会員リスト

JPNICの活動はJPNIC会員によって支えられています

2015年2月16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
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

C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
ビッグローブ株式会社

JPNIC会員はメンバーズラウンジをご利用いただけます
JPNIC会員のみなさまに向けたサービスの充実を目的とし、JPNICオフィス(東京・神
田)の会議室等を無償提供しております。当センターは、JR神田駅からは徒歩1分、また
東京メトロ神田駅、大手町駅、JR新日本橋駅からも至近ですので、出張の空き時間での
お仕事スペース等として有効にお使いいただけます。

■ご提供するサービスについて
利用可能日時
- 月〜金／ 10:00 〜 17:30 (1 時間単位／ Wi-Fi および電源利用可 )
（祝日等の当センター休業日および当センターが定める未開放日を除く）
提供可能なサービス

ご利用方法

- JPNIC の会議室の使用（1 時間単位、1 日 3 時間まで）
- JPNIC が講読している書物 / 雑誌 / 歴史編纂資料等の閲覧
- お茶のご提供
お問い合わせ先
- 総務部会員担当 member@nic.ad.jp

※ご希望の日時に施設の空きがない、ご利用人数がス
ペースに合わない等、ご利用いただけない場合がご
ざいます。その場合はあしからずご了承ください。
※JPNIC は事前に予告することで本サービスを中止
することがございます。
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2015年2月16日現在

D会員

52

株式会社アイテックジャパン

株式会社STNet

近畿コンピュータサービス株式会社

スターネット株式会社

ニフティ株式会社

株式会社ブロードバンドタワー

アイテック阪急阪神株式会社

NRIネットコム株式会社

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

ソネット株式会社

日本インターネットエクスチェンジ株式会社

北陸通信ネットワーク株式会社

株式会社朝日ネット

株式会社エヌアイエスプラス

株式会社倉敷ケーブルテレビ

ソフトバンクテレコム株式会社

株式会社日本経済新聞社

北海道総合通信網株式会社

株式会社アット東京

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

株式会社クララオンライン

中部テレコミュニケーション株式会社

日本情報通信株式会社

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

アルテリア・ネットワークス株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社グッドコミュニケーションズ

有限会社ティ・エイ・エム

日本通信株式会社

丸紅OKIネットソリューションズ株式会社

株式会社イージェーワークス

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

KVH株式会社

鉄道情報システム株式会社

日本ネットワークイネイブラー株式会社

ミクスネットワーク株式会社

e-まちタウン株式会社

株式会社オージス総研

株式会社ケーブルテレビ可児

株式会社DMM.comラボ

株式会社日立システムズ

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社オービック

ケーブルテレビ徳島株式会社

株式会社ディーネット

株式会社ビークル

株式会社南東京ケーブルテレビ

インターナップ・ジャパン株式会社

大分ケーブルテレコム株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

株式会社ディジティ・ミニミ

株式会社ビットアイル

株式会社メイテツコム

インターネットエーアールシー株式会社

株式会社大垣ケーブルテレビ

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ

株式会社電算

株式会社PFU

株式会社メディアウォーズ

インターネットマルチフィード株式会社

株式会社大塚商会

株式会社コミュニティネットワークセンター

東京ケーブルネットワーク株式会社

ファーストサーバ株式会社

山口ケーブルビジョン株式会社

株式会社インテック

沖縄通信ネットワーク株式会社

さくらインターネット株式会社

東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

ユニアデックス株式会社

株式会社ASJ

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社

株式会社シーイーシー

東北インテリジェント通信株式会社

富士通関西中部ネットテック株式会社

リコージャパン株式会社

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

GMOインターネット株式会社

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社フジミック

株式会社両毛インターネットデータセンター

AT&Tジャパン株式会社

株式会社キッズウェイ

GMOクラウドWEST株式会社

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

株式会社フューチャリズムワークス

株式会社リンク

株式会社SRA

株式会社キューデンインフォコム

ジャパンケーブルネット株式会社

株式会社長崎ケーブルメディア

フリービット株式会社

SCSK株式会社

九州通信ネットワーク株式会社

株式会社ジュピターテレコム

株式会社新潟通信サービス

株式会社ブロードバンドセキュリティ
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JPNICの活動はJPNIC会員によって支えられています

2015年2月16日現在

非営利会員
公益財団法人京都高度技術研究所

地方公共団体情報システム機構

特定非営利活動法人北海道地域ネットワーク協議会

国立情報学研究所

東北学術研究インターネットコミュニティ

WIDEインターネット

サイバー関西プロジェクト

農林水産省研究ネットワーク

塩尻市

広島県

推薦個人正会員 （希望者のみ掲載しております）
淺野 善男

佐藤 秀和

沼尻 貴史

井樋 利徳

式場 薫

福田 健平

岩崎 敏雄

島上 純一

三膳 孝通

太田 良二

城之内 肇

湯口 高司

北村 和広

友近 剛史

小林 努

外山 勝保

賛助会員
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アイコムティ株式会社

株式会社サイバーリンクス

姫路ケーブルテレビ株式会社

株式会社Ｅストアー

株式会社さくらケーシーエス

ファーストライディングテクノロジー株式会社

株式会社イーツ

株式会社シックス

株式会社富士通鹿児島インフォネット

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

株式会社JWAY

プロックスシステムデザイン株式会社

イクストライド株式会社

セコムトラストシステムズ株式会社

株式会社マークアイ

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社ZTV

株式会社ミッドランド

株式会社イプリオ

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

株式会社悠紀エンタープライズ

株式会社キャッチボール・
トゥエンティワン

株式会社つくばマルチメディア

グローバルコモンズ株式会社

デジタルテクノロジー株式会社

株式会社グローバルネットコア

虹ネット株式会社

株式会社ケーブルネット鈴鹿

日本インターネットアクセス株式会社

株式会社ケイアンドケイコーポレーション

ネクストウェブ株式会社

株式会社コム

株式会社ネット・コミュニケーションズ

サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社

BAN-BANネットワークス株式会社
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