
事業所名 所在地 TEL

1 有限会社エム・シー・ネット函館 北海道函館市豊川町1番5号 0138-24-3200

2 株式会社アドウイック 北海道札幌市中央区北六条西16丁目1-5 ほくたけビル7F 011-631-1107

3 株式会社ソフトテックス 札幌センター 北海道札幌市中央区南一条西8丁目14-3 札幌第2ｽｶｲﾋﾞﾙ 2F 011-233-2855

4 有限会社エヌティエス 青森県八戸市小中野3-24-19 0178-73-3111　

5 モダンスキル有限会社 青森県弘前市大町3丁目11-9　ｻﾝﾃﾞｭｴﾙ弘前駅前1305号 0172-39-4141

6 株式会社金入　本社 青森県八戸市卸ｾﾝﾀｰ2-4-12 0178-28-2871

7 株式会社東北電子計算センター 本社 宮城県名取市美田園2-1-5 022-382-6601

8 フューチュア・エレクトロニクス株式会社本社 秋田県秋田市中通五丁目1番37号 ｸﾘｽﾀﾙﾏﾝｼｮﾝ701 018-884-6930

9 有限会社ソフトエーピー 秋田県秋田市手形十七流122-4 018-884-1161

10 株式会社大塚商店 秋田県秋田市保戸野中町1番17号 018-862-4458

11 株式会社YCC情報システム 本社 山形県山形市松波4-5-12 023-641-4667

12 株式会社福島情報処理センター 福島県郡山市桑野3丁目18番24号 024-923-2116

13 株式会社東日本計算センター 福島県いわき市平字研町2 0246-21-5500

14 株式会社IDK 茨城県つくばみらい市新戸110-1 0297-20-7801

15 株式会社東日本技術研究所　小山事業所 栃木県小山市三峯1-3-11 0285-38-8887

16 株式会社高崎共同計算センター ITソリューション事業部 群馬県高崎市下之城町936-20 027-381-8680 

17 株式会社メディアビー 群馬県伊勢崎市馬見塚町1295-1 0270-75-3444

18 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町3-4025 0277-40-2074

19 株式会社ブレスドジャパン 埼玉県川口市金山町12-1 ｻｳｽｹﾞｰﾄﾀﾜｰ川口2F 048-233-3326

20 入江産業株式会社 戸田営業所 埼玉県戸田市下前1丁目11番20-465 0120-112-170

21 アメニティ・ライフ株式会社 埼玉県入間市鍵山3-1-4　ﾊﾟﾚ入間ｼﾃｨ306 04-2960-1476

22 株式会社ベイシス 千葉県千葉市若葉区西都賀3-5-10　ﾘﾌﾞﾎﾟｰﾄ西都賀三丁目209 043-301-5280

23 サンシステム株式会社 本社 東京都千代田区外神田6-10-6 03-5817-5350

24 日販コンピュータテクノロジイ株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-3 03-5280-7713

25 株式会社LSIメディエンス 東京都千代田区内神田1-13-4 THE KAITEKIﾋﾞﾙ3F 03-5577-0619

26 システムロード株式会社 東京都中央区新川1-3-3 03-3553-9812

27 株式会社シィ・エム・エス 東京本社 東京都虎ノ門3丁目4番7号　虎ノ門36森ﾋﾞﾙ6階 03-5733-8200

28 メディカルアイ株式会社 本社 東京都港区高輪2-14-17 ｸﾞﾚｲｽ高輪ﾋﾞﾙ8F 03-6869-2522

29 JRCエンジニアリング株式会社 東京事業所 東京都新宿区高田馬場3-13-2　TSECﾋﾞﾙ3F 03-4530-3120

30 ライフサイエンスコンピューティング株式会社 東京都豊島区南池袋2-30-12 BITﾋﾞﾙ 03-5911-1455

31 株式会社ソフトテックス 東京センター 東京都三鷹市下連雀6丁目1番1号 竹内ﾋﾞﾙ 0422-41-6553

32 有限会社メディア技研 新潟県長岡市渡場町2-29 0258-21- 3270

33 株式会社コンダクト 本社 石川県金沢市高尾台1-423 076-296-3330

34 株式会社石川コンピュータ・センター 本社 石川県野々市市下林2-94-6 076-268-8315

35 株式会社シィ・エム・エス 長野営業所 長野県長野市栗田857-1 BBBﾋﾞﾙ6階604号室 029-229-5711

36 株式会社ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ･ｲﾝﾌｫｰﾒｲｼｮﾝ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 松本事業本部 長野県松本市梓川倭3820-1 0263-78-8211

37 有限会社キャリコ 長野県駒ヶ根市赤穂497-634 0265-81-5707

38 株式会社電算システム 大垣テクノセンター 岐阜県大垣市加賀野4-1-21 0584-77-2755

39 株式会社シィ・エム・エス 静岡営業所 静岡県静岡市駿河区栗原16番17号 054-267-6431

40 JRCエンジニアリング株式会社 静岡事業所 静岡県静岡市駿河区馬渕3-18-4 054-238-0600

41 株式会社オーテックス 愛知県岡崎市竜美東1-7-14 0564-54-5741

42 株式会社シィ・エム・エス 本社 愛知県名古屋市西区中小田井4-16 052-505-0250

43 名医株式会社 愛知県名古屋市東区葵1-18-14 名古屋市医師会協同組合内 052-933-1370

44 株式会社ソフトテックス 名古屋センター 愛知県名古屋市千種区今池5-1-5 名古屋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4F 052-731-8499

45 株式会社シィ・エム・エス 三重営業所 三重県津市高茶屋小森上野町小森川1061-3 059-238-2560

46 Pトーン有限会社 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町343-1 075-343-2616

47 株式会社三栄シスポ 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 三井生命京都山科ﾋﾞﾙ 075-600-2828

48 株式会社スカイ・エス・エイッチ 京都府京都市伏見区新町5-495 北本ﾋﾞﾙ4階401 075-622-7385

49 株式会社シィ・エム・エス 大阪営業所 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-3100 大阪駅前第3ﾋﾞﾙ31階 06-4796-3355

50 株式会社アプセル 大阪府大阪市淀川区西中島3-20-8 新和ﾋﾞﾙ8F 06-6886-9883
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51 株式会社アイソル 大阪府大阪市中央区徳井町1-4-7 杉本ﾋﾞﾙ5F 06-6946-6871

52 サンシステム株式会社 医科事業部 西日本営業所 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ﾋﾞﾙ10F 06-6251-2531

53 ウィンテックシステムズ株式会社 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-2-7 06-6120-3737

54 株式会社スペースチャート 本社 大阪府大阪市西区土佐堀1-6-10 土佐堀ﾄｷﾜﾋﾞﾙ6F 06-6441-6300

55 株式会社ジェイ・メディック 大阪府大阪市浪速区元町1-2-17 ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄﾋﾞﾙ6F 06-4396-7748

56 株式会社メックコミュニケーションズ 兵庫県神戸市中央区中山手通4-3-6 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻﾝﾋﾞﾙ4F 078-230-7525

57 株式会社メディクラーク 兵庫県神戸市中央区相生町5-10-18 ｼﾃｨﾋﾞﾙ神戸401 078-381-7008

58 株式会社ハーバー・ソフトウェア 本社 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-4 ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾆｯｾｲﾋﾞﾙ14F 078-351-7370

59 ミューズフル株式会社 兵庫県姫路市栗山町127 079-283-2211

60 アイネット・システムズ株式会社 和歌山支店 和歌山県和歌山市梶取171-1　ｳｲﾝﾄﾞｰﾋﾞﾙ3階 073-452-0006

61 株式会社大共 鳥取県米子市河崎12-1 0859-29-3233

62 株式会社ネットワーク応用通信研究所 本社 島根県松江市学園南2-12-5 HOYOﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ2F 0852-28-9280

63 株式会社岡山情報処理センター 本社 岡山県岡山市本町6-36 第一ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ3F 086-227-1161

64 株式会社パーソナルアイテック 岡山県岡山市北区今2-3-18 086-245-9721

65 福山市医師会・株式会社ミウラORCA推進協議会 広島県福山市三吉町南2-11-25 084-928-1651

66 株式会社マイクロスター 広島県広島市西区己斐本町1-10-7 082-271-4415

67 株式会社シィ・エム・エス 広島サービスセンター 広島県広島市西区草津新町1-16-10　ﾊﾟｰｸサイド大河101 082-501-5677 

68 株式会社ヒューマックス 本社 広島県広島市南区東本浦町10-22 082-282-5361

69 株式会社アイテックス　本社 山口県周南市岡田町3-25 0834-21-6740

70 メディカルワークス株式会社 徳島県徳島市南昭和町1-18-4 三谷ﾋﾞﾙ3F 088-678-8207

71 株式会社ファインデックス 愛媛県松山市三番町4-9-6 089-947-3388

72 四国メディコム株式会社　本社 愛媛県松山市姫原3-5-1 089-925-9236

73 株式会社オータム システム コンサルタント 高知県高知市朝倉南町7-28 088-844-3858

74 株式会社パシフィックシステム 高知県宿毛市幸町5-12 0880-63-0730

75 株式会社MIS 福岡県北九州市小倉南区中貫2-7-15 093-471-1584

76 ミツイワ株式会社 営業本部 九州営業部 福岡県福岡市中央区長浜1-4-6 三岩九州総合ﾋﾞﾙ6階 092-752-3550

77 株式会社Windy 福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-9-304 092-474-1007

78 株式会社ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ･ｲﾝﾌｫｰﾒｲｼｮﾝ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-3 博多駅前第1ﾋﾞﾙ5F 092-483-0946

79 株式会社シィ・エム・エス 福岡営業所 福岡県福岡市博多区店屋町6-18 ﾗﾝﾀﾞﾑｽｸｳｪｱ3F 092-287-9170

80 株式会社テクノネットワーク 福岡県福岡市東区千早4-1-6 稲光Ⅱ3F 092-410-9012

81 株式会社ISM 福岡県福岡市南区向野2-6-10 ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ大橋102号 092-554-2111

82 株式会社ワイビーエム 福岡県久留米市小森野5-15-26 0942-38-9801

83 株式会社ナチュラルライフ 佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田1226-4 0952-27-0349

84 株式会社メディック 佐賀県佐賀市兵庫町藤木1433-1 0952-36-9090

85 オフィスメーション株式会社 長崎県長崎市金屋町2番6号 095-822-7201

86 株式会社ファティマ 長崎県長崎市富士見町11-28　2F 095-808-5253

87 SFKメディカル株式会社 長崎県長崎市葉山1-9-31 日障ｼｬﾄｰﾋﾞﾙ2F 095-856-6162

88 株式会社アップルドクター 本社 長崎県佐世保市権常寺町405-8 0956-26-5300

89 株式会社アースコム 熊本県熊本市東区月出2-2-47 101 096-288-7353

90 株式会社情報システムサービス 熊本県熊本市東区保田窪2-1-53 中村ﾋﾞﾙ1F 096-231-6533

91 株式会社システムクレオ 熊本本社 熊本県熊本市出水6-2-10 096-378-0331

92 株式会社オネスティー 熊本県熊本市東区江津1-15-14 096-273-6466

93 株式会社アトムス 大分県大分市弁天2丁目4番36号 097-537-4531

94 有限会社ケー・エス・エル 大分県大分市古国府358番地 080-5260-5313

95 株式会社ソフトテックス 宮崎本社 宮崎県宮崎市田吉6307-2 0985-63-1456

96 メディカルネットワーク株式会社 宮崎県宮崎市清武町加納2-48-1 0985-84-1301

97 日本システム株式会社 鹿児島県鹿児島市荒田2-56-10 099-208-2255

98 株式会社ダイワ・メディカル・システム 沖縄県浦添市伊祖3-8-17 ﾒｿﾞﾝいそ1F 098-871-1536

99 中部システムサポート株式会社 沖縄県北谷町字伊平411-3 東和第三ﾋﾞﾙ2-10号室 098-989-6563

100 有限会社ファーストメディカル 沖縄県沖縄市知花5-37-60 098-934-1211

2017-11-15時点

http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/5
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/29
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/147
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/130
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/325
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/20
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/271
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/19
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/208
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/144
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/173
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/50
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/203
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/51
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/157
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/108
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/14
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/315
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/26
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/228
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/215
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/53
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/84
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/76
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/13
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/54
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/142
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/212
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/294
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/149
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/279
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/196
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/74
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/162
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/262
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/216
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/151
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/121
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/321
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/114
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/160
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/75
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/35
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/32
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/170
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/175
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/193
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/112
http://search.orca.med.or.jp/support/providers/show/295

