
 

 

【最高顧問】

中尾　哲雄 （株）新川インフォメーションセンター 取締役会長

鈴木　幸一 （株）インターネットイニシアティブ 代表取締役会長

【顧　問】

宮崎　重則 （株）日本ビジネスプランニング 代表取締役社長

鈴木　良之

【会　長】

北岡　隆之 （株）インテック 代表取締役社長

【副会長】

島上　純一 （株）インターネットイニシアティブ 常務取締役ＣＴＯ

鈴木　喜晴 スターネット（株） 取締役会長 近畿支部会長

榎並　友里子 日本アイ・ビー・エム（株） 執行役員公共事業部長

網江　貴彦 日本電気（株） 執行役員

古賀  　一司 富士通（株） 執行役員

是枝　周樹 （株）ミロク情報サービス 代表取締役社長

【常任理事】

本間　洋 （株）ＮＴＴデータ 代表取締役社長

林　　　秀樹 （株）セイノー情報サービス 代表取締役社長 東海支部会長

堀口　信一 ＴＩＳ（株） 専務執行役員

平山　勉 （株）電波新聞社 代表取締役

福田　安広 （株）ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 代表取締役社長

白石　清 トランスコスモス（株） 取締役上席常務執行役員兼ＣＴＯ

山田　英司 日本電子計算（株） 顧問

久保　真 ビッグローブ（株） 執行役員

北川　健一 三菱電機インフォメーションネットワーク（株）取締役ネットワーク事業部長

【理　事】 　　

細野　昭雄 （株）アイ・オー・データ機器 代表取締役会長 北陸支部会長

石井　貞行 （株）インテックソリューションパワー 顧問 関東支部会長

小笠原　寛 ＳＣＳＫ（株） 理事netXﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ事業本部長

白幡　一雄 （株）ＨＢＡ 取締役執行役員常務 北海道支部会長

渡部　伸夫 （株）エネルギア・コミュニケーションズ 取締役社長 中国支部会長

宮内　隆 （株）愛媛ＣＡＴＶ 代表取締役社長 四国支部会長

井上　肇 沖電気工業（株） 執行役員ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ事業本部副本部長

篠原　伸生 （株）オプテージ 執行役員経営本部副本部長

小林　明 （株）電通国際情報サービス 取締役専務執行役員

俣野　通宏 （株）ティーガイア 常務執行役員

畔柳　幹介 （株）日立システムズ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｴﾊﾞﾝｼﾞｪﾘｽﾄ

中島　將典 （株）フォーバル 代表取締役社長

中村　洋 （株）南日本情報処理センター 代表取締役社長 九州支部会長

山田　和利 （株）メイテツコム 代表取締役社長

【監　事】

山本　菊子 山本公認会計士事務所 公認会計士
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（株）（株）アイエスピー 

（株）アイエフネット 

（株）アイ・オー・データ機器 

（株）アイ・オー・データ機器 東京オフィス 

（株）アイキューブ・マーケティング 

（株）アイティークレスト 

（株）ＩＴＡＧＥ 

（株）アイムービック 

（株）青森共同計算センター 

（株）青森電子計算センター 

（株）アクセル 

（株）旭川保健医療情報センター 

（株）朝日ネット 

（株）アステック 

（株）アットリンク 

あづみ野テレビ（株） 

（株）アドバンステクノロジー 

アネックスインフォメーション（株） 

アルカディア・システムズ（株） 

アンダーデザイン（株） 

（株）イオタオーエーシステム 

イオンリテール（株）ＩＭＯ本部イオンモバイル事

業部 

（株）石川コンピュータ・センター 

射水ケーブルネットワーク（株） 

（株）インターネットイニシアティブ 

（株）インターネットイニシアティブ 関西支社 

インターネットマルチフィード（株） 

（株）インタフェース 

（株）インテック 

（株）インテック 愛媛事業所 

（株）インテックソリューションパワー 

（株）インテック中部西日本産業事業本部（名古屋） 

（株）インテック中部西日本産業事業本部（大阪） 

（株）ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｺﾐｭﾆﾃｨ 

（株）ウイン 

（株）ウエスト 

（株）ＡＳＪ 

Ｈ.Ｉ.Ｓ.Ｍｏｂｉｌｅ（株） 

（株）ＨＢＡ 

（株）エコーシティー・駒ケ岳  

（株）ＳＪＣ 

ＳＣＳＫ（株） 

（株）ＳＴＮｅｔ 

エックスモバイル（株） 

（株）エナジーデザイン 

NEC ソリューションイノベータ（株）北海道支社 

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 

ＮＥＣネッツエスアイ（株）関西支社 

ＮＥＣネッツエスアイ（株）中国支店 

ＮＥＣネッツエスアイ（株）東北支店 

ＮＥＣネッツエスアイ（株）中日本支社 

ＮＥＣネッツエスアイ（株）北陸支店 

ＮＥＣネットイノベーション（株） 

（株）ＮＮコミュニケーションズ 

ＮＤＳインフォス（株） 

ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 

（株）ＮＴＴデータ 

（株）エヌ・ティ・ティ・データ中国 

（株）エヌ・ティ・ティ・データ東北 

（株）エヌ・ティ・ティ・データ北陸 

（株）ＮＴＴドコモ 

（株）ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ 

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）沖縄ビジネ

ス営業部 

エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ（株） 

エヌ・ティ・ティレゾナント（株） 

（株）エネルギア・コミュニケーションズ 

（株）愛媛ＣＡＴＶ 

（株）愛媛新聞社 

（株）えむぼま 

（株）エレコム情報サービス 

ＯＥＣ（株） 

大分ケーブルテレコム（株） 

（株）大垣ケーブルテレビ 

大阪ガスビジネスクリエイト（株） 

大阪商工会議所 

沖電気工業（株） 

（株）オージス総研 

ＯＴＮｅｔ（株） 

（株）オービス 

（株）オフィスキュー 

（株）オプテージ 

（株）オリンポス 

ＯｒａｎｇｅＯｎｅ（株） 

（株）Ｃａｄｅｎｚａ 

兼松コミュニケーションズ（株） 

(一財)関西情報センター 

技研電子（株） 

キャリア・サポート（株） 

（株）ＱＴｎｅｔ 

共立コンピューターサービス（株） 

協和テクノロジィズ（株） 

近鉄ケーブルネットワーク（株） 

（株）国建システム 

（株）Ｃ８ＬＩＮＫ 

（株）呉電子計算センター 

（株）グローバルトラストネットワークス 

（株）経営管理センター 

（株）計画情報研究所 

（株）Ｋ２アドバンスト 

Ｋｎｅｔ（株） 

ケーブルテレビ（株） 

（株）ケーブルテレビ富山 

（株）ケーブルネット下関 

コアネットインタナショナル（株） 

（株）工科堂 

（株）コスモネット 

コベルコシステム（株） 

（株）コミュニティネットワークセンター 

Ｃｏｌｔテクノロジーサービス（株） 

（株）コー・ワークス 

（株）サイバーエージェント 

サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 

さくら情報システム（株） 

（株）サジェスタム 

（株）ＪＡ-ＬＰガス情報センター 

ジェイエムエス・ユナイテッド（株） 

ＪＣＯＭ（株） 

（株）ジェイコムウエスト 

（株）ジェイコム九州 

（株）ジェイコム埼玉・東日本 

（株）ジェイコム札幌 

（株）ジェイコム湘南・神奈川 

（株）ジェイコム千葉 

（株）ジェイコム東京 

（株）Ｊストリーム 

（株）ＧＳＳ 

ジェットインターネット（株） 

ＧＭＯインターネットグループ（株） 

（株）ＣＬ 

シエンプレ（株） 

（株）四国中央テレビ 

（株）シー・ティー・ワイ 

（株）シ・ピ・エル 

（株）ジャパネットたかた 

シャープ（株）   

シャープ（株） 幕張ビル 

上越ケーブルビジョン（株） 

（株）情報通信総合研究所 

（有）情報流通経済研究所 

白露カンパニー（株） 

スターサービス（株） 

スターネット（株） 

スマートモバイルコミュニケーションズ（株） 

（株）スマイルラボ 

住友電設（株） 

（株）セイノー情報サービス 

（一社）全国携帯電話販売代理店協会 

全国ソフトウェア協同組合連合会 

（株）センターモバイル 

（株）ゼンリンインターマップ 

（株）創風システム 

ソニーネットワークコミュニケーションズ（株） 

（株）ソフィア総合研究所 

（一社）ソフトウェア協会 

ソフトバンク（株） 

ソフトバンク（株） 東海支社 

ＳＯＲＡシム（株） 

ダイトロン（株） 

高岡ケーブルネットワーク（株） 

知多半島ケーブルネットワーク（株） 

（株）中海テレビ放送 

（一社）中部産業連盟 

（株）ちゅピＣＯＭ 

土浦ケーブルテレビ（株） 

ＴＩＳ（株） 

ＴＩＳソリューションリンク（株） 

（株）ティエスティテクノ 

ＤＸＨＵＢ（株） 

（株）ティーガイア 

（株）ＴＣＰ 

（株）テクノアイ 

テクノ・マインド（株） 



 

鉄道情報システム（株） 

（株）テレビ松本ケーブルビジョン 

（株）電算 

（株）電算システム 

（株）デンソー 

（株）電通国際情報サービス 

（株）電波新聞社 

（株）トインクス 

（株）ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

東邦ガス情報システム（株） 

（株）東名 

Ｔｗｉｌｉｏ Ｊａｐａｎ合同会社 

（株）ドコモビジネスソリューションズ北陸支社 

となみ衛星通信テレビ（株） 

トナミシステムソリューションズ（株） 

トライワークス合同会社 

トランスコスモス(株) 

トランスコスモス（株） 西日本本部 

（株）ドリーム・トレイン・インターネット 

（有）ナインレイヤーズ 

（株）長崎ケーブルメディア 

（株）長野県協同電算 

長野県工科短期大学校 

奈良先端科学技術大学院大学 

（株）Ｎｏ.１パートナー 

（株）新川インフォメーションセンター 

虹ネット（株） 

ニフティ（株） 

(一財)日本ＩＴＵ協会  

日本アイ・ビー・エム（株） 

日本海ケーブルネットワーク（株） 

（一社）日本ケーブルテレビ連盟 

ＮＰＯ法人日本情報技術取引所東海支部 

（株）日本総合研究所 

日本ソフテック（株） 

日本通信（株） 

(一財)日本データ通信協会 

日本テレネット（株） 

日本テレネット（株）東京支社 

日本電気（株） 

日本電気（株） 関西支社 

日本電気（株） 中国支社 

日本電気（株） 東北支社 

日本電気（株） 北海道支社 

日本電子計算（株） 

（株）日本ビジネスプランニング 

日本物流開発（株） 

（株）日本レジストリサービス 

（株）ＮＥＷ ＬＩＦＥ ＭＯＢＩＬＥ 

（株）ネクスウェイ 

能越ケーブルネット（株） 

（株）ノジマ 

（株）野村総合研究所 

（株）ハイエレコン 

（株）ハイホー   

函館インフォメーション・ネットワーク（株） 

（株）バッファロー 

（株）パルソフトウェアサービス 

光電気工事（株） 

（株）ＢＣＣ 

（株）ビジネスサービス 

（株）日立インフォメーションエンジニアリング 

（株）日立システムズ 

ビッグローブ（株） 

ＢＴＶ（株） 

ビー・ビー・バックボーン（株） 

ひろぎんＩＴソリューションズ（株） 

広島インターネットビジネスソサイエティ 

広島工業大学専門学校 

華為技術日本（株） 

フェニックスコミュニケーションズ（株） 

（株）フォーバル 

（株）フォーバル テレコム 

福岡流通ＶＡＮ（株） 

（株）福島情報処理センター 

富士通（株） 

富士通（株） 中国支社 

富士通ネットワークソリューションズ（株） 

フラッシュコーポレーション合同会社 

（株）プラネット 

フリービット（株） 

（株）プロディライト 

ＮＰＯ法人ブロードバンド・アソシエーション 

（株）ベネフィットジャパン 

ベライゾンジャパン合同会社 

北電情報システムサービス（株） 

（株）ホクリクコム 

北陸コンピュータ・サービス（株） 

ＮＰＯ法人北陸地域活性化推進協議会 

北陸通信ネットワーク（株） 

星企画（株） 

（一社）北海道ＩＴ推進協会 

北国インテックサービス（株） 

（株）マジカルサイト 

(一財)マルチメディア振興センター 

（株）マルトウコンパック 

丸紅テレコム（株） 

丸紅ネットワークソリューションズ（株） 

ミーク（株） 

三谷産業（株） 

三菱電機インフォメーションネットワーク（株） 

ミテネインターネット（株） 

（株）南日本情報処理センター 

（株）ミライコミュニケーションネットワーク 

（株）ミライト・ワン 沖縄支店 

（株）ミロク情報サービス 仙台支社 

（株）ミロク情報サービス 

（株）メイテツコム 

（株）メディア開発綜研 

（株）メディアテック 

（株）モバイルアーツ 

（株）モバイルヴィレッジ 

山口ケーブルビジョン（株） 

（株）ヤマダホールディングス 

（株）ユイ・システム工房 

（株）ＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳ 

（株）Ｕ－ＮＥＸＴ 

横浜ケーブルビジョン（株） 

合同会社ＬｉｇｈｔｓＳｑｕａｒｅ 

ライフリンク（株） 

ＬＩＮＥ（株） 

楽天モバイル（株） 

（株）ラネット 

（株）リウデン 

琉球通信工事（株） 

（株）流研 

（株）Ｌｉｎｋ Ｌｉｆｅ  

（株）レキオス 

（株）Ｏｎｅ’ｓ Ｈｏｕｓｅ 
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