姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿（令和２年12月15日更新）
市内店舗の名称
（屋 号）

市内店舗の所在地

連絡先
（電話番号）

この補助事業で提供できるサービス

株式会社

ＩＣＳ

姫路市飾磨区野田町２２
079-243-2201
番地

財務税務に関わるソフト、及びそれらを
使用するためのハード

株式会社

アイソッキ

姫路市北平野3丁目４－２
079-285-0900
６

パソコン、タブレットの販売

株式会社
ナ

アイティカル 姫路市北条口１丁目９番
079-455-7424
地 久宝寺ビル２F

既存システムの機能追加や新規システム
のソフトウェア開発と運用

アイディックシステム
株式会社

姫路市手柄２丁目１１６
079-231-2121
番地

業務改善のためのソフトウェア開発・販
売、パソコン等の機器販売

株式会社

姫路市佃町６８番地

パソコン・タブレットの販売・テレワー
クシステム導入の支援

アイデック

アイデックスデザイン
株式会社

079-281-2600

姫路市東延末４１９ ヤ
079-241-2268
マサオフィスビル３F

ECサイトの構築

アカシソフトウェアプラ 姫路市飾磨区今在家６丁
090-8659-9463
ンニング
目５１－３

PC、タブレット等販売
発支援等

アクメディア・プランニ 姫路市市川橋通２－４９
079-225-5888
ング
－７

ECサイト・LAN構築、業務の自動化、シ
ステム開発・PC販売

株式会社

ノートパソコンの販売生産性向上に資す
る情報システムの導入支援

旭測器

あさひ屋

姫路市飾西５１９－１

079-266-1777

業務システム開

姫路市網干区坂上３８０
079-273-1936
－１３

AI顔認証付サーマルカメラの販売
コン、タブレットの販売

パソ

株式会社

アシスト

姫路市飾磨区上野田２丁
079-228-5970
目１番地 田中ビル２階

パソコン、タブレットの販売
支援

株式会社

アドヨーク

姫路市飾磨区構５－１０
079-235-3610
７－２

電子商取引（EC）の導入
築など

アトラス情報サービス
株式会社

姫路市西駅前町４３番地 079-256-5021

介護事業所向け介護記録システム販売

アブニール

姫路市飯田３－２４９

業務システム導入、パソコン販売及び
ネットワーク構築

079-234-5299

IT導入の

初期登録・構
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アプライド

姫路店

姫路市安田３－１２２

079-287-0065

パソコン、タブレットの販売

株式会社 イーキュース 姫路市広畑区西蒲田１６
079-280-5333
リーデザインユニット ９７

ECサイト導入、キャッシュレス決済の導
入 人員・在庫管理等の

姫路市佃町３７
２F

電子商取引（EC）・キャッシュレス決済
のシステム構築及び導入

有限会社

市場印刷

O-BLDⅡ

079-226-0155

株式会社 イトデンエン
姫路市西庄甲１５５－１ 079-292-4164
ジニアリング

パソコン・カメラの販売 遠隔業務支
援・生産性向上システム導入

株式会社
路支店

イナハラ

パソコン、テレワーク、生産性向上に関
わるデジタル機器の販売

株式会社
カ

イノウエデン 姫路市飾磨区中浜町二丁
079-236-1418
目５０番地

パソコン・タブレット販売

株式会社
ン・アイ

イノベーショ 姫路市大黒壱丁町３１番
079-280-4404
地 大黒ビル２F

パソコン、タブレットの販売
向上に資する情報システム

姫

姫路市神屋町６－１０

インタセクト・コミュニ
姫路市東延末３－１２
ケーションズ 株式会社
姫路白鷺ビル４Ｆ
姫路支社
インフォミーム
社
株式会社
リックス

079-282-1780

業務効率

079-225-8886

EC通販業者向けの営業及び販売システム
構築による支援業務

株式会 姫路市西今宿３丁目６番
079-295-2700
３号

テレワーク・ウェブ会議などに関する機
器導入やシステム開発

ウェブマト

うちの猫

姫路市広畑区本町５丁目
079-230-2260
６０８－２

パソコン・タブレットの販売テレワーク
システム導入支援、非接触

姫路市西中島４９－１

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入支援

079-222-7777

株式会社
業所

A-ZiP 姫路営 姫路市飾磨区構４丁目３
079-233-3022
３番地

有限会社

エービーユー

テレワー

（テレワーク対応）システム開発と販売
関連機器の販売

姫路市飾磨区阿成植木６
079-231-1023
９３

人員管理システム在庫管理システム
タッチパネル注文システム

姫路市広畑区高浜町１－
079-239-5533
６７

タブレットの販売

ａｕショップ

広畑

ａｕショップ

姫路砥堀 姫路市砥堀９－２

079-265-5252

ａｕタブレット販売サービス
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株式会社

エス・アイ

姫路市石倉２６番地の３ 079-269-0251

働き方改革のためのシステム構築、ECサ
イト構築

株式会社

エスアール

姫路市北条口２－１８

テレワークシステム導入の支援

079-284-2255

姫路市西駅前町７３番地
株式会社 エスティー・
姫路ターミナルスクエア 079-283-7155
クリエイティブ
３階
姫路市北条梅原町２２９
079-283-0040
番地

株式会社

ＳＴＯＣ

株式会社
フィス

ＳＢＣ姫路オ 姫路市三左衛門堀西の町
079-225-8687
６５番地

事務用機器（パソコン・タブレット販
売）テレワークシステム導入
パソコン販売 テレワーク、WEB会議シ
ステム導入支援

079-288-6911

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

姫路店

姫路市飾磨区今在家１４
079-231-5850
１６－１

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

姫路花田店

姫路市飾東町庄字宮ノ前
079-251-7770
２７３

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

パソコン・タブレットの販売
クシステムの導入支援等

テレワー

エディオン

姫路駅前店 姫路市駅前町６０

エディオン

エディオン

株式会社
関西支社

パソコン・タブレットの販売各種システ
ムプログラムの開発・運用

ＮＴＴドコモ
姫路市豊沢町８９
姫路支店

079-285-1101

ＮＥＣフィールディング
姫路市東延末１丁目１番
079-289-2684
株式会社 神戸支店 姫
地
路営業所

テレワーク、WEB会議、遠隔支援、非接
触型決済システムの構築

Ｎプランニング
社

パソコンタブレットの販売、テレワーク
システム導入の支援

株式会 姫路市飾磨区阿成鹿古３
079-263-8075
２９

株式会社 エムシーシス 姫路市安田１－５
テム 姫路営業所
ヨン第一ビル３F
株式会社
ク

079-223-5006

PC・タブレット販売、セットアップ、
ネットワーク構築

姫路市北条口３丁目８８ 079-226-7000

機器導入からECサイト制作遠隔管理まで
総合管理ソフト導入支援

株式会社 エムワイパー 姫路市北条宮の町４１１
079-285-3326
ソナルセンター
番地

会計・給与システムの導入支援（弥生会
計・勘定奉行） パソコン

株式会社

エムス・テッ

クレ

オーヴ

姫路市飾磨区中島３４５
079-233-8155
３

生産性向上のための設備導入、改修
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株式会社
路営業所

大塚商会

姫

大西事務
路店

株式会社

姫

株式会社
トライン

オフィスドッ 姫路市飾磨区三宅１丁目
079-262-6520
４１番地

加藤電気

株式会社

カメウチ電装
姫路営業所

苅野

株式会社

株式会社

姫路市豊沢町１４０番地 079-286-5521

さまざまなIT機器及びITソリューション
全般のご提供

姫路市西延末１２２－１ 079-262-9801

パソコン・タブレット等の販売
ワークシステム導入の支援

テレ

電子商取引（EC)、生産性向上に資する
情報システムの導入支援

姫路市飾磨区妻鹿東海町
079-246-0341
１－１１

パソコンの販売・設置・設定、宅内の軽
微なLAN工事

姫路市中地４１－３

タブレット、通信機器、ドラレコ、デジ
タコシステム導入支援

079-298-7100

姫路市北条永良町３００
079-281-2255
番地

PCタブレット販売
ECサイト構築

システム導入支援

株式会社

関西電子計測

姫路市白浜町甲７８９－
079-246-0815
１

業務用ソフト開発、パソコン、ネット
ワーク機器構築販売

株式会社

キーワード

姫路市田寺東二丁目２９
079-297-6584
番１７号

パソコン、タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

キヤノンシステムアンド 姫路市南畝町２－１ 損
サポート 株式会社 兵 保ジャパン日本興亜姫路 079-223-2800
庫営業部 姫路営業所 ビル５階

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

株式会社
ト

パソコン等の販売、テレワーク・EC・電
子決済導入の支援

キャルスネッ 姫路市夢前町護持１３６
079-335-3455
４－５１２

キンキテレコム
社

株式会 姫路市北今宿１丁目９番
079-295-1211
１３号

姫路市北条１丁目４８－
グラッチェエンターテー
１１ ＯＭＯＲＩビル４ 090-3993-0842
メント スタジオ４０２
０２
株式会社

クレアチオ

グローリー
姫路営業所

（株）

株式会社

クロサキ

テレワークシステム及び生産性向上に係
るシステムの導入支援
テレワーク、Web会議、遠隔業務導入、
システム、運営支援

姫路市飾磨区構４丁目１
079-233-9080
４０番地

ECサイト・タッチパネル注文・人員や在
庫管理等システム制作

姫路市下手野１丁目６番
079-297-8796
１５号

キャッシュレス対応券売機・非対面式セ
ルフレジ釣銭機・システム

姫路市平野町５７番地

パソコン・タブレットの販売、テレワー
クシステム導入の支援

079-225-2351
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ＫＤＤＩまとめてオフィ
ス関西 株式会社 関西
姫路市西駅前町７３番地 079-289-0077
営業本部 ソリューショ
ン姫路支店
姫路市南畝町２丁目３４
株式会社 ケイブル
番 三共ヒルズ２F ２０ 079-260-6877
１号

パソコン、タブレット、テレワークシス
テム導入支援
生産管理に係る情報システム、CAD・CAM
等のシステムの販売

株式会社 建築資料研究 姫路市本町６８番２９０
079-281-5001
社 姫路支店
イーグレひめじ２F

建設業向けソフト販売。テレワーク環境
構築も含めご支援

光栄自動車整備
社

キャッシュレス決済機の販売、取付、導
入の支援

株式会 姫路市車崎１丁目８番３
079-292-7551
３号
姫路市網干区垣内本町５
079-274-0155
５６番地の１

合田電器

合同印刷機材
姫路営業所

株式会社 姫路市安田１－６２－１
079-223-5266
０３

コクヨ山陽四国販売
式会社 近畿支店

株

コワーキングスペース
ＳＨＡＲＥＳ

姫路市町田１５１－１

079-266-5580

姫路市二階町１８ ANGERO
090-4644-8219
二階町２F・３F

姫路 姫路市白浜町宇佐崎南２
0570-01-0267
－８２

カメラ機能付きパソコン（ノート型含
む）、タブレット等
働き方改革や生産性向上への機器・ソフ
トウェアのシステム構築
パソコン、周辺機器、勤怠管理等
システム導入の支援

各種

電子商取引（EC）の導入テレワーク導入
支援・サポート

佐川急便
営業所

（株）

荷札発行システム在庫管理システム
（RFID等)ECサイト関連

株式会社
シーエス

さくらケー
姫路支社

姫路市東延末２－１５
４ー２ さくらケーシー 079-288-0200
エス姫路ビル２F

PCやサーバーなどの機器販売、およびシ
ステムの販売・導入支援

株式会社

SOME LINE

姫路市豊沢町２４番地２F 079-282-7871

ECサイト制作遠隔業務支援システム導入
予約管理システム導入

株式会社

サンソフト

姫路市西庄クボリ甲１２
079-298-6661
８

パソコン・タブレットの販売・テレワー
クシステム導入の支援

サントクコンピュータ
サービス 株式会社

姫路市飾磨区中島１５４
079-234-3536
７－１

パソコン、タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

Ｃ ｓｍａｒｔピオレ姫 姫路市駅前町１８８－１
079-223-2610
路店
ピオレ姫路本館２階

パソコン、タブレット（Ｍａｃ、ｉｐａ
ｄ）販売 設定サポート等

姫路市飾磨区恵美酒２５
079-233-1231
０－５

PC等の販売、セキュリティ強化によるテ
レワーク導入支援

シオタニ

株式会社

姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿（令和２年12月15日更新）

株式会社

飾磨電装

姫路市飾磨区構字西飯田
079-235-8081
新田１１４９－４

デジタコ・ドラレコによる車両の動態管
理システム導入の支援

株式会社

シスコム

姫路市神屋町４丁目９５
079-281-8688
番地

パソコンの販売、システム構築
ワークシステム導入の支援

有限会社

システム関西

姫路市飾東町庄１４１－
079-252-3355
４

OA・通信機器・ネットワークシステムの
施工・販売及び光工事

株式会社 システムリ
サーチ 姫路支社

姫路市北条梅原町２７１
079-222-5676
新ヤスナビル４F

IT機器・クラウドサービス・各種システ
ムの販売・開発・導入

上新電機
柄店

姫路市延末２０５－１

079-225-6711

パソコン・タブレットの販売

姫路市大津区大津町２－
上新電機 株式会社 姫
５イオンモール姫路大津 079-238-5911
路大津イオンモール店
１F

パソコン・タブレットの販売

上新電機
路東店

株式会社

パソコン・タブレットの販売

株式会社

城山

姫路市飾東町豊国２８９
079-253-7110
－１

テレワーク・ネットワークコンサル・ク
ラウド型運行管理システム

株式会社

進行堂

姫路市西夢前台１－７８
079-267-1250
－３

パソコン・タブレットの販売
クシステムの導入の支援

株式会社

スイム

姫路市東延末３－５０
079-240-7630
姫路駅南マークビル１Ｆ

ＥＣサイト構築

株式会社

手

姫

姫路市楠町１４０－１

079-287-2911

テレ

テレワー

ＷＥＢシステム開発

株式会社 セキュリティ 姫路市市川橋通２－４９
079-224-6548
ハウス神姫
－２

ＡＩシステム電気錠、ＡＩカメラ販売入
退出管理システム設計販売

姫路市田寺東１丁目６番
079-298-6814
２６号

サーモグラフィデジタルレントゲン口腔
内スキャナーCADCAM

姫路市元塩町１１９番地 079-289-3881

パソコン・タブレット・テレワークシス
テム及び基幹業務システム

セントラルマイクロメー
姫路市元塩町１１９番地 079-289-1760
ション 株式会社

テレワーク機器及びネットワークシステ
ム導入支援指導 パソコン

綜合警備保障
姫路支社

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

有限会社

ＺＥＮ

株式会社
クセス

セントラルサ

株式会社 姫路市東延末２４５－６
079-226-0061
ALSOK姫路ビル

テレワー
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総合自動車

株式会社

株式会社

姫路市西延末７８

079-262-9018

姫路市北条梅原町９番地
079-285-0576
２

ソーゴー

ソフトウェア企画
会社

有限 姫路市大津区天満２７７
079-238-2468
－３

パソコン、タブレットの販売
クシステムの導入支援

テレワー

パソコンタブレットの販売テレワークシ
ステムなど生産性向上支援

第一電子
路営業所

株式会社

株式会社

ダイマツ

姫路市城見町２２－１

079-281-6360

テレワークやウェブ会議の導入に伴うマ
イク付きヘッドホンの販売

株式会社

たぢま屋

姫路市山吹１丁目２番４
079-269-8400
１号

パソコン、タブレット関連、テレワーク
機器の導入

姫路市飾磨区英賀甲１９
079-234-9200
４４の２

パソコン、タブレット等の販売
ワークシステム導入の支援

タツミ産業

姫 姫路市南畝町１－３サン
0120-743-506
ケンビル７階

デジタコ・ドラレコによる、車両の動態
管理システム導入の支援

株式会社

タムラシステム
社

株式会 姫路市飾磨区今在家３丁
079-243-1610
目２７８番地

株式会社 チャイルド社 姫路市飾磨区城南町２丁
079-239-6130
姫路営業所
目２３番地

株式会社

翼通信工業所

ツボサカ機鋼

株式会社

栄養計算ソフトの販売

パソコンの販売及び自動倉庫のピッキン
グシステムの販売

姫路市亀井町１０８番地 079-281-2222

入出庫在庫管理システムと画像判別セン
サ導入

ティ・オー・ 姫路市北条梅原町２２９
079-283-0040
番地

ｄｉｎｎｏ

真心をこめて取組んでおります。販売管
理・webシステムの構築

姫路市北今宿一丁目６番
079-297-1071
２６号

株式会社
シー

株式会社

テレ

テレワーク及びウェブ会議システム導入
に必要な機器の販売・支援

株式会社

株式会社

テレワー

姫路市市之郷町２丁目４
079-224-8233
２番地の２

坪田産業

ＤＸアンテナ
姫路営業所

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入支援

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

姫路市東延末３８７－１ 079-283-5920

WEB会議用のカメラ、ヘッドセットの販
売 Wi-Fi導入支援

姫路市飾磨区中浜町１－
079-236-9330
８７

カメラシステム（品質管理、人数カウン
ト、体温計測）
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株式会社 テラオカ関西
姫路市飾磨区清水３－４
079-233-1880
姫路サービスステーショ
０
ン

POSレジ、パソコンの販売
製造管理システムの支援

株式会社

パソコン・タブレット販売及び設置

テレネット

てるてる電気 姫路市西庄甲２５－３

079-295-8077

姫路市豊富町御蔭５８５
079-280-6853
－８９

株式会社

東京コンピュータサービ 姫路市南畝町２－３１
ス 株式会社 姫路支店 浜屋ハートビル５Ｆ

079-284-3531

流通小売、

パソコン販売 テレワーク・ＲＰＡ・勤
怠管理システム導入支援

パソコン、タブレットの販売

東芝テック 株式会社
（東芝テックソリュー 姫路市安田一丁目６８－
080-3473-2464
ションサービス姫路SS駐 １ ＪＫ姫路南ビル
在）

非対面POSをはじめとする決済システム
の導入支援など

東洋テック姫路
社

079-224-6063

AI顔認証付サーマルカメラ販売、AIシス
テム電気錠

0120-502-533

パソコン・タブレットの販売・テレワー
クシステム導入の支援

ドコモショップ
井店

姫路辻 姫路市辻井５丁目８番８
0120-306-158
号

タブレットの販売（ドコモ契約のみ）テ
レワークシステム導入支援

ドコモショップ
店

姫路西 姫路市車崎３丁目２番２
0120-306-135
号

タブレットの販売（ドコモ契約のみ）テ
レワークシステム導入支援

トスバックシ 姫路市東延末３丁目３７
079-226-3133
姫路営業所 番地 中川ビル２F

パソコン等デジタル機器や生産性向上に
資するソフトウェアの販売

西日本電信電話 株式会 姫路市総社本町１１０番
079-225-2877
社 姫路営業支店
地

テレワーク等の導入に必要な各種通信機
器の販売、サービス提供

株式会社
支店

ニチワ

パソコンやタブレット端末の販売、Web
会議システムの導入など

株式会社
路支店

日興商会

姫 姫路市飾磨区今在家４丁
079-235-5888
目３－１

パソコン・タブレット販売テレワーク他
各種管理システム導入支援

株式会社
サービス

日東ビジネス 姫路市南畝町２丁目１番
079-222-2051
地

パソコン・タブレットの販売・システム
開発導入の支援

日豊電機

株式会社

姫路市別所町別所１８２
079-280-6644
３番地

コロナ対策（体温検知用）サーモカメラ
システムの設置販売

株式会

姫路市西二階町１番地

ドコモショップ姫路市役
姫路市佃町６８番地
所前店

株式会社
ステムズ

姫路

姫路市本町１２７

079-281-1551
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株式会社 日本ビジネス
姫路市豊沢町１３５
データープロセシングセ
路大同生命ビル５Ｆ
ンター
株式会社
ジ

姫

079-223-5432

ノードブリッ 姫路市城見台４丁目３番
079-285-0675
地７

業務用ソフト開発、パソコン、ネット
ワーク機器構築販売
パソコン、タブレットの販売
ク導入支援

テレワー

ハセガワデンキ

姫路市鍵町２４番地

079-281-6301

パソコンの販売

パソコン教室

姫路市延末２８３－１

079-288-0252

IT導入に掛かる機器やシステム等の導
入、設定及び従業員講習

さくら

パソコン教室＆サポート 姫路市三左衛門堀西の町
079-224-5122
エムズ
４４ F-2

テレワーク用カメラ付ノートパソコン等
導入を親切サポート

ぱそこんクリニック

姫路市香寺町中仁野３０
２－１３ 中仁野テナン 079-280-7007
ト２号室

パソコン販売・修理・アフターサービス

パソコン工房

姫路市中地南町４７番

カメラ機能付きノート型パソコン
ク付きヘッドホン販売

パソコン塾
エル

姫路店

079-243-0778

アイティー 姫路市北平野２丁目１８
079-278-7190
－５

株式会社

ハブファン

姫路市白銀町８４番地

079-287-8198

株式会社

ハマサキ事務

姫路市飾東町庄２３４－
079-253-2472
５

マイ

パソコン販売、テレワーク導入、改善提
案
パソコン・ネットワーク機器の販売
VPN構築・遠隔サポート
パソコン、タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

ＰＣマネジメントＡ．Ｍ 姫路市延末４５０－１－
079-296-6700
ＡＸ
１００５

PC等のハードウェア・ソフトウェアの販
売、導入支援サポート

ピコシステム
姫路営業所

受託システム開発・導入メーカーパッ
ケージ導入支援OA機器販売

株式会社 姫路市東延末３－３７
中川ビル５０１

079-226-9226

姫路市西今宿二丁目４番
079-298-1000
６号

パソコン、タブレット販売、テレワーク
導入、Web会議システム

姫路ＳＣＧサービスセン
姫路市豊沢町１３５番地 079-281-8581
ター

税務会計等に関するソフトウェアの提供
及びシステム機器の販売

姫路コンピュータサービ 姫路市南条１０－２
ス
－ＢＬＤ南条３０５

パソコン販売、テレワーク導入支援、業
務改善ソフトの開発・販売

(株)

ビジネスサービス

Ｔ

079-286-5187
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姫路情報機器

姫路市大津区長松３０３
079-238-2334
番地の１６

OA機器の販売 各種管理システム開発導
入 テレワーク商材販売

株式会社

姫路市下寺町６１番地

079-282-0876

パソコン、サーバーシステムの販売テレ
ワーク関連機器の導入支援

姫菱テクニカ 株式会社 姫路市千代田町８４０番
システムサービスセン 地（三菱電機株式会社姫 079-298-6989
ター
路製作所内）

パソコン等の機器販売、生産管理・在庫
管理システム開発全般

株式会社

ディスプレイ等の販売

姫路モトヤ

兵庫第一興商 姫路市安田１－５

079-223-5800

広岡電機

姫路市花影町３丁目５－
079-299-6650
２

株式会社
イト

フォアクリエ 姫路市広畑区西蒲田８４
079-289-5018
１番地

株式会社

福井商店

株式会社
ＩＮ

ＦＵＫＵＳＨ 姫路市野里堀留町６７５
079-282-4529
－７

パソコン、ネットワーク機器の販売テレ
ワーク等システム導入支援

福伸電機
路工場

株式会社

姫 姫路市船津町４１５９－
079-232-6308
１

ＺＭＰ製物流支援ロボット「ＣarriRo」
のシステム導入支援

富士ゼロックス兵庫
式会社 姫路営業所

株 姫路市東延末３－５０姫
079-288-2021
路駅前マークビル

パソコン、タブレットの販売
クシステム導入の支援

姫路市的形町的形１７２
079-254-0531
２－１１

パソコン、タブレットの販売

姫路市南駅前町１００番
地 姫路パラシオ第２ビ 079-225-2333
ル

パソコン、タブレットの販売（その他
ネットワーク機器の販売）

姫路市飾磨区栄町８番地
079-234-0366
の１

伏見電機商会

扶桑電通
路営業所

株式会社

姫

パソコン・タブレット・非接触型店舗用
端末の販売と導入支援
パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

モバイルPC・タブレットの販売、テレ
ワークシステム導入の支援

テレワー

姫路市東延末２丁目８１
ＢＬＵＥ ＳＥＡＧＵＬ
番地１号 津田ハイツ２ 050-5833-8793
Ｌ デザイン事務所
０２号

IT機器・システムの導入アドバイス、サ
ポート、販売

有限会社
システム

フレバー情報 姫路市三左衛門堀西の町
079-286-9500
２１７吉野ビル２F

システム開発、パソコン販売、パッケー
ジソフト販売、支援

株式会社
ティ

プロスペリ

パソコン購入など、色々、相談に乗れま
す。

姫路市北平野２丁目１番
079-289-8613
５０号
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有限会社

プロトラスト

姫路市神屋町三丁目３７
079-283-5500
－４

パソコン タブレットの販売
クシステム導入の支援

株式会社

ベルファイブ

姫路市飾磨区上野田６－
079-243-0005
９０－３

パソコン及タブレット販売
よるテレワーク支援

姫路市南条６３７

パソコン、IT、テレワーク、セキュリ
ティ機器の販売とサポート

ベンハウス

079-222-5500

テレワー

NAT機能に

株式会社 Masudaビジネ 姫路市北条宮の町４１１
079-285-3366
スコンサルタンツ
番地

テレワークシステムの導入支援
務デジタル化支援

マックス姫路パソコンサ 姫路市北今宿１丁目３－
090-8799-6660
ポートセンター
６

パソコン、タブレットの販売設定
ワークシステム導入支援

株式会社
サービス

079-226-3691

財務・給与・販売等のソフトウェア及び
テレワークツール

079-246-1586

パソコン・タブレットの販売、テレワー
クシステム導入の支援

姫 姫路市神屋町２丁目２１
079-223-1210
－１

音楽教室用ライブ配信システムの導入支
援

姫路市延末２９５番地姫
079-260-8588
路市中央卸売市場内

ECサイト構築、テレワークシステム導入
支援

ミロク情報
姫路営業所

姫路市北条１－７８
ビル２０３号

Ｍｏｇ²

姫路市東山２８番地７

OM

会計業

テレ

株式会社
路店

やぎ楽器

株式会社

ヤギパツクス

株式会社
路営業所

安井書店

姫 姫路市南駅前町８２南極
079-281-8417
ビル１階

パソコン、タブレットの販売、テレワー
クシステム導入支援

ヤチヨコアシステム
式会社 姫路営業所

株 姫路市南駅前町９１番１
079-282-6500
０号備広姫路ビル２F

テレワークシステム導入の支援

株式会社 ヤマダデンキ
姫路市西延末１２３－１ 079-262-6250
姫路営業所

パソコン、タブレットの販売

山野印刷

業務改善の為のシステムやECサイトの構
築ITソリューション他

株式会社

姫路市岡田４７９番地

079-294-2121

ユーネット

姫路市広畑区東新町３丁
079-236-4443
目１４５－１５

ノートパソコン・タブレットの販売
レワーク用勤怠の販売

有限会社
サービス

姫路市広畑区西夢前台７
079-236-9259
丁目１６－１

パソコン・情報機器販売 ネットワーク
システム構築 アプリ作成

米澤事務機

テ
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ラクティー
ンキ

ダルマヤデ 姫路市香寺町溝口５１１
079-232-0208
番地の６

リコージャパン
社

株式会

姫路市豊沢町１０１

079-282-1246

パソコン・タブレットの販売
クシステム導入の支援

テレワー

パソコン販売、テレワーク導入支援、生
産性向上に関する導入支援

有限会社
システム

リンカー情報 姫路市五軒邸３丁目２２
079-282-0981
番地

パソコン関連機器、システム、ネット
ワークの構築等

株式会社
播営業部

六甲商会

業績向上に繋がるハード・システム提供
によるIT利活用の支援

西

姫路市町坪６０３－６

079-257-2301

