも併せてご入会をご検討いただければ幸いで

関西支部

ユーオス グループ理事長

中村 哲

会員は、 上記の入会金と会費を納入するものとする。
入会時には、入会金と原則3カ月分の会費を前納する。
既会員が他の支部に入会した時は、２支部目以降月額10,000円とする。

Total Solution

UOSは、基幹系から WEB 系、開発からパッケージ提供など
各種サービスのソリューションを提供します。
私たちは、ITの進展が強固な社会基盤形成のために必要不可欠であるという認識に立ち、ITのも
つ光と影、功罪を正しく捉え、これを社会に伝え、ITに関する議論を喚起してIT を通じて真に豊か

私たちは、ITのもたらす豊かさが特定の地域や国に偏することなく、それぞれの固有の文化に立脚し
ざまな障壁を乗り越えて真の国際化の促進につながるよう提言します。

ユーオス・グループ
中部支部
会員企業数 39 社

な新しいライフスタイルを創出していくことに努力します。

た社会が実現されるべきであるという認識の下、全ての地域で固有のIT文化が花開き、それらがさま

北海道支部
会員企業数 21 社

INFORMATION

九州支部
会員企業数 40 社

私たちは、IT社会のビジョンを描き、情報通信の普及・拡充に貢献し、エンドユーザーである個々の
利用者及び生活者に目を向け、情報分野での強者・弱者が存在しない、真に豊かな情報社会の
確立に向けて努力します。
私たちは、IT社会の健全なる発展によってもたらされる恩恵や豊かさの実現に関わることに大きな誇
りと喜びを持ち、社会人として、企業として、また企業人としての倫理を遵守し、プロフェッショナルと呼

関西支部
会員企業数 53 社

関東支部
会員企業数 151 社

ぶにふさわしい個人として技術力・能力・教養の向上に努め、豊かさの実現と自己実現を図っていきま
す。

会員企業一覧

2021年8月現在 304社（50音順）

● 関東支部
（株）ケイ･アイ･エス情報科学研究所
● 関西支部
● 九州支部
（株）フェアディンカム
（株）IIJ グローバルソリューションズ
（株）ICS パートナーズ
（株）アクシス
（株）ケイ･エス･テクノロジー
（株）フォー･ジェイ
（株）アイエスアール
（株）アプロティクス
（株）ケイエム
（株）福岡情報ビジネスセンター東京オフィス （株）アイティフォース
（株）アイエステクノポート
（株）アイメック
（株）アローシステム開発
コムテック（株）
（株）フロンテック
アイエックス･ナレッジ（株）
（有）アスコム
（株）アンヴィックス
コンピュータテクノロジー（株）
（株）ベルコム
アイ･エム･サービス（株）
アステム（株）
（株）イノス
コンピューターサイエンス（株）
（株）北央情報サービス
（株）アイ･オー
アソート（株）
インフォニイ（株）
三和コムテック（株）
マクロシステム（株）
（株）アイシス
（株）アドテクニカ
（株）WISHシステムコンサルティング
サン･エム･システム（株）
マンパワーグループ（株）
アイ･ティ･エル（株）
（株）アプリコット大阪支店
（株）エクシーズ
（株）ZAQ
（株）ミガロ
（株）iT パートナーズ
（株）彩システム
（株）elseif
（株）ザ･ヘッド
三武情報ビジネス（株）
（株）アイティ･イニシアティブ
（株）イグアス西日本営業本部
（株）エーエスエー･システムズ
（株）シイエスシイ
緑屋情報システム（株）
（有）アイトーン
（有）イース
（株）オーイーシー
（株）シスナビソリューションズ
（株）名川ネットワーク
（株）オービックビジネスコンサルタント福岡支店
アイマガジン（株）
シンカ情報システム（株）
（株）モバイルインターネットテクノロジー （有）e-dream
（株）カムラック
（株）アイ･ディー･シー
（株）ウィング情報システム
（株）シンクギア
ユナイテッド･ネットワーク（株）
（株）九州コーユー
（株）アクセス
（株）エムキューブ
新日本システック（株）
ユニインフォーメーション（株）
クリエイトソフト（株）
（株）アクロネット
（株）エンカレッジ大阪事業所 ( 本社 )
（株）シーイーシー
（株）ユニテック
再春館システム（株）
（株）アグレックス
（株）大阪エヌデーエス
CSS クレセント（株）
ユーオス･グループ事務局
（株）サニックス･ソフトウェア･デザイン
（株）アダムソフト
（株）オムニサイエンス
（株）CBIT
（株）ユー･システム
（株）オービックビジネスコンサルタント大阪支店 （株）シグザム
（株）アプサ
（株）シービーシー
（株）ランサ･ジャパン
関西システムサービス（株）
（株）システムオーディット
（株）アプリコット
JFE システムズ（株）
リコージャパン（株）
キヤノン電子テクノロジー（株）
システージ（株）
（株）アミュレット
（株）Jシード
（株）ログオンシステム
（株）クオンテックス
（株）新日本企画
アルス（株）
JBCC（株）
（株）ワンズコーポレーション
（株）クロスユーアイエス
（株）ジー･イー･エヌ
（株）アルファー･コミュニケーションズ
JB パートナーソリューション（株）
（株）
ヴィンクス
コムチュア（株）
GCOM ホールディングス（株）
アークスクェア（株）
（株）ジャステック
サン･エム･システム（株）
田中電機工業（株）
アーチネット（株）
（株）JustEnough
● 中部支部
（株）ITCS
（株）サーバインシステム
（株）第一コンピュータリソース
（株）イグアス
ジーアールソリューションズ（株）
（株）アテナシステムズ
サービス & セキュリティ（株）
TERISS（株）
（株）インターリンク東京事業部
（株）GKI
（株）アドバンスソフト
（株）システム･リバティ
日本ソフト技研（株）
（株）インフォメーションポート
住友電工情報システム（株）
（株）アーツネットウェーブ
JBCC（株）西日本事業部
NEXT システムズ（株）
（株）イーサーブ
（株）セントラルシステムズ
（株）イグアス中部支店
セブンシステム（株）
（株）ネスコウイング
（株）ウィルウェイ
ソリッドシード（株）
（株）インターリンク
（株）SOARIG
（株）PE-BANK
ウェーブサーチ（株）
ソリューション･ラボ･横浜（株）
ウインズソフト（株）
ソフラ（株）
（株）福岡情報ビジネスセンター
（株）エイエステクノロジー
（株）ソルパック
（株）エンベックスエデュケーション
（株）第一コンピュータリソース
ベル･データ（株）
（株）エイ･エス･ピー
（株）第一コンピュータリソース
（株）エーオー
（株）Nascom
（株）メディアシステム
（株）エイチ･シー･シー
（株）TSUNAGU
日本電通（株）
メディアファイブ（株）
エイ･フォース（株）
ティアックオンキヨーソリューションズ（株）（株）OverREVO
（株）オービックビジネスコンサルタント名古屋支店 （株）ネソルワークス
モア情報システム（株）
（株）SIG
ティアンドトラスト（株）
キムラユニティー（株）
野崎印刷紙業（株）
リンクソフトウエア（株）
（株）エス･イ･インターナショナル
（株）ティ･エス･アイ
（株）グランドデザイン
ビジネスセンター岡山（株）
レヴ･ウォーク（株）
（株）エス･エイ･アイ
テクノブレイブ（株）
（株）グローバルワイズ
（株）ビッグバレーインターナショナル
エス･アンド･アイ（株）
（株）デジタルデザインシンク
（株）サティライズ
（株）ファジーソフトウェア
● 北海道支部
エヌアイシー･ソフト（株）
デジタル･シンク（株）仙台事業所
（株）iフォースラボ
（株）サンシード
フィラーシステムズ（株）
（株）エヌコネクト
（株）データープロセスサービス
（株）ICHI
（株）システムインフォメーション
（株）フェイスポート
NCS&A（株）
東京ソフトウェア（株）
（株）ウェールズ
（株）システムトラスト
（株）楓（フォン）
NDIソリューションズ（株）
TopOutHumanCapital（株）
HIS ホールディングス（株）
（株）シーアイエス
（株）ブレーンスタッフコンサルタンツ
（株）エフ･サポート
（株）なうデータ研究所
（株）エンベックスエデュケーション
シーピーセンター（株）
（株）プライム
（株）エム･アンド･アイ
ナレッジディストリビューション（株）
（株）オープンソース
（株）ジャスウィル
（株）プロアス
M&C（株）
（株）ニックス
（株）グローバル･コミュニケーションズ
（株）ジャステック
平成ファームワークス（株）
エムシーエー（株）
（株）ニッポンダイナミックシステムズ
（株）コネクト
（株）ジャパン･テック･システム
ベル･データ（株）関西支店
（株）エム･アイ･エス
日本オフィス･システム（株）
（株）COMBO
（株）GKI
吉川情報システム（株）
（株）エルティ
（株）日本ユニソフト
（株）GKI
（株）ソフトテックス
（株）ランサ･ジャパン
（株）エル･テクノロジー
ニューコン（株）
（株）ジームテック
（株）第一コンピュータリソース
（株）リビック
（株）エンカレッジ東京事業所
ニーズシェア（株）
（株）デジタル･ブレイン
（株）テスク
（株）リレートシステム
（株）エンテックス
（株）ネクスウェイ
（株）トラストフォース
（株）ナイス
（株）エンベックスエデュケーション
（有）ネクストエンタープライズ
（株）ニッポンダイナミックシステムズ
（株）日華コンピューターシステムズ
（株）A-spec-plus
（株）ネスコ
（株）PE-BANK 北海道支店
（株）ネオテック
応研（株）
野崎印刷紙業（株）
北海道オフィス･システム（株）
（株）ベストリンク
（株）オムニサイエンス
（株）ハネダビジネスフュージョン
（株）メディアサイエンス
（株）ベネフィット
オークシステム（株）
（株）林電子
（有）ユービッツ
ベル･データ（株）
（株）オービックビジネスコンサルタント
（株）バリューアップジャパン
ライフサンソフト（株）
（株）マイクロマジック
（株）Carryz
（株）バリューエージェント
（株）ラスク
（株）マイクロリンク
キヤノン電子テクノロジー（株）
パイオネット･ソフト（株）
（株）リッジワークス
（株）リッジワークス
共栄情報システム（株）
ヒット（株）
（株）ワイ･シー･シー
（株）クライム
（株）ビーティス
グローバルイノベーションコンサルティング（株）（株）ビー･エル･アイ

■和歌山県 白良浜
白浜の名の由来にもなった延長約620ｍに渡る白砂の浜。
エメラルドグリーンの海、椰子の木の並ぶ風景など、姉妹浜のワイキキビー
チを連想させるほどリゾート気分が味わえます。
■和歌山県 三段壁洞窟
「円月島・千畳敷・三段壁」の名称で国の名勝に指定されている高さ
50mの断崖。

https://www.uos.jp
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-11 S-FORT 日本橋箱崎 403
TEL：03-5651-1612 FAX：03-5651-1613 E-mail：info@uos.gr.jp

