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北九州情報サービス産業振興協会（KIP）とは、北九州地域の情報サービス産業における諸問題に対応するため、

業界が一体となった取り組みを進 めながら、人材育成事業や交流事業、広報事業などを通して、北九州地域の情

報サービス 産業の振興と発展に寄与しようとするものです。

人材育成事業

会員の人材育成・人材高度化を図るため、民間の教育機関を使いテーマ別の研修（KIPスクール）を実施したり、（公
財）九州ヒューマンメディア創造センターが実施する「人材育成講座」や経営者層向けのセミナーへの参加を行っ
ています。

交流事業

会員相互の交流と情報交換を図るため、講演会や企業PRを含めた懇親会（KIPサロン）等を開催しています。また、
先進技術や経営感覚を学ぶため、先進企業や施設の見学会を実施したり、さらには、経営者層や中堅社員を対象
とした講演会、勉強会などを行い、会員相互の交流を図っています。

広報事業

協会や協会活動の周知を図るため、情報サービス産業に関するセミナーや講演会を開催しています。また、協会
の活動や構成会員を紹介するパンフレットやホームページを作成し、会員や協会のPR活動を行います。

KIP 会長挨拶

昨今、世界的に IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、AI（人工知能）など新技術によるデジタル

ビジネス革命が進展しています。

私たちが属している情報サービス産業も、これまでの発想やスキルにとらわれることなく、新しい展開に

対応していくことが必要となります。

当協会は、これまで「人材育成事業」、「交流事業」、「広報事業」という三つ事業を大きな柱として取組

んでまいりました。

今後も、これからの時代に即した人づくり、人的基盤づくりに力をいれていき、更に仲間を増やしながら

魅力ある協会活動に取組んでまいります。
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会長　松岡 信行
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About Us



・
正会員

● アイコムソフト株式会社

情報処理コンサルティング / OA 系基幹システム開発（製造業向・流通業向・PKG適用含む）/

FA 系精算管理システム / 整備監視・制御システム他開発 / 基幹システムアウトソーシング（シ

ステム運用・保守）

北九州市戸畑区牧山 1-1-36

TEL：093-871-8811 FAX：093-871-8814

● 株式会社アクシス

基幹システムソリューション（SI 認定企業）/ IT テクニカルサポートを含めたトータルメンテナ

ンス /WEBプロデュースと情報インフラの構築 /WEB/グラフィック /映像ソフト等 /情報メディ

ア制作と映像中継

北九州市八幡西区瀬板 1-16-1

TEL：093-603-8711 FAX：093-693-1222

● イーコムジャパン株式会社

ウェブサイトデザイン・開発 / 商業印刷物製作

北九州市小倉北区浅野 2-14-3 あるある City2号館 3F

TEL：093-474-0330 FAX：093-474-0331

● 株式会社インフォメックス

建設業、製造業の基幹業務を中心に、業務の効率化を行います。WEB 系の企画から構築・運

用まで一貫した御提案を行います。ネットワークのセキュリティ強化に係わる御提案を行います。

情報システム系等の保守運用をお客様に代わり行います。

北九州市八幡東区東田 1-5-7 九州ヒューマンメディア創造センター 3F

TEL：093-663-1303 FAX：093-682-0311

● 株式会社ヴィンテージ

VINTAGE-CMS（ホームページ コンテンツ管理システム）

司法支援システム ロイヤーズONE /モバイル CMS /各種 PC関連製品

北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIMビル 7F

TEL：093-513-7255 FAX：093-513-7266

● 株式会社エーエスエー・システムズ

受託開発事業 （製造業）/パッケージ開発事業 （製造業）/システムソリューション事業 / 画像関

連事業

北九州市戸畑区中原新町 3-3

TEL：093-882-0100 FAX：093-882-0066

● 株式会社エコプラン研究所

バーチャル（仮想空間）とリアル（現実空間）との融合により人と人、人と地域を繋ぎ、現代

社会の諸領域の社会問題の解決支援となるソースとして、「ポータルサイト、ＳＮＳ運営による社

会活動への市民参加喚起」「面白くてためになるシリアスゲームの開発」「ｉPhone、アンドロ

イド向けアプリの開発」「行政、学校向け教育ソフトの開発」などを通じたソーシャル・ビジネ

スを実践しています。

北九州市若松区高須西１-14-13

TEL：093-741-5189 FAX：093-741-5089

● 九州NSソリューションズ株式会社

ソフトウェア開発サービス /基盤構築サービス /ORACLE関連サービス /アウトソーシングサー

ビス

福岡市博多区博多駅前 2-3-7

TEL：092-471-2022 FAX：092-477-2817

● 株式会社C&Gシステムズ

金型用 CAD・CAMシステムの開発 / 金型生産管理システムの開発 / 画像・計測及び制御系ソ

フトウェア開発

北九州市八幡西区引野 1-5-15

TEL：093-642-4541 FAX：093-641-3615

● 株式会社ジー・イー・エヌ

設計開発請負事業（受託開発・自社開発）/ 各種制御系 / 通信ネットワーク管理・デバイス系 /

その他アプリケーション系設計開発 / コンサルティング（請負・支援・出向）/ ソフトウェア・

電子電気・機械設計開発

北九州市八幡西区黒崎 3-1-7 アースコート黒崎駅前 BLDG.7F

TEL：093-644-9352 FAX：093-644-9353

● 株式会社シスコム

システム開発事業（IT ソリューション・システムコンサル・導入支援など）/ コンテナターミナ

ルオペレーションシステム /80GHz 無線ファイバー事業 /LSFG次世代バイオメトリクス認証パ

テント事業

北九州市門司区太刀浦海岸 19番 太刀浦コンテナターミナル管理棟 4F

TEL：093-332-8620 FAX：093-332-8623

● システムエース株式会社

鉄鋼業向けメインフレームシステム・オープンシステム・ネットワークシステム開発 / 一般企業

向け企業活動を促進する業務パッケージソフトの販売 /NEC 製品およびコンピュータ関連機

器・ネットワーク機器・ソフトウェアの販売 /お客様の製品・サービスに対する AIの導入支援 /

システムエンジニアおよびプログラマの企業への開発支援

北九州市戸畑区小芝 3-8-22 井上産商ビル

TEL：093-884-1990 FAX：093-881-5191

● 株式会社システムサイエンス

WEB系・UNIX系・PC系ソフトウェア開発 /各種パッケージソフトウェア開発 /エンジニア派遣 /

その他システム受託作成 /システム機器販売

北九州市小倉南区富士見 2-15-10

TEL：093-951-6697 FAX：093-951-6742

● 株式会社ソルネット

ソフトウェア開発事業 / インターネット・ビジネス・サポート事業 / 地図・地理・図面管理シス

テム事業 /製造システム事業 /サポートサービス事業 /システム関連機器 &ソフト販売事業 /ネッ

トワーク事業

北九州市八幡東区中央 2-8-13

TEL：093-671-7827 FAX：093-681-4377

● データキューブ株式会社

医療関連 / 建築関連 /運輸・倉庫関連

北九州市八幡東区東田 1-5-7 九州ヒューマンメディア創造センター 3F

TEL：093-663-2931 FAX：093-663-2933

● 株式会社ドーワテクノス

省エネ環境対策・自動化・省コスト・生産の効率化・安全対策等の計画・設計から施工・保全

までをトータルに提供する総合商社

北九州市八幡西区黒崎城石 3-5

TEL：093-642-4131 FAX：093-642-4112

● 西日本コンピュータ株式会社

オーダーソフトウェア開発 / オリジナルソフトウェア開発 /IT 及びテクニカルコンサルティング /

システム機器販売

北九州市小倉北区京町 3-13-17

TEL：093-551-1112 FAX：093-551-5512

● 日本ソフト技研株式会社

大手企業オーダーメイドソフト（要件定義へ運用支援）の提供 / 地場企業の基幹系システムの

企画・提案・要件分析 /設計 /各種アプリケーション開発・システムの稼動診断 /運用フォロー /

コンピュータ関連機器販売

北九州市戸畑区飛幡町 2番 2号 飛幡ビル 6F

TEL：093-881-0603 FAX：093-881-0703

● 株式会社日本統計センター

エリアマーケティングシステム等のソフトウエアの開発・販売 / 地域データ等のデータベース構

築・販売 /社会調査・マーケティングリサーチの受託

北九州市小倉北区堺町 1-2-16 十八銀行・第一生命共同ビル 5F

TEL：093-521-3726 FAX：093-511-4634

● 株式会社ビー・エス・エス

ソフトウェア開発事業 /教育事業 /人材派遣事業

北九州市小倉北区香春口 2-10-8足立興産ビル 201号

TEL：093-932-9333 FAX：093-932-9334

● ミシマOAシステム株式会社

サーバ保守・構築・運用管理 / WEBシステム・ネットワーク構築 /企業システム構築・リプレース / 

OA機器・複合機・スチールなど販売

北九州市八幡東区枝光 2-1-15

TEL：093-681-3681 FAX：093-681-3661

● 株式会社安川情報九州

生産・販売・財務管理等のビジネス系システムの構築及び維持管理 / ネットワークシステムの

設計・構築・保守 /ハードウェアの設置・定期点検・保守 / OA機器処分（買取）・データリカバリー・

データ消去サービス

北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIMビル 6F

TEL：093-551-1051 FAX：093-551-1322

● 株式会社吉川システック

システムインテグレーション /ネットワークソリューション /非接触型 RF-iDカードソリューショ

ン /WEBソリューション

北九州市八幡東区尾倉 2-1-2

TEL：093-661-3211 FAX：093-681-3139

● 株式会社ランテックソフトウェア

長年培ってきた不動産鑑定のノウハウをもとに、全国 1 のシェアを誇っています。昨今では、

WEB 関連事業を始め、年々売り上げを成長させています。IT のことなら、すべてをこなすス

キルを有していると自負しています。

北九州市小倉南区蜷田若園 3-13-47 ＬＡビル

TEL：093-932-2350 FAX：093-932-2352

● 株式会社リードコム

OSS（SugarCRM・Compiere 等）を地場企業へ 展開出来るように、テンプレートを作成す

る等ローコスト開発への取り組みを行っています。

開発システム（生産管理システム・販売管理システム・通信制御システム）

北九州市八幡西区藤田 2-1-1-205

TEL：093-632-6625 FAX：093-632-6626

● リンクソフトウエア株式会社

システム及びソフトウエアの企画・開発・販売・保守・導入 /ホームページの企画・立案・制作・保守 /

一般労働者派遣事業・特定労働者派遣 /デザイン・制作・印刷 /セミナー /コンサルタント業務

北九州市小倉北区吉野町 10-30-201

TEL：093-230-1353 FAX：050-3488-2511

● 株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ

カーナビ向け地図データ編集 /地図データの作成・評価・検証システム開発

北九州市戸畑区中原新町 2-1北九州テクノセンター内

TEL：093-873-1641 FAX：093-873-1635

賛助会員

● 株式会社アンカーネットワークサービス

資産除却（売却）に伴う中古情報機器（パソコン・サーバー・ネットワーク機器等）/中古事務機器・

事務用品の買取及び販売 / データ消去 / ソフト販売 / 環境関連製品の販売 / リユース品を使用

したネットワーク構築 /産業廃棄物処理

北九州市八幡西区陣原 1丁目 1-62

TEL：093-644-6707 FAX：093-644-6708

● 株式会社インフォグラム 北九州支社

システム開発 /システムコンサルティング /システム設計及びソフトウェアの開発 /パソコン教育

サービス /パソコンセミナーの企画・実施 /パソコンの出張指導 / インターネットサービス / イ

ンターネットビジネスコンサルティング /ホームページの企画・制作

北九州市若松区ひびきの 2-1北九州学術研究都市産学連携センター 3F

TEL：093-695-7071 FAX：093-695-7072

● SCSK 九州株式会社

組込システム開発事業 /ビジネスシステム開発事業 /システム運用事業 /コンサルティング事業

福岡市博多区博多駅前 3丁目 30番 23号 博多管絃ビル

TEL：092-686-7373 FAX：092-412-7760

● 株式会社コア九州カンパニー 北九州技術センター

エンべデッドソフトウェア / システムウェア開発 / 幅広い業種、業務への情報システム構築、SI

サービス /自社製品開発・販売

北九州市小倉北区鍛冶町 1-10-10 大同生命北九州ビル

TEL：093-541-0211 FAX：093-541-3403

● コベルコソフトサービス株式会社

高度情報化時代を推進する ITサービス企業、IT技術のプロフェッショナル集団、および良きパー

トナーとして、お客様のビジネスの成功を支援します。 （Partner for Success）

下関市長府港町 14番１号 ㈱神戸製鋼所 長府事業所内

TEL：083-246-6409 FAX：083-245-7072

● 新日鉄住金ソリューションズ株式会社

システムに関するコンサルティング / ソリューションの提案及び総合 IT エンジニアリング / コン

ピュータシステムの管理及び運営 /ソフトウェアの開発並びに販売

北九州市八幡東区東田 1-5-7 九州ヒューマンメディア創造センター 7 F

TEL：093-663-2930 FAX：093-663-2870

● ダイワボウ情報システム株式会社 北九州支店

IT関連商品のディストリビューション /国内流通している IT関連製品全般の販売

北九州市小倉北区鍛治町 1-10-10 大同生命北九州 6Ｆ

TEL：093-512-6760 FAX：093-512-6765

● TIS 西日本株式会社

アプリケーション開発事業 /アウトソーシング事業 /ソリューション事業（ブリッジゲード・他）

福岡市博多区博多駅東 2-5-1 アーバンネット博多ビル 3F

TEL：092-452-8400 FAX：092-452-8401

● 西日本電信電話株式会社 北九州支店

一般加入電話 /INSサービス /フレッツ光 /情報通信機器端末販売

北九州市小倉北区古船場町 5-12

TEL：093-513-9836 FAX：093-513-9854

● 日本電気株式会社 北九州支店

官公庁・民需向けシステムインテグレーション・サービス / ブロードバンド & モバイルのネット

ワークインテグレーション /サーバ・PC・N/W機器の提供

北九州市小倉北区堺町 1-3-15 日本生命小倉堺町ビル

TEL：093-541-2887 FAX：093-511-4410

● ビープラッツ株式会社 九州開発センタ

サブスクリプション（継続課金）と階層化（再販・チャネル）を組み合わせた事業モデルを管

理するためのパッケージシステムの開発

上記モデルの新規立ち上げコンサルティング

北九州市小倉北区浅野 3-8-1 北九州テレワークセンター

TEL：093-512-3888

● 三菱ケミカルシステム株式会社

ERP構築のコンサルティング・導入 /運用

運用設計からファシリティ提供まで IT運用をトータルサポート

情報セキュリティシステムとコンプライアンスの構築

研究開発に欠かせない科学技術関連システムのご提供

北九州市八幡西区黒崎城石 1番 1号三菱ケミカル（株） 黒崎事業所内

TEL：093-643-2600 FAX：093-643-2023

学校・官公庁

● 北九州工業高等専門学校

地域企業をはじめとする産業界との共同研究及び受託研究

地域企業からの技術相談

技術者のリフレッシュ教育の推進

各種セミナー・研修会の開催

北九州市小倉南区志井 5-20-1

TEL：093-964-7216 FAX：093-964-7214

● 北九州市立大学

北九州市小倉南区北方 4-2-1

TEL：093-964-4040 FAX：093-964-4038

● 九州共立大学

北九州市八幡西区自由ｹ丘 1-8

TEL：093-693-3250 FAX：093-693-1553

● 九州工業大学

北九州市戸畑区仙水町 1-1

TEL：093-884-3485 FAX：093-881-6207

● 九州職業能力開発大学校

学卒者訓練（専門課程２年・応用課程２年の両課程で４年間）

在職者訓練（能力開発セミナー・企業人スクールの企画・実施）

中小企業等への技術支援（共同研究・キャリア形成支援など）

九州創業サポートスポット（創業・新分野進出に関する支援）

北九州市小倉南区志井 1665-1

TEL：093-963-8380 FAX：093-963-8379

● KCS北九州情報専門学校

情報大学と全国に 10校の専門学校を持つ情報教育のパイオニア

 4年間で大学と専門学校を同時卒業できる「大学併修科」を設置

医療情報技師（医療分野のＳＥ）を養成する医療情報コースを新設

抜群の資格取得実績と就職実績を誇る KCS

北九州市小倉北区浅野 2-4-1

TEL：093-531-9131 FAX：093-541-6224

● ぜんりょう学園

北九州市小倉南区蜷田若園 1-2-24

TEL：093-962-6673 FAX：093-961-6634

● 北九州商工会議所

北九州市小倉北区紺屋町 13-1

TEL：093-541-0188 FAX：093-531-1759

● 九州経済産業局（情報政策課）

福岡市博多区博多駅東 2-11-1

TEL：092-482-5440 FAX：092-482-5538

● 福岡県（中小企業振興課）

福岡市博多区東公園 7-7

TEL：092-643-3425 FAX：092-643-3427

● 北九州市（新産業振興課）

北九州市小倉北区城内 1-1

TEL：093-582-2905 FAX：093-582-1202

団体会員

● 北九州国際 ITビジネス推進会

個別企業では困難な国際間の共同開発 / 商談会・展示会及び先進地視察等国際化事業の企画

と実施 /国際ビジネスに関する有識者との意見交換等

事務局 北九州市小倉北区浅野 3-8-1 AIMビル 8F

北九州市産業経済局国際ビジネス政策課内

TEL：093-551-3605 FAX：093-551-3615

● 北九州情報サービス産業振興協会

 事務局：公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター内 

 〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田 1-5-7

 TEL : 093-663-2950 FAX : 093-663-2955


