
相田　仁（東京大学大学院） ＮＥＣアクセステクニカ株式会社

アイ・アクレディットＩＴＧコンサルティング東京事務所 ＮＥＣインフロンティア株式会社

有限会社ITVメディア社 ＮＥＣテレネットワークス株式会社

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

株式会社ACCESS ＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社

株式会社アクティス ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ株式会社

淺谷　耕一（工学院大学） エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社

浅見　徹（東京大学） ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

アジアネットコムジャパン株式会社 ＮＴＴコムウェア株式会社

株式会社アッカ・ネットワークス ＮＴＴソフトウェア株式会社

アドソル日進株式会社 株式会社ＮＴＴデータ

株式会社アドバンストケーブルシステムズ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ 株式会社エフエム東京

アドビシステムズ株式会社 エルシーブイ株式会社

アビコム・ジャパン株式会社 エンピレックス株式会社

アライド・ブレインズ株式会社 尾家　祐二（九州工業大学）

アラクサラネットワークス株式会社 オーバムジャパン

株式会社アルチザネットワークス 一般社団法人Open Embedded Software Foundation

株式会社アルファシステムズ 岡部　寿男（京都大学）

安全センター株式会社 株式会社沖コムテック

アンリツ株式会社 沖通信システム株式会社

イー・アクセス株式会社 沖電気工業株式会社

イー・モバイル株式会社 沖電気ネットワークインテグレーション株式会社

池田　佳和（大谷大学） 奥乃　博（京都大学）

株式会社伊豆急ケーブルネットワーク 株式会社オプティム

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 加賀電子株式会社

伊藤　雅則（東京海洋大学） 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社

稲垣隆一弁護士事務所 関西電力株式会社

イメージコンテンツジャパン株式会社 関西マルチメディアサービス株式会社

入間ケーブルテレビ株式会社 神田通信工業株式会社

岩崎通信機株式会社 株式会社関電工

株式会社インターネットイニシアティブ 菊池　尚人（慶應義塾大学）

株式会社インターネット総合研究所 北山　研一（大阪大学）

インターネットマルチフィード株式会社 株式会社キャッチネットワーク

株式会社インテック キャノン株式会社

株式会社インテックシステム研究所 九州通信ネットワーク株式会社

株式会社インフォーエス 株式会社協和エクシオ

株式会社インフォシティ クアルコムジャパン株式会社

株式会社ウィズダムネットワークス 株式会社クールテクノロジーズ

株式会社ウィルコム グローバルアクセス株式会社

株式会社上田ケーブルビジョン 株式会社ケイ・オプティコム

営電株式会社 ＫＤＤＩ株式会社

株式会社エクスカル ＫＤＤＩ＆BTグローバルソリューションズ

江﨑　浩（東京大学） 株式会社KDDI研究所

エス・エイジャパン株式会社 ＫＭＮ株式会社

株式会社ＳＴＮｅｔ ケーブルテレビ株式会社

株式会社エディオン 株式会社コアラテレビ
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株式会社廣済堂 曽根　秀昭（東北大学）

株式会社国際電気通信基礎技術研究所 ソフトバンクテレコム株式会社

国立情報学研究所 ソフトバンクモバイル株式会社

國領　二郎（慶應義塾大学） 財団法人ソフトピアジャパン

後藤　滋樹（早稲田大学） 株式会社ソフトフロント

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 ソラン株式会社

株式会社サージュ 株式会社ソリトンシステムズ

齊藤　忠夫（東京大学） 株式会社損害保険ジャパン

株式会社サイバー創研 ダイアログ株式会社

サカ・テクノサイエンス株式会社 ダイニチ株式会社

三洋電機株式会社 大和ハウス工業株式会社

三和電氣工業株式会社 株式会社タカコム

株式会社シーイーシー 株式会社タニタヘルスリンク

株式会社シー・ティー・ワイ 丹　康雄（北陸先端科学技術大学院大学）

株式会社ジェイコムウエスト 中部テレコミュニケーション株式会社

塩釜ケーブルテレビ株式会社 中部電力株式会社

シグマデザインズ 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ

シスコシステムズ合同会社 DXアンテナ株式会社

島田理化工業株式会社 ディーリングジャパン株式会社

シャープ株式会社 株式会社テクノロジーネットワークス

ジャパンケーブルネット株式会社 株式会社デジオン

株式会社ジュピターテレコム 鉄道情報システム株式会社

上越ケーブルビジョン株式会社 テュフラインランドジャパン株式会社

社団法人情報通信技術委員会 社団法人テレコムサービス協会

独立行政法人情報通信研究機構 財団法人テレコム先端技術研究支援センター

株式会社情報通信総合研究所 社団法人電気通信事業者協会

情報通信ネットワーク産業協会 電気通信端末機器試験事業者協議会

株式会社情報流通ビジネス研究所 財団法人電気通信端末機器審査協会

シンクレイヤ株式会社 株式会社電算

財団法人新産業創造研究機構 株式会社電通総研

新日鉄ソリューションズ株式会社 社団法人電波産業会

スカパーJSAT株式会社 東海インターネット協議会

須高ケーブルテレビ株式会社 東京ケーブルネットワーク株式会社

住商情報システム株式会社 特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟

住電オプコム株式会社 東光株式会社

住友商事株式会社 東光電気株式会社

住友電気工業株式会社 株式会社東芝

住友電工ネットワークス株式会社 東北インテリジェント通信株式会社

スリーイーグルス株式会社 東名通信工業株式会社

セイコーエプソン株式会社 株式会社トータルオーエーシステムズ

株式会社セールスフォース・ドットコム トーテックアメニティ株式会社

せき自作ロボット研究所 株式会社トヨタＩＴ開発センター

セコム株式会社 トヨタ自動車株式会社

株式会社セタ トランスコスモス株式会社

センコー株式会社 株式会社 トランスバーチャル

センコー情報システム株式会社 中村 伊知哉（慶應義塾大学）

全国消費者協会連合会 株式会社ナカヨ通信機

仙台ＣＡＴＶ株式会社 株式会社ナノコネクト

株式会社先端力学シミュレーション研究所 西日本電信電話株式会社

セントラルエンジニアリング株式会社 日商エレクトロニクス株式会社

綜合警備保障株式会社 株式会社日新システムズ

ソニー株式会社 ニフティ株式会社



日本アルカテル・ルーセント株式会社 財団法人福岡ケーブルビジョン

日本イージェイケイ株式会社 株式会社フジクラ

社団法人日本インターネットプロバイダー協会 富士ゼロックス株式会社

日本エリクソン株式会社 富士通株式会社

一般財団法人日本気象協会 富士通ＬＳＩソリューション株式会社

社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 株式会社富士通研究所

社団法人日本ケーブルテレビ連盟 富士通テレコムネットワークス株式会社

一般社団法人日本ケーブルラボ 株式会社富士通長野システムエンジニアリング

日本コムシス株式会社 株式会社フジテレビジョン

財団法人日本消費者協会 富士電機システムズ株式会社

日本情報通信コンサルティング株式会社 船井電機株式会社

財団法人日本データ通信協会 古河電気工業株式会社

日本DSPグループ株式会社 古河ネットワークソリューション株式会社

日本テレネット株式会社 ブロードコムジャパン株式会社

日本テレビ放送網株式会社 株式会社ブロードネットマックス

日本電気株式会社 株式会社ベリサーブ

日本電気通信システム株式会社 ホーチキ株式会社

日本電業工作株式会社 ホームネット株式会社

日本電信電話株式会社 マイクロソフト株式会社

日本ビクター株式会社 マスプロ電工株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社 ミクスネットワーク株式会社

日本放送協会 株式会社三菱総合研究所

日本無線株式会社　 三菱電機株式会社

ニューボイズ株式会社 三菱電機情報ネットワーク株式会社

ネクストウェア株式会社 株式会社南東京ケーブルテレビ

株式会社ネクストウェーブ ミハル通信株式会社

株式会社ネクストジェン 財団法人未来工学研究所

株式会社ネットワーク応用技術研究所 村井　純（慶應義塾大学）

ノーテルネットワークス株式会社 村上　仁己（成蹊大学）

ノキア・シーメンス・ネットワークス株式会社 株式会社メイクウェーブ・ジャパン

株式会社野村総合研究所 明星電気株式会社

パークネット株式会社 メディアリング・ティー・シー株式会社

株式会社ハートネットワーク モバイルメディア企画株式会社

パイオニア株式会社 ヤフー株式会社

ＨＡＴＳ推進会議 山口ケーブルビジョン株式会社

パナソニック株式会社 ヤマハ株式会社

パナソニック システムネットワークス株式会社 UQコミュニケーションズ株式会社

パナソニック電工株式会社 株式会社ユビキタス

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 横河電機株式会社

東日本電信電話株式会社 株式会社リヴシー

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社 株式会社リコー

株式会社日立システムアンドサービス 株式会社リックテレコム

株式会社日立情報システムズ ＹＫＫ ＡＰ株式会社

日立情報通信エンジニアリング株式会社

株式会社日立製作所 （会員数 293）

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

日立電線株式会社

株式会社ビック東海

ビデオ・オンライン・ワークショップ

平野　晋（中央大学）

株式会社広島シティケーブルテレビ

株式会社ビワローブ


