JPNIC

MEMBERS

LIST
JPNICの活動は
JPNIC会員によって
支えられています

2 0 2 1年 7月12 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

B

会 員
■ 株式会社NTT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
■ 富士通株式会社

36

会 員

■Coltテクノロジーサービス株式会社

■アルテリア・ネットワークス株式会社

■株式会社オージス総研

■さくらインターネット株式会社

■株式会社イージェーワークス

■株式会社オービック

■株式会社シーイーシー

■イッツ・コミュニケーションズ株式会社

■大分ケーブルテレコム株式会社

■株式会社シナプス

■インターナップ・ジャパン株式会社

■株式会社大垣ケーブルテレビ

■GMOインターネット株式会社

■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

■株式会社ジュピターテレコム

■株式会社インテック

■沖縄通信ネットワーク株式会社

■スターネット株式会社

■株式会社ウインテックコミュニケーションズ

■株式会社オプテージ

■ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

■株式会社ASJ

■ オンキヨーホームエンターテイメント株式会社

■ソフトバンク株式会社

■株式会社エアネット

■株式会社QTnet

■中部テレコミュニケーション株式会社

■AT&Tジャパン株式会社

■近鉄ケーブルネットワーク株式会社

■有限会社ティ・エイ・エム

■エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社

■株式会社GEAR

■鉄道情報システム株式会社

■株式会社SRA

■株式会社倉敷ケーブルテレビ

■合同会社DMM.com

■SCSK株式会社

■株式会社クララオンライン

■株式会社ディジティ・ミニミ

■株式会社STNet

■株式会社グローバルネットコア

■株式会社デジタルアライアンス

10

編集をおえてのひとこと︒／

■株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

お問い合わせ先

■株式会社アット東京

From JPNIC

■株式会社コミュニティネットワークセンター

会員リスト

■株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

統計情報

■株式会社朝日ネット

インターネット 分講座

■株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ

活動ダイアリー
JPNIC

■エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

You インターネット動向紹介

■株式会社IDCフロンティア

Internet

■ケーブルテレビ徳島株式会社

PICK OUT!
ブログコーナー
JPNIC

■株式会社エヌアイエスプラス

インターネットことはじめ

■アイテック阪急阪神株式会社

会員企業紹介
JPNIC

■株式会社ケーブルテレビ品川

集

■NRIネットコム株式会社

特

■株式会社アイテックジャパン

♥

D

巻頭言

JPNIC MEMBERS LIST

37

JPNICの活動はJPNIC会員によって支えられています

D

38

会 員

■株式会社電算

■日本情報通信株式会社

■丸紅ネットワークソリューションズ株式会社

■東京ケーブルネットワーク株式会社

■日本通信株式会社

■ミクスネットワーク株式会社

■東芝デジタルマーケティングイニシアティブ株式会社

■日本ネットワークイネイブラー株式会社

■三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

■東北インテリジェント通信株式会社

■株式会社日立システムズ

■株式会社メイテツコム

■豊橋ケーブルネットワーク株式会社

■BBIX株式会社

■株式会社メディアウォーズ

■株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

■株式会社PFU

■ヤフー株式会社

■株式会社ドワンゴ

■株式会社フジミック

■山口ケーブルビジョン株式会社

■株式会社長崎ケーブルメディア

■フリービット株式会社

■ユニアデックス株式会社

■日本電信電話株式会社

■株式会社ブロードバンドセキュリティ

■株式会社両毛インターネットデータセンター

■ニフティ株式会社

■株式会社ブロードバンドタワー

■株式会社リンク

■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

■株式会社日本経済新聞社

■北海道総合通信網株式会社

巻頭言

JPNIC MEMBERS LIST

非営利会員

■大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所

■地方公共団体情報システム機構

■広島県

■サイバー関西プロジェクト

■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

■岩崎 敏雄

■小林 努

■島上 純一

■中西 和也

■森信 拓

■池上 聡

■太田 良二

■佐々木 泰介

■城之内 肇

■三膳 孝通

■安江 律文

■伊藤 竜二

■木村 和貴

■式場 薫

■任田 大介

■森田 裕己

■吉田 友哉

PICK OUT!
ブログコーナー
JPNIC

■淺野 善男

インターネットことはじめ

推 薦 個 人 正 会 員 （ 希 望 者 の み 掲 載 して お りま す ）

会員企業紹介
JPNIC

■農林水産省農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター

集

■塩尻市

特

■公益財団法人京都高度技術研究所

Internet

賛助会員

♥

■晴れの国ネット株式会社

■伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

■株式会社Geolocation Technology

■BAN-BANネットワークス株式会社

■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

■姫路ケーブルテレビ株式会社

■伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

■株式会社ZTV

■華為技術日本株式会社

■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

■ファーストライディングテクノロジー株式会社

■インターネットエーアールシー株式会社

■株式会社つくばマルチメディア

■株式会社富士通鹿児島インフォネット

■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

■富士通関西中部ネットテック株式会社

■株式会社ケーブルネット鈴鹿

■株式会社トーカ

■プロックスシステムデザイン株式会社

■株式会社ケイアンドケイコーポレーション

■株式会社長野県協同電算

■株式会社マークアイ

■株式会社ゲンザイ

■株式会社新潟通信サービス

■松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

■株式会社コム

■虹ネット株式会社

■株式会社ミクシィ

■サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社

■日本インターネットアクセス株式会社

■三谷商事株式会社

10

編集をおえてのひとこと︒／

■株式会社JWAY

お問い合わせ先

■株式会社イーツ

From JPNIC

■株式会社ネット・コミュニケーションズ

会員リスト

■株式会社さくらケーシーエス

統計情報

■株式会社アシスト

インターネット 分講座

■ネクストウェブ株式会社

活動ダイアリー
JPNIC

■株式会社サイバーリンクス

You インターネット動向紹介

■アイコムティ株式会社
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