会員リスト

●2006年3月3日現在

S 会 員
株式会社インターネットイニシアティブ
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
株式会社日本レジストリサービス

A 会 員
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シー コミュニケーションズ
富士通株式会社

B 会 員
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
KDDI株式会社
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社
日本電気株式会社
ファーストサーバ株式会社
松下電器産業株式会社
メディアエクスチェンジ株式会社

C 会 員
e-まちタウン株式会社
関西マルチメディアサービス株式会社
株式会社デオデオ
株式会社日立情報システムズ
株式会社UCOM
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D 会 員
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株式会社IRIコミュニケーションズ

エヌ・アール・アイ・ネットワークコミュニケーションズ株式会社

株式会社アイテックジャパン

株式会社エヌアイエスプラス

アイテック阪神株式会社

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

株式会社アイ・ピー・レボルーション

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社朝日ネット

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム

アジア・ネットコム・ジャパン株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト関西

株式会社アット東京

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト中国

アットネットホーム株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト名古屋

株式会社アドバンスコープ

エヌ・ティ・ティ北海道テレマート株式会社

株式会社アドミラルシステム

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

アルファ総合研究所株式会社

エムネット株式会社

株式会社イージェーワークス

株式会社オージス総研

株式会社イーツ

株式会社オービック

株式会社イオンビスティー

大分ケーブルテレコム株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社大垣ケーブルテレビ

インターナップジャパン株式会社

株式会社大塚商会

インターネットエーアールシー株式会社

岡山県

株式会社インターネット総合研究所

沖電気工業株式会社

インターネットマルチフィード株式会社

沖縄通信ネットワーク株式会社

株式会社インテック

特定非営利活動法人柏インターネットユニオン

株式会社エアネット

関電システムソリューションズ株式会社

エイ・ティ・アンド・ティ・グローバル・サービス株式会社

株式会社キッズウェイ

株式会社SRA

キヤノンネットワークコミュニケーションズ株式会社

株式会社STNet

株式会社キューデンインフォコム
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九州通信ネットワーク株式会社

株式会社シーイーシー

財団法人京都高度技術研究所

株式会社CSK

京都リサーチパーク株式会社

株式会社シーテック

共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社

株式会社CPI

近畿コンピュータサービス株式会社

塩尻市

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

システム・アルファ株式会社

株式会社倉敷ケーブルテレビ

株式会社新発田ネットワークサービス

株式会社クララオンライン

シャープ株式会社

株式会社グッドコミュニケーションズ

株式会社JWAY

グローバルメディアオンライン株式会社

株式会社ジェンマエンジニアリング

群馬インターネット株式会社

ジャパンケーブルネット株式会社

KVH株式会社

ジャパンメディアシステム株式会社

ケーブルテレビ徳島株式会社

情報計算化学生物学会

ケーブルネット埼玉株式会社

スターネット株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

セコムトラストネット株式会社

KDDI 沖縄株式会社

株式会社ゼットティヴィ

株式会社コール・トゥ・ウェブ

全日空システム企画株式会社

高速情報通信システム株式会社

株式会社タップスコンピュータ

国立情報学研究所

知多メディアスネットワーク株式会社

彩ネット株式会社

財団法人地方自治情報センター

サイバー関西プロジェクト

特定非営利活動法人中国四国インターネット協議会

サイバー・ソリューション株式会社

株式会社中部

株式会社サイバーリンクス

中部テレコミュニケーション株式会社

さくらインターネット株式会社

株式会社つくばマルチメディア

株式会社サンフィールド・インターネット

株式会社TCP

株式会社シー・アール

ティアイエス株式会社
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有限会社ティ・エイ・エム

ネクストウェブ株式会社

鉄道情報システム株式会社

株式会社ネスク

株式会社テレウェイヴ

農林水産省研究ネットワーク

株式会社ディーネット

ハートコンピュータ株式会社

デジタルテクノロジー株式会社

バリューコマース株式会社

株式会社電算

パールビジョン株式会社

東京ケーブルネットワーク株式会社

パナソニックネットワークサービシズ株式会社

東芝情報システム株式会社

ひまわりネットワーク株式会社

東芝ソリューション株式会社

広島県

東芝ドキュメンツ株式会社

株式会社ビークル

東北インターネット

ビジネスネットワークテレコム株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

株式会社PFU

東北学術研究インターネットコミュニティ

ファーストライディングテクノロジー株式会社

株式会社トヨタデジタルクルーズ

株式会社フイズ

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社富士通アドバンストソリューションズ

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

株式会社長崎ケーブルメディア

株式会社富士通鹿児島インフォネット

日本テレコム株式会社

富士通関西中部ネットテック株式会社

日本テレコム株式会社インターネット・データ事業本部インターネット事業部

株式会社富士通システムソリューションズ

ニフティ株式会社

株式会社フジミック

日本インターネットエクスチェンジ株式会社

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社

株式会社日本経済新聞社

株式会社フューチャリズムワークス

日本情報通信株式会社

フリービット株式会社

日本ユニシス情報システム株式会社

株式会社ブロードバンドタワー

株式会社ネクサス

株式会社ベッコアメ・インターネット

株式会社ネクストアイ

ベライゾンユーユーネットジャパン株式会社
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ベルネット株式会社

株式会社メイテツコム

北電情報システムサービス株式会社

株式会社メガメディアコミュニケーションズ

北陸通信ネットワーク株式会社

株式会社メディア

北海道総合通信網株式会社

株式会社メディアウォーズ

北海道地域ネットワーク協議会

山口ケーブルビジョン株式会社

株式会社ホットポット

ユーテレビ株式会社

マイ・テレビ株式会社

株式会社悠紀エンタープライズ

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー

ミクスネットワーク株式会社

リコーテクノシステムズ株式会社

三菱電機情報ネットワーク株式会社

株式会社リンク

株式会社南東京ケーブルテレビ

株式会社ワイズ

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク

WIDEインターネット

武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社
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賛 助 会 員
株式会社アーバンインターネット

ソニー株式会社

株式会社アプレッツ

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

株式会社アンネット

株式会社中電シーティーアイ

株式会社Eストアー

テクノブレスト株式会社

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

虹ネット株式会社

イクストライド株式会社

日本商工株式会社

株式会社エーアイエーサービス

日本インターネットアクセス株式会社

エムエスイー株式会社

株式会社日本テレネット

株式会社カイクリエイツ

株式会社ネット・コミュニケーションズ

株式会社キャッチボール・
トゥエンティワン・インターネット・コンサルティング

BAN-BANテレビ株式会社

グローバルコモンズ株式会社

姫路ケーブルテレビ株式会社

グローバルソリューション株式会社

ファルコンシステムコンサルティング株式会社

株式会社ケーブルネット鈴鹿

株式会社富士通四国システムズ

株式会社ケイアンドケイコーポレーション

株式会社富士通長野システムエンジニアリング

株式会社コム

フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社

サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社

プロックスシステムデザイン株式会社

有限会社サイプレス

株式会社平和情報センター

株式会社さくらケーシーエス

株式会社マークアイ

サニーネットテクノロジィ有限会社

株式会社ミッドランド

株式会社CRCソリューションズ

宮城ネットワーク株式会社

株式会社四国インターネット

龍冠堂コンサルティング株式会社

推 薦 個 人 正 会 員
歌代 和正

中野 裕行

小林 努

原 隆一

佐藤 秀和

細川 雅由

佐野 忍

三膳 孝通

富田 百合

山口 二郎

冨田 良
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（希望者のみ掲載しております）
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