
平成 27年度第 1回プライバシーマーク審査会 結果報告 

 

  平成 27年 4月 16日、JISAにおいて、平成 27年度第 1回プライバシーマーク

審査会（会長：藤原靜雄、中央大学法科大学院教授）が開催された。同審査会では、

日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム－要求事項－（JIS Q 15001: 2006）」

及び「情報サービス産業 個人情報保護ガイドライン」第 4版に基づき、更新 37社、

内更新合併 1社について審議され、以下の事業者がプライバシーマーク付与適格性審

査に合格した。                                (薦田) 

 

記 

1．更新（計 37事業者） 

11820031(09) 情報技術開発株式会社 

代表取締役社長 三好 一郎 

東京都新宿区西新宿六丁目 8番 1号 

 

11820032(09) 株式会社シーイーシー 

代表取締役社長 田原 富士夫 

神奈川県座間市東原五丁目 1番 11号 

 

11820033(09) 株式会社ＳＲＡ 

代表取締役社長 鹿島 亨 

東京都豊島区南池袋二丁目 32番 8号 

 

11820034(09) 株式会社ＨＤＣ 

代表取締役 中村 信義 

北海道札幌市中央区南一条西十丁目 2番地南１条道銀ビル 

 

11820035(09) 三菱総研ＤＣＳ株式会社 

代表取締役社長 圓實 稔 

東京都品川区東品川四丁目 12番 2号 

 

11820036(09) 株式会社中電シーティーアイ 

代表取締役社長 田中 孝明 

愛知県名古屋市中区正木一丁目 4番 6号 

 

11820037(09) 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

取締役社長 熊谷 銳 

広島県広島市中区大手町二丁目 11番 10号 

 

 



11820039(09) エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

代表取締役社長 海野 忍 

東京都港区港南一丁目 9番 1号 

 

11820086(08) 株式会社リョービシステムサービス 

代表取締役社長 松田 久 

岡山県岡山市南区豊成二丁目 7番 16号 

 

11820087(08) ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

代表取締役社長 小林 研一 

東京都大田区蒲田五丁目 37番 1号 

 

11820092(08) 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 

代表取締役社長 勝丸 泰志 

東京都板橋区坂下一丁目 19番 1号 

 

11820093(08) 日本システムウエア株式会社 

代表取締役執行役員社長 多田 尚二 

東京都渋谷区桜丘町 31番 11号 

 

11820184(07) キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 

代表取締役社長 神森 晶久 

東京都品川区東品川二丁目 4番 11号 

 

11820185(07) 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウエア株式会社 

取締役社長 任田 信行 

神奈川県横浜市西区高島一丁目 1番 2号横浜三井ビルディング 

 

11820187(07) 株式会社数理計画 

代表取締役 相川 光明 

東京都千代田区猿楽町二丁目 5番 4号 

 

11820191(07) パシフィックシステム株式会社 

代表取締役社長 久保 永史 

埼玉県さいたま市桜区田島八丁目 4番 19号 

 

11820304(06) ＮＥＣソフト沖縄株式会社 

代表取締役社長 浅川 大和 

沖縄県那覇市久茂地二丁目 2番 2号 

 

 



11820308(06) 株式会社日本コンピュータコンサルタント 

取締役社長 冨田 松平 

神奈川県横浜市神奈川区栄町 5番地 1 

 

11820314(06) ＴＩＳ北海道株式会社 

代表取締役 丹内 清 

北海道札幌市中央区南一条東一丁目 3番地 

 

11820318(06) ＩＴサービスフォース株式会社 

代表取締役社長 浦 直樹 

東京都中央区築地五丁目 6番 10号 

 

11820326(06) コンピューターマネージメント株式会社 

代表取締役社長 竹中 勝昭 

大阪府大阪市港区弁天一丁目 2番 1号 

 

11820328(06) ドコモ・データコム株式会社 

代表取締役社長 二木 治成 

東京都新宿区富久町 10番 5号 

 

11820333(06) ジャパンネットワークシステム株式会社 

代表取締役社長 野澤 由積 

東京都台東区東上野二丁目 24番 1号トータテ上野ビル 

 

11820528(05) エヌケー・テック株式会社 

代表取締役 内藤 清吾 

福島県郡山市鶴見坦一丁目 14番 5号 

 

11820544(05) 株式会社タカインフォテクノ 

代表取締役社長 松本 信一 

埼玉県川越市脇田本町 1番地 3 

 

11820547(05) 日本アドバンス・テクノロジー株式会社 

代表取締役社長 菅 隆志 

東京都港区浜松町二丁目 4番 1号 

 

11820549(05) 大京システム開発株式会社 

代表取締役社長 宇山 英幸 

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目 9番 1号 

 

 



11820551(05) デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 

代表取締役社長 市川 憲和 

東京都中央区八丁堀四丁目 5番 4号 

 

11820558(05) 株式会社マックス 

代表取締役社長 山口 晃德 

大阪府大阪市西区新町一丁目 13番 3号 

 

11820612(04) 株式会社ＮＩＤ東北 

代表取締役 石井 廣 

宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目 12番 55号 ＮＡＶｉＳ3階 

 

11820627(04) 株式会社ベリサーブ 

代表取締役社長 新堀 義之 

東京都新宿区西新宿六丁目 24番 1号 

 

11820628(08) 株式会社ヴィンクス 

代表取締役 社長執行役員 吉田 實 

大阪府大阪市北区堂島浜二丁目 2番 8号 

 

11820665(03) 株式会社横浜電算 

代表取締役社長 金子 秀光 

神奈川県横浜市西区楠町 4番地 7 

 

11820680(02) 株式会社岩井システムクリエイティブ 

代表取締役社長 矢部 隆 

東京都中央区入船三丁目 7番 1号 

 

11820681(02) 日本テクニカルシステム株式会社 

代表取締役社長 桐原 敏郎 

東京都中央区京橋二丁目 18番 2号 

 

11820682(02) 株式会社両毛インターネットデータセンター 

代表取締役社長 瀧澤 洋一 

群馬県桐生市広沢町三丁目 4025番地 

 

19000033(08) 福島印刷株式会社 

代表取締役社長 下畠 学 

石川県金沢市佐奇森町ル 6番地 

 

 



3．合併（計 1事業者）  

11820034(09) 株式会社ＨＤＣ 

代表取締役 中村 信義 

北海道札幌市中央区南一条西十丁目 2番地南１条道銀ビル 

※(株)エスディイー26000109(01)を吸収合併。 

 

以上 


