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デジタルインボイス推進協議会 会員一覧 
206 社・8 名（内：正会員 198 社、特別会員(団体) 8 社、特別会員(個人) 8 名） 

 

■正会員 

株式会社 ICS ソリューションズ 

株式会社 ICS パートナーズ 

株式会社アイ・ジェイ・エス 

株式会社 ITCS 

アイテック阪急阪神株式会社 

株式会社アイル 

あいわ税理士法人 

青山綜合税理士法人 

アクタス税理士法人 

あさかわシステムズ株式会社 

株式会社 ASAHI Accounting Robot 研究所 

有限責任あずさ監査法人 

atena 株式会社 

アマゾンジャパン合同会社 

アルプ株式会社 

アルプスシステムインテグレーション株式会社 

ES ネクスト有限責任監査法人 

EY 税理士法人 

EY 新日本有限責任監査法人 

石田データサービス株式会社 

株式会社イシマル 

株式会社イセトー 

株式会社イマココ 

株式会社インストラクション 

株式会社インターコム 

株式会社インテック 

株式会社インフォマート 

株式会社インボイス 

株式会社 Wewill 

VeBuIn 株式会社 

ウイングアーク 1st 株式会社 

ウェルネット株式会社 

株式会社内田洋行 

株式会社内田洋行 IT ソリューションズ 

SAP ジャパン株式会社 

SKJ コンサルティング合同会社 

SCSK 株式会社 

株式会社 SJC 

SBI ビジネス・ソリューションズ株式会社 

株式会社エッサム 

EDICOM CAPITAL S.L. 

株式会社 NTT データ 

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ 

NTT ファイナンス株式会社 

株式会社 NI コンサルティング 

株式会社エヌエムシイ 

NTT コミュニケーションズ株式会社 

株式会社 NTT データ四国 

株式会社 NTT データ・ビズインテグラル 

エフアンドエムネット株式会社 

株式会社エムティーアイ 

エメラダ株式会社 

エン・ジャパン株式会社 

株式会社エンデバー・エス・ビー・シー 

応研株式会社 

株式会社 OSK 

株式会社オージス総研 

株式会社オービック 

株式会社オービックビジネスコンサルタント 

オープンテキスト株式会社 

オリックス株式会社 

OLTA 株式会社 

株式会社オーレンス 

株式会社オロ 

カシオ計算機株式会社 

カワセコンピュータサプライ株式会社 

キヤノン IT ソリューションズ株式会社 

株式会社キャム 

QMS International S.A. 

京セラコミュニケーションシステム株式会社 

共立コンピューターサービス株式会社 

株式会社協立商会 

グーグル合同会社 

Coupa Software Inc. 

株式会社クラウディオ 

GRANDIT 株式会社 

株式会社クレオ 

株式会社建設ドットウェブ 

コクヨ株式会社 

株式会社コナミデジタルエンタテインメント 

小林クリエイト株式会社 

コモタ株式会社 

サイバートラスト株式会社 

株式会社サイバーリンクス 

株式会社さくらケーシーエス 

さくら情報システム株式会社 

Sansan 株式会社 

GMO グローバルサイン株式会社 
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ジーニーラボ株式会社 

株式会社 JC アカウンティング 

株式会社 JTB ビジネストラベルソリューションズ 

株式会社シスプラ 

株式会社ジョブカン会計 

sweeep 株式会社 

スーパーストリーム株式会社 

Sky 株式会社 

株式会社スカイコム 

株式会社スマイルワークス 

税理士法人スマッシュ経営 

セイコーエプソン株式会社 

セイコーソリューションズ株式会社 

税理士法人スクラムマネジメント 

セコムトラストシステムズ株式会社 

ソフィコ・サービス・ジャパン株式会社 

ソフラ株式会社 

ソリマチ株式会社 

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー 

大興電子通信株式会社 

辻・本郷税理士法人 

ツバイソ株式会社 

TIS 株式会社 

株式会社 DG フィナンシャルテクノロジー 

ティービー株式会社 

株式会社 Deepwork 

株式会社ティエラ 

株式会社 TKC 

株式会社帝国データバンク 

Tickstar AB 

株式会社データ・アプリケーション 

Datajust B.V. 

株式会社テラスカイ 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

株式会社電通国際情報サービス 

東京海上日動火災保険株式会社 

株式会社東光オーエーシステム 

東芝テック株式会社 

TOMA コンサルタンツグループ株式会社 

トッパン・フォームズ株式会社 

トランスコスモス株式会社 

トレードシフトジャパン株式会社 

株式会社 TREASURY 

株式会社ナノベース 

日鉄ソリューションズ株式会社 

日本電気株式会社 

日本 ICS 株式会社 

日本オラクル株式会社 

株式会社日本デジタル研究所 

日本ビズアップ株式会社 

日本マイクロソフト株式会社 

株式会社ネットプロテクションズ 

株式会社野村総合研究所 

株式会社ハイパーギア 

Pagero AB 

株式会社パシフィックビジネスコンサルティング 

有限会社波多野巌松堂書店 

パナソニック ネットソリューションズ株式会社 

株式会社パピルスカンパニー 

株式会社ハンド 

ピー・シー・エー株式会社 

株式会社ビーエスエルシステム研究所 

PwC あらた有限責任監査法人 

PwC 税理士法人 

BDO 税理士法人 

株式会社ビーブレイクシステムズ 

ビジネスエンジニアリング株式会社 

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 

ビズネット株式会社 

株式会社ビズリーチ 

株式会社日立システムズ 

株式会社日立ソリューションズ 

株式会社日立ソリューションズ西日本 

ピツニーボウズジャパン株式会社 

株式会社ひむか流通ネットワーク 

ファーストアカウンティング株式会社 

株式会社ファイネット 

株式会社フォーカスシステムズ 

株式会社フォーバルテレコム 

株式会社フォーラムエイト 

富士通 Japan 株式会社 

富士フイルムシステムサービス株式会社 

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 

株式会社プラネット 

フリー株式会社 

プロパティデータバンク株式会社 

株式会社プロレド・パートナーズ 

株式会社 TOKIUM 

株式会社 Payment Technology 

株式会社ペイルド 

ペーパーロジック株式会社 

株式会社ベネフィット・ワン 

株式会社マネーフォワード 

三菱電機 IT ソリューションズ株式会社 

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク 

株式会社ミロク情報サービス 
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株式会社 MonotaRO 

弥生株式会社 

UiPath 株式会社 

株式会社ラクーンフィナンシャル 

株式会社ラクス 

ラディックス株式会社 

株式会社ランドスケイプ 

株式会社リクルート 

株式会社リコー 

株式会社両毛システムズ 

株式会社 LayerX 

レノボ・ジャパン合同会社 

株式会社 ROBOT PAYMENT 

株式会社ワークスアプリケーションズ・エンタープライズ 

 

■特別会員（団体）

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

一般社団法人 XBRL Japan 

一般社団法人日本通関業連合会 

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（文書情報管理委員会） 

 

一般社団法人全国銀行協会 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

日本公認会計士協会 

日本税理士会連合会 

■特別会員（個人）

磯部 和郎（税理士磯部和郎事務所） 

井村 明博（井村税理士事務所） 

岩谷 誠治（岩谷誠治 公認会計士事務所） 

木南 誠 （木南会計事務所） 

菅沼 俊広（税理士法人 あすなろ） 

髙橋 邦夫（髙橋税理士事務所） 

中村 元彦（中村公認会計士事務所） 

山元 俊一（山元俊一税理士事務所）
 


