【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

【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

鈴木 良之
田坂 吉平

（株）インテック
スターネット（株）

常任顧問
取締役会長

小林 伸司

日本アイ・ビー・エム（株）

執行役員

北風 二郎

日本電気（株）

理事

宮崎 重則

(株）光通信

副会長

小田 成

富士通（株）

執行役員専務

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】
岩本 敏男

（株）ＮＴＴデータ

相談役

鳥居 保徳

（株）セイノー情報サービス

代表取締役社長

佐藤 祐次

ＴＩＳ（株）

常務執行役員

平山 勉

（株）電波新聞社

代表取締役社長

福田 安広

（株）ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

代表取締役社長

綿貫 勝介

トナミ運輸（株）

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

山田 英司

日本電子計算（株）

代表取締役社長

久保 真

ビッグローブ（株）

執行役員

堀口 彰

三菱電機インフォメーションネットワーク（株）

取締役社長

細野 昭雄
上田 哲也

（株）アイ・オー・データ機器

代表取締役会長

ＳＣＳＫ（株）

常務執行役員

佐々木 浩一

ＮＥＣソリューションイノベータ（株）

執行役員兼北海道支社長

北海道支部会長

熊谷 銳

（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

片桐 勇一郎

沖電気工業（株）

常務執行役員

久保 忠敏

（株）ケイ・オプティコム

代表取締役常務執行役員

梅沢 幸之助

（株）電通国際情報サービス

取締役常務執行役員

澁谷 年史

（株）ティーガイア

代表取締役会長

早坂 栄二

東北インフォメーション・システムズ（株）

取締役会長

畔柳 幹介

（株）日立システムズ

執行役員

中島 將典

（株）フォーバル

代表取締役社長

松窪 寛

（株）南日本情報処理センター

代表取締役社長

日比 喜博

（株）メイテツコム

代表取締役社長

外間 元三

琉球通信工事（株）

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

【副会長】
近畿支部会長

関東支部会長

東海支部会長

【理 事】
北陸支部会長

東北支部会長

九州支部会長
沖縄支部会長

平成３０年１０月１１日現在
（敬称略・役職社名五十音順）

（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）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
あくびコミュニケーションズ（株）
（株）旭川保健医療情報センター
旭コムテク（株）
（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）
アビームコンサルティング（株）
アルカディア・システムズ（株）
（株）イーエムアイ
（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）Ｅ・Ｃ・Ｒ
石垣市商工会
（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）インテック
（株）インテック 愛媛事業所
（株）インテック 中部地区本部
（株）インテック 西日本地区本部 中四国営業所
（株）インテック 西日本地区本部
インフィニトーク（株）
（株）インフォマート
（株）インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
（株）ウィルコム沖縄
（株）ウイン
（株）ウエスト
（株）ＡＳＪ
（株）ＨＢＡ
（株）エコーシティー・駒ケ岳
（株）ＳＪＣ
ＳＣＳＫ（株）
ＳＢパートナーズ（株）
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ネットイノベーション（株）
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・データ東北
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）沖縄ＩＴ営業
（株）ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ
（株）ＮＴＴぷらら
（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
（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
（株）岡山情報処理センター
沖電気工業（株）
沖縄通信ネットワーク（株）
（株）ＯＣＣ
（株）オージス総研
（株）オービス
（株）オフィスキュー
（株）オリンポス
（株）ＡＬＬ Ｒｉｓｅ Ｇｒｏｕｐ
ＯｒａｎｇｅＯｎｅ（株）
兼松コミュニケーションズ（株）
（株）カーネルコンセプト
（株）関西コムネット
キャリア・サポート（株）
キャリア美人（株）
（株）ＱＴｎｅｔ
（株）共同電算センター
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）クイック
（株）国建システム
（株）呉電子計算センター
グレートインフォメーションネットワーク（株）
（株）経営管理センター
（株）ケイ・オプティコム
（株）Ｋ２アドバンスト
Ｋｎｅｔ（株）
（株）ケーブルネット下関
（株）ケーブルテレビ富山
コアネットインタナショナル（株）
（株）高知流通情報サービス
（株）コスモネット
コベルコシステム（株）
（株）ＣＯＭ－ＯＮＥ
Ｃｏｌｔテクノロジーサービス（株）
（一社）コンピュータソフトウェア協会
（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）
サクサ（株）
さくら情報システム（株）
（株）サジェスタム
（株）札幌システムサイエンス
（株）ＪＡ-ＬＰガス情報センター
（株）ジェイコム足立
（株）ジェイコムイースト
（株）ジェイコム市川
（株）ジェイコムウエスト
（株）ジェイコム大田
（株）ジェイコム川口戸田
（株）ジェイコム北関東
（株）ジェイコム九州
（株）ジェイコムさいたま
（株）ジェイコム札幌
（株）ジェイコム湘南
（株）ジェイコム多摩
（株）ジェイコム千葉
（株）ジェイコム千葉セントラル
（株）ジェイコム東葛葛飾
（株）ジェイコム東京
（株）ジェイコム中野
（株）ジェイコム八王子
（株）ジェイコム日野
（株）ジェイコム港新宿
（株）ジェイコム南横浜
（株）ジェイコム武蔵野三鷹
ジェットインターネット（株）
（株）シー・エー・ピー
ＧＭＯインターネット（株）
シエンプレ（株）
汐留モバイル（株）
（株）四国中央テレビ
（株）シー・ティー・ワイ
シネックスインフォテック（株）
（株）シ・ピ・エル
シャープ（株）
シャープ（株） 幕張ビル
（株）ジュピターテレコム
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）
（株）ジンオフィスサービス
スターキャット・ケーブルネットワーク（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）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
ソフトバンク（株） 東海支社
ソフトバンク（株）
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
中讃ケーブルビジョン（株）
（一社）中部産業連盟
（株）ちゅピＣＯＭひろしま
（株）ちゅピＣＯＭふれあい

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）ティーガイア
合同会社ＤＭＭ.ｃｏｍ
（株）ＴＣＰ
（株）ディスクボックス
（株）デイ・ディライト
（株）テクノアイ
テクノ・マインド（株）
鉄道情報システム（株）
（株）テレコムスクエア
（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）ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
東邦ガス情報システム（株）
東北インフォメーション・システムズ（株）
（株）東名
トーンモバイル（株）
（株）ドコモＣＳ北陸
トナミ運輸（株）
となみ衛星通信テレビ（株）
有限責任監査法人 トーマツ
トランスコスモス(株)
（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）長野県協同電算
（株）ナカヨ
（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本部
（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） 中国支社
日本電気（株） 東北支社
日本電気（株） 北海道支社
日本電気（株） 関西支社
日本電子計算（株）
日本物流開発（株）
日本マイクロソフト（株）
（株）日本レジストリサービス
（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）Ｈｉ－Ｂｉｔ
（株）ハイホー
函館インフォメーション・ネットワーク（株）
（株）パルソフトウェアサービス
（株）光通信
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）
ビープラッツ（株）
（株）ピーワールド
華為技術日本（株）
（株）ファミリーネット・ジャパン
（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
（株）富士通システムズアプリケーション＆サポートＩＤＣサービス部
富士通ネットワークソリューションズ（株）
（株）プラネット
フリービット（株）
（株）ＰＲＥＳＩＤＥ

（株）プロシスネット
（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）
北陸大同産業（株）
北陸通信ネットワーク（株）
（一社）北海道ＩＴ推進協会
北国インテックサービス（株）
（株）マイティネット
（株）マジカルサイト
まつばや百貨店（株）
(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）
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・テクノロジーズ沖縄支店
（株）ミロク情報サービス
（株）メイテツコム
明和システム（株）
（株）メディア開発綜研
（株）ＭＥＤＩＡＳ
（株）メディエイター
山口ケーブルビジョン（株）
（株）ヤマダ電機
（株）ユイ・システム工房
ＵＱコミュニケーションズ（株）
ＵＱモバイル沖縄（株）
（株）ユーステイブル
（株）ＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳ
（株）Ｕ－ＮＥＸＴ
横浜ケーブルビジョン（株）
ＬＩＮＥ（株）
ＬＩＮＥモバイル（株）
楽天（株）
（株）ラーテル
（株）ラネット
（株）リウデン
琉球通信工事（株）
（株）流研
（株）Ｌｉｎｋ Ｌｉｆｅ
（株）嶺南ケーブルネットワーク
レカム（株）
（株）レキオス
（株）Ｏｎｅ’ｓ Ｈｏｕｓｅ
平成３０年１１月１５日現在

３１１社（社名五十音）

