SAJ会員企業 688社 ／ SAJ個人会員
正会員 541社

特別賛助会員 4社

賛助会員 53社

4 名 (2022年1月1日現在)

行政会員 8社

試験会場会員 5社

準会員 77社

正会員
株式会社アイキューブ

アイ・システム株式会社

株式会社アイソルート

株式会社ＩＴＣＳ

株式会社IT戦略研究所

アイティマークス株式会社

ＩＴエージェント株式会社

株式会社アイティーシー

アイビーシー株式会社

株式会社IPイノベーションズ

株式会社アイ・ピー・エル

アイ・ムーヴ株式会社

株式会社アウトソーシングテクノロジー

アカマツ株式会社

アクシスイノベーション株式会社

株式会社ACCESS

AXLBIT株式会社

アクセルユニバース株式会社

株式会社アクティス

株式会社アグリメディア

株式会社アコースト・コーポレーション

社会保険労務士法人ASTRIZE

アスプローバ株式会社

株式会社アスペックス

株式会社ASネットワークセキュリティ

アップデータ株式会社

アップデートテクノロジー株式会社

アテイン株式会社

株式会社アドイン研究所

株式会社アドスマート

株式会社あどばる

株式会社アバント

株式会社アビリエント

アベニール・ジャパン株式会社

アライドテレシス株式会社

ALAKI株式会社

株式会社アルゴグラフィックス

株式会社アルメディア・ネットワーク

株式会社アレクシード

anbx株式会社

アンリミ株式会社

株式会社アヴァンザ

株式会社アヴァンテ

株式会社アート・システム

株式会社アールワークス

株式会社イオレ

株式会社井口一世

石田データサービス株式会社

株式会社医⻭薬ネット

石渡電気株式会社

株式会社イデアル

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

イナゾウ株式会社

株式会社イノシード

イノベークス株式会社

彩葉ソリューションズ

株式会社Insight Edge

インサイド・アウト株式会社

株式会社インターコム

株式会社インターコムR&Dセンター

Intertrust Technologies Japan株式会社

インターバルリンク株式会社

株式会社インターフュージョン・コンサルティング

株式会社インテリジェント ウェイブ

インテル株式会社

有限会社インディーロム

インフォグリーン株式会社

株式会社インフォテック・サーブ

株式会社Information Plus-T

株式会社インプリム

株式会社インプレス

インヴェンティット株式会社

株式会社イーグリッド

イーコネックス株式会社

イーテクノロジー株式会社

イーブイ愛知株式会社

EY新日本有限責任監査法人

ウィッツェル株式会社

WIBU-SYSTEMS株式会社

株式会社ウィライツ

株式会社Willings

株式会社ウェッブアイ

株式会社ウェブレッジ

株式会社ウエンズ

株式会社ウチダ人材開発センタ

株式会社内田洋行

弁護士法人漆間総合法律事務所

株式会社ai-Health

株式会社エイチアイ

株式会社HICサービス

エイチスリーパートナーズ有限会社

株式会社エイ・ティ情報研

株式会社エイトレッド

株式会社エクスト

株式会社エクセルシア

株式会社エコスマート

株式会社エスアイ・システム

株式会社ＳＲＡ

エスアールエム

株式会社SEデザイン

株式会社SHP

エス・エー・エス株式会社

SAPジャパン株式会社

株式会社エス・グルーヴ

SCSK株式会社

SCデジタルメディア株式会社

株式会社STVテック

SB C&S 株式会社

SBテクノロジー株式会社

株式会社エスペシャリィ

NJCネットコミュニケーションズ株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ

エヌ・ディー・アール株式会社

NPO地域づくり工房

NYKオフィス社会保険労務士法人

エフアンドエムネット株式会社

株式会社F&Lソリューション

株式会社FM. Bee

エブリセンスジャパン株式会社

エプソン販売株式会社

ＭＲＴ株式会社

株式会社ＭＭ総研

ＭＣＳ株式会社

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン

ELESTYLE株式会社

株式会社エンカレッジ

エンカレッジ・テクノロジ株式会社

エンバカデロ・テクノロジーズ合同会社

株式会社円簿インターネットサービス

エーアンドエー株式会社

株式会社AMBC

AOSデータ株式会社

テクノロジーズ

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 株式会社AGENT-1

AZPower株式会社

株式会社ATJC

株式会社エーティーワークス

株式会社ABI

応研株式会社

株式会社大塚商会

税理士大矢隆啓事務所
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プライベート

リミテッド

正会員
オデッセイヒューマンシステム株式会社

株式会社Oﬃce Concierge

株式会社オプティム

オレンジセキュアサービス株式会社

株式会社オレンジリンクス

株式会社ＯＳＫ

株式会社オークシステムソリューションズ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社オープンウェーブ

株式会社オープンストリーム

株式会社ObotAI

株式会社オールアバウトライフワークス

オールウィンシステム株式会社

株式会社カイエンシステム開発

株式会社カオス

株式会社カオピーズ

株式会社カケハシ

カシオ情報機器株式会社

株式会社カラダノート

関⻄エアポートオペレーションサービス株式会社 紀尾井町戦略研究所株式会社

株式会社キッズウェイ

株式会社キッズライン

株式会社KITOHA

株式会社キャップインフォ

キャップクラウド株式会社

株式会社キャリアブリッジ

キャロウェイゴルフ株式会社

キヤノン電子テクノロジー株式会社

株式会社Ｑｔ

協立情報通信株式会社

勤次郎株式会社

株式会社ギガテック

株式会社ギガプライズ

ギグワークスクロスアイティ株式会社

株式会社ギフト

クオリティソフト株式会社

株式会社クマヒラ

株式会社クライル

クラウドカンパニー株式会社

株式会社クリエイション

クリエイティブテクノロジー株式会社

株式会社Crisp Code

株式会社クレアンスメアード

株式会社クレオ

株式会社クロスカルチャー

株式会社クロスパワー

クロノス株式会社

クワンタム・テクノロジー株式会社

株式会社グランツカンパニー

株式会社グリーンキャット

司法書士法人グローバル

社会保険労務士法人グローバルHR

株式会社グローバルジャパンネットワーク

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 グローバルフレンドシップ株式会社

株式会社グローバルワイズ

グーグル合同会社

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

株式会社グーフ

株式会社計算科学

京葉システム株式会社

株式会社建設ドットウェブ

株式会社ケーイーシー

ゲヒルン株式会社

株式会社神⼾デジタル・ラボ

コガソフトウェア株式会社

株式会社国和システム

コグニビジョン株式会社

株式会社ココスペース

株式会社コスダック

株式会社コスモ・コンピューティングシステム

コナミホールディングス株式会社

コニカミノルタ株式会社

株式会社コネクティル

株式会社コプロシステム

コムチュア株式会社

株式会社コラボスタイル

株式会社コンステレーション・ソフトウェア・ジャパン

コンピュータ・テクノロジー株式会社

株式会社コーエーテクモホールディングス

税理士法人合同経営会計事務所

株式会社サイエンスアーツ

株式会社サイズ

埼玉南社会保険労務士法人

株式会社サイダス

株式会社Cyberデジタル

サイバートラスト株式会社

サイボウズ株式会社

さくらインターネット株式会社

サツドラホールディングス株式会社

株式会社サンテック

株式会社サンデーアーツ

株式会社算法

サンワサプライ株式会社

株式会社サートプロ

ServiceNow Japan合同会社

The ROOM4D株式会社

株式会社シイエヌエス

シェアクレスト株式会社

株式会社シグ

シグマソフトサービス株式会社

システムアソシエイト株式会社

株式会社システムイン国際

株式会社システムエグゼ

株式会社システムクエスト

株式会社システムコンサルタント

株式会社システムシンク

システムズ・デザイン株式会社

株式会社システムズナカシマ

株式会社システムディ

株式会社システム・プロデュース

株式会社システムリサーチ

システムロード株式会社

株式会社シスパル

株式会社シビルソフト開発

社会システム株式会社

株式会社社会情報サービス

社会保険労務士池田事務所

Sharin株式会社

秀峰システム株式会社

首都圏ソフトウェア協同組合

株式会社正栄設計事務所

株式会社シンクライアント総合研究所

株式会社新進商会

株式会社シンプレックス

株式会社シンメトリア

株式会社シンメトリクス

株式会社シー・アイ・エス

株式会社CRドットアイ

株式会社CAEソリューションズ

株式会社シー・エヌ・エス

株式会社シー・シー・ダブル

株式会社シーピーユー

ジェイエムテクノロジー株式会社

株式会社ジェイ・ジェイ・エス

株式会社ジェイジェイエスプラス

有限会社ジェイズシステムズ

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社

ジェネシス株式会社

ジェネテック・ジャパン株式会社

ジャパンシステム株式会社

情報技術開発株式会社

株式会社情報処理システム研究所

株式会社ジラフ計画

株式会社ジーニアスエイト

株式会社ジーニー

株式会社ジーネクスト

GVA法律事務所

株式会社鈴木商店
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正会員
STAR SE株式会社

スターティアレイズ株式会社

株式会社ストライク

ストーンビートセキュリティ株式会社

スパイクシステムズ株式会社

株式会社スマレジ

スマートテクノロジーズ＆リソーシーズ株式会社 税理士法人Soogol

Soogol Management株式会社

株式会社SUPER STUDIO

セイ・テクノロジーズ株式会社

株式会社セキュア

株式会社セック

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア

社会保険労務士法人セルズ

株式会社SENTAN

センターフィールド株式会社

株式会社セントジェームズアソシエイツ

株式会社セールスヴィガー

税理士齋藤康之事務所

ゼッタテクノロジー株式会社

株式会社ZenmuTech

創研情報株式会社

株式会社ソフエル

株式会社ソフトクリエイトホールディングス

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

SOMPOシステムズ株式会社

ソーバル株式会社

ゾイックス株式会社

TAC株式会社

株式会社タノシナル

株式会社ダイナックス

株式会社大和コンピューター

ダイワボウ情報システム株式会社

ダックス株式会社

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダブリューアール

株式会社チェプロ

中小企業福祉事業団

⻑城コンサルティング株式会社

株式会社チームフォー

辻・本郷ＩＴコンサルティング株式会社

株式会社ティ・エス・サービス

TISCOINF株式会社

株式会社TBTソリューションズ

T-Link株式会社

株式会社TKC

株式会社テクノス秋田

株式会社鉄飛テクノロジー

株式会社テンダ

株式会社ディジタル

株式会社DNPハイパーテック

株式会社DYM

株式会社デザイン・クリエィション

株式会社デジタルグローバルシステムズ

有限会社デジタルパイプライン

株式会社デジタルファクター

株式会社デジック

DATAビジネス株式会社

株式会社データロジック

東海ビジネスサービス株式会社

東京システムハウス株式会社

東京新峰科技株式会社

東京ソフトウエア株式会社

統合医療アール研究所株式会社

東洋システム開発株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社トップゲート

株式会社toraru

transcosmos online communications株式会社 tripla株式会社

トリムマーク株式会社

株式会社TREASURY

株式会社トレンドソフト

トレンドマイクロ株式会社

株式会社ＴＲＡＤＥＣＲＥＡＴＥ

トーワシステムサポート株式会社

一般社団法人道路・舗装技術研究協会

株式会社ドライビングフォース

株式会社ドリームファクトリーワールドワイド

中本総合法律事務所

株式会社ナノオプト・メディア

ナレッジスイート株式会社

日研システム株式会社

日興ソフトウェア株式会社

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

日本事務器株式会社

日本キスコ株式会社

日本システム開発株式会社

日本システムクリエイト株式会社

株式会社日本システムデザイン

株式会社日本シャルフ

一般財団法人日本生涯学習総合研究所

日本スーパーマップ株式会社

日本通信エレクトロニック株式会社

日本ティーマックスソフト株式会社

日本デジタルデザイン株式会社

日本ナレッジ株式会社

日本ビズアップ株式会社

一般社団法人日本ピルビスワーク協会

日本マイクロソフト株式会社

ニュートラル株式会社

株式会社Nex-E

ネクストウェア株式会社

株式会社ネクストエデュケーションシンク

ネクストキャディックス株式会社

株式会社ネクストスケープ

株式会社ネットウイズ

株式会社ネットショップ支援室

ネットレコーダー・ソリューションズ株式会社

ハイネスソリューションズ株式会社

株式会社Ｈａｒｎｅｓｓ

株式会社バイオス

株式会社バイトルヒクマ

株式会社バッファロー

株式会社バリューソフトウエア

株式会社バリュープランニング

株式会社バーズ情報科学研究所

株式会社パスカリア

ＬＬＰ

パルス・セキュア・ジャパン株式会社

株式会社パルソラ

ヒガシオフィスサービス株式会社

株式会社日立ソリューションズ

ひばりネットシステム株式会社

株式会社ヒューマンキャピタル研究所

株式会社ヒューマンテクノシステム

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム

平川社会保険労務士事務所

株式会社ビジネスアプリケーション

ビジョナル・インキュベーション株式会社

株式会社ビナヤマト

BBIX株式会社

BBソフトサービス株式会社

株式会社ピーエスシー

ピー・シー・エー株式会社

Peatix Japan株式会社

ファイルフォース株式会社

株式会社ファイン

フィデル・テクノロジーズ株式会社

FacePeer株式会社

フェリタス社会保険労務士法人

株式会社フォスターネット

株式会社FoxitJapan

株式会社フォトハイウェイ・ジャパン

株式会社フォトロン

フォルテックス株式会社

フォーエム株式会社

株式会社フォーカスシステムズ

フォーディーネットワークス株式会社
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正会員
株式会社フォーラムエイト

福井コンピュータホールディングス株式会社

株式会社富士通エフサス

富士通コミュニケーションサービス株式会社

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

株式会社富士通ラーニングメディア

株式会社富士通ラーニングメディア沖縄

株式会社富士通ラーニングメディア・スタッフ freee株式会社

フリービット株式会社

フルタニ産業株式会社

フルライン株式会社

ブライシス株式会社

株式会社ブルーポート

ブレークモア法律事務所

株式会社ブロードバンドセキュリティ

プライマリー・アシスト株式会社

株式会社プラザ・イー

プラナスソリューションズ株式会社

株式会社プレミアムアーツ

税理士法人プログレス

株式会社プロシップ

ヘイ株式会社

弁護士ドットコム株式会社

ベース株式会社

北港情報サービス株式会社

株式会社ホープクリエイト

株式会社ボールド

ポスタス株式会社

株式会社ポリフレクト

株式会社マイクロメイツ

MicroWorld株式会社

株式会社マネーフォワード

株式会社豆蔵

株式会社豆蔵K2TOPホールディングス

株式会社マルチブック

マルワソフト株式会社

Mikatus株式会社

株式会社ミクロスソフトウエア

株式会社ミック

株式会社ミップス

株式会社ミネルバ・スピード・コミュニケーション

ミミワークス株式会社

株式会社ミモザ情報システム

株式会社ミロク情報サービス

Mintomo株式会社

名誉教授ドットコム株式会社

株式会社メディアシーク

株式会社メディアミックス

株式会社Mealthy

有限会社メルシー

モビルス株式会社

株式会社モンスター・ラボ

株式会社八雲ソフトウェア

ヤフー株式会社

社会保険労務士山田事務所

弥生株式会社

株式会社ユニリタプラス

株式会社ユーコム

ユーザックシステム株式会社

株式会社USTAGE

株式会社横河技術情報

株式会社横浜ドキュメントデザイン

株式会社ライトウェブ

株式会社ラキール

株式会社楽堂

ラクラス株式会社

LasTrust株式会社

株式会社ラック

株式会社ラナップ

株式会社ラネクシー

株式会社LABOT

リアルネットワークス株式会社

株式会社理経

リコーITソリューションズ株式会社

リコージャパン株式会社

株式会社リサーチアンドソリューション

株式会社栗菱コンピューターズ

株式会社リファクト

株式会社リブ

株式会社Libry

株式会社リボルブ・シス

株式会社リメディア

株式会社リンクス

株式会社ルリアン

ルークコンサルタンツ株式会社

株式会社ルートプロ

レバテック株式会社

レヴィアス株式会社

六元素情報システム株式会社

ログオーシャン株式会社

ロック・ストアー・ハウス株式会社

株式会社ワイズ・マーケティング

株式会社Yメディカル

株式会社ワコム

ワンビ株式会社

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社Works Human Intelligence

株式会社ワークスビジネスサービス

株式会社ヴァル研究所

賛助会員
一般社団法人iCD協会

一般社団法人ITキャリア推進協会

一般社団法人ＩＴ検証産業協会

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IT資産管理評価認定協会

特定非営利活動法人ITスキル研究フォーラム

一般財団法人インターネット協会

一般社団法人e-Learning Initiative Japan

一般社団法人XBRL Japan

学校法人大原学園

一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター 一般社団法人科学技術と経済の会

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会

一般財団法人関⻄情報センター

学校法人日本教育財団（東京国際工科専門職大学） 公益社団法人企業情報化協会

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合
キャピタル・パートナーズ証券株式会社

一般社団法人組込みシステム技術協会

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構

公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会

公益財団法人しまね産業振興財団

一般社団法人CRM協議会

一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会 一般社団法人情報サービス産業協会

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会

全国商工会連合会

全国ソフトウェア協同組合連合会

一般社団法人全国地域情報産業団体連合会

一般財団法人ソフトウェア情報センター

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

一般社団法人テレコムサービス協会

一般社団法人東京都情報産業協会

学校法人新潟総合学院開志専門職大学

一般社団法人日本ＩＴＡＤ協会

日本ITソフトウェア企業年金基金

株式会社日本M＆Aセンター

一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会

特定非営利活動法人日本情報技術取引所

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 一般社団法人日本テレワーク協会
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賛助会員
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会

一般社団法人日本農業情報システム協会

一般財団法人日本パソコンスクール協会

野村證券株式会社

株式会社BCN

社会福祉法人プロップ・ステーション

一般社団法人北海道ＩＴ推進協会

一般社団法人北海道情報システム産業協会

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 学校法人立志舎

特別賛助会員
株式会社サードウェーブ

日本電気株式会社

華為技術日本株式会社

富士通株式会社

行政会員
沖縄県

名護市

佐賀県

⻑野県

⻑野市

新潟県

北海道

函館市

和歌山県

新潟市

静岡県

袋井市

北海道

北見市

試験会場会員
ゼネラルエンジニアリング株式会社

株式会社ソフトキャンパス

ピーシーアシスト株式会社

株式会社マチス教育システム

ヒューマンアカデミー株式会社

準会員
アイ・シンクレント株式会社

株式会社ITサービス・フレット

株式会社AquaFusion

ARIA株式会社

株式会社アークシステム

株式会社itoq

株式会社ウェルキッズ

株式会社wash-plus

エデン株式会社

株式会社エフ

株式会社FRI

株式会社FPバンク

MDM合同会社

LIJ株式会社

株式会社Enhanlabo

株式会社エーアイスピリッツ

改元株式会社

株式会社GAN2

グランパスコンサルティング株式会社

株式会社Globable

Global Walkers 株式会社

株式会社KJTech

ココザス株式会社

株式会社サイア

株式会社シグナンス

株式会社 Siba Service

株式会社シードソリューションズ

株式会社ジェイアイティ

株式会社ジェイ・マックス

株式会社Zene

株式会社スウィッチバックプランズ

株式会社スタートレボ

株式会社セイル

株式会社ZEROstyle

株式会社018

株式会社総合教育研究所

株式会社想隆社

株式会社ソフィア・システム・サービス

株式会社田代コンサルティング

株式会社DIVE INTO CODE

ツクツク株式会社

テンソル・コンサルティング株式会社

東京現代株式会社

トラストビジネス株式会社

NeoX株式会社

株式会社ハイクラウド

一般社団法人働き方改革協会

株式会社バンカーズ・ホールディング

株式会社東海岸

株式会社ビットソリューション

株式会社ファイネックス

フェアシステム株式会社

株式会社Phoenixテクノロジーズ

フォービジョン株式会社

株式会社フトゥーロ

Frich株式会社

FLEQ株式会社

株式会社フロウ

ブロッサムグループ株式会社

株式会社ブーリアン

有限会社プリパス

株式会社ベンチャーネット

株式会社本間システム

Bodygram Japan 株式会社

MAMORIO株式会社

未来貯金株式会社

株式会社ユラスコア

LiDAT株式会社

RIKAI株式会社

株式会社リゾートワークス

リデン株式会社

株式会社リトルソフトウェア

リベルタスシステム株式会社

株式会社リボルブ沖縄

RAYWARD株式会社

VMO Japan 株式会社

合同会社Vyshytech
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