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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました
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法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

アーキテクトグランドデザイン株式会社

ＡＡＣ株式会社

アークエイム株式会社

アーク・システム・ソリューションズ株式会社

株式会社アーク情報システム

株式会社アークスジャパン

ＡｒｃｓｔｏｎｅＰｔｅＬｔｄ．

株式会社アークテック

アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン株式会社

アーズ株式会社

アースアイズ株式会社

アートコンステレーション株式会社

アートシステム株式会社（東京都）

株式会社Arblet

株式会社アームズ・コンサルティング

株式会社アール・アイ

アールアンドディ・オン・クラウド

株式会社ＲＦＩＤアライアンス

Ｒ・Ｆ・Ｊ株式会社

ＲＦルーカス株式会社

あーる３

株式会社アール・ティー・シー

ＡＡＬＴ株式会社

株式会社アイ・アンド・ティー

アイ・シー・エス通商株式会社

株式会社 ICTラボラトリー

株式会社アイアイ・ネットワーク

一般社団法人ＩＩＯＴ

株式会社 IIJ グローバルソリューションズ

株式会社アイアクト

アイ・アクレディットＩＴＧコンサルティング東京事務所

株式会社 I&C

株式会社アイアンドディー

ＩＳＩＤアドバンストアウトソーシング

株式会社 ISID ビジネスコンサルティング

株式会社アイ・エス・ビー

株式会社アイ・エス・レーティング

株式会社　アイ・エル・シー

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

ＩｏＴ検定制度委員会

ＩｏＴスペース推進協議会

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オフショア

株式会社アイキューフォーメーション

株式会社アイキューブドシステムズ

法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ

株式会社アイケーエンジニアリング

ＩＣＯＰＩ．Ｔ．Ｇ．株式会社

アイコムシステック株式会社

アイコムソフト株式会社

株式会社アイコン

アイ・サイナップ株式会社

アイサンテクノロジー株式会社

株式会社アイ・シー・エス

株式会社アイシーエス

ICS-net 株式会社

一般社団法人ＩＣＴ経営パートナーズ協会

ICT経営相談室 森のくまさん

アイシス・エーアイ株式会社

アイシン・インフォテックス株式会社

株式会社アイズファクトリー

i Smart Technologies 株式会社

株式会社英田エンジニアリング

アイテック阪急阪神株式会社

ＩｄｅａＳｔｙｌｅ株式会社

株式会社ｉＤ

株式会社ＩＴ企画

株式会社 IT 戦略研究所

一般社団法人ＩＴ検証産業協会

株式会社ＩＤＣフロンティア

株式会社アイティエステート

アイティ経営研究所　

特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会

特定非営利活動法人ＩＴＣ近畿会

ＩＴｂｏｏｋ株式会社

IT plus Lab.

株式会社 IT プロパートナーズ

アイティ・ボニート

株式会社ｉＴｅｓｔ

IDEC株式会社

株式会社アイトシステム

アイトロン・ジャパン株式会社

一般社団法人 i-ba

株式会社アイピー・フロント

アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社

株式会社 iPSポータル

株式会社アイピーコア研究所

アイピーコムシス有限会社

アイビーシー株式会社

IP青雲インターナショナル特許事務所
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株式会社アクセルスペース

アクセンチュア株式会社

Agsoil 株式会社

ａｃｔｕａｒｉｓｅ株式会社

株式会社アクティブアンドカンパニー

株式会社Active node

株式会社ＡｃｔＥｖｏｌｖｅ

株式会社AGREE

アクロクエストテクノロジー株式会社

株式会社アクロデイア

アクロピーク合同会社

株式会社ACORDO

アサゴエ工業株式会社

株式会社アサツーディ・ケイ

ASATEC株式会社

朝日インタラクティブ株式会社

株式会社朝日エージェンシー

旭化成株式会社

旭化成エレクトロニクス株式会社

旭化成エンジニアリング株式会社

旭化成ホームズ

旭川計量機株式会社

朝日航洋株式会社

旭産業株式会社

アサヒ電子株式会社

株式会社朝日ネット

アサヒプロマネジメント株式会社

朝日放送株式会社

旭有機材株式会社

株式会社アサプリホールディングス

アジアクエスト株式会社

アジアゲートウェイ株式会社

アジア港株式会社

アジア航測株式会社

株式会社亜細亜情報システム

一般社団法人アジア総合研究所

足柄上商工会

株式会社アシックス

株式会社 Azit

味の素株式会社

アジマッチ有限会社

アジュールパワー株式会社

株式会社アシュレッジ

株式会社アジラ

アスカカンパニー株式会社

法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ

株式会社アイプラグ

株式会社アイペック

あいホールディングス株式会社

株式会社 ima

iMed Japan 株式会社

株式会社アイライト

アイリスク研究所株式会社

株式会社アイリッジ

株式会社アイル

株式会社アイルビーソリューションズ

愛和システムソリューションズ株式会社

株式会社アウトスタンディングテクノロジー

アウトフィット有限会社

Avnir7s 株式会社

アヴネット株式会社

合同会社アオ

AOI-TYO Holdings 株式会社

株式会社蒼空

青葉電子株式会社

株式会社AOBO

青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株

式会社

青山システムズ

株式会社青山ファーム

赤坂国際法律会計事務所

赤司製線株式会社

阿形工業株式会社

アカデミアシステムズ株式会社

有限会社赤羽金物店

アカマイ・テクノロジーズ合同会社

一般社団法人秋田県情報産業協会

akippa 株式会社

アクア株式会社

アクアジオグラフィック株式会社

株式会社アクアビットスパイラルズ

株式会社アクアリング

株式会社アクシー

株式会社アクシオ

アクシスコミュニケーションズ株式会社

有限会社アクション

株式会社ＡＣＣＥＳＳ

株式会社アクセスネット

有限会社アクセスビジョン

株式会社アクセル
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株式会社アドライト

株式会社アトラエ

株式会社アトラクター

株式会社アトラクティブシステムズ

株式会社アナグラムワークス

株式会社アナザーウェア

アニコム損害保険株式会社

アネスト岩田株式会社

株式会社あのころコミュニケーションズ

株式会社ａｂａ

株式会社アパークス・サトー

株式会社ＡＢＢＡＬａｂ

株式会社アバンアソシエイツ

株式会社アバンセシステム

アビームコンサルティング株式会社

アビームシステムズ株式会社

株式会社アピリオ

アプライドマテリアルズジャパン株式会社

株式会社アプリシステムズ

株式会社アプリズム

株式会社アプリックス

APRESIA Systems株式会社

株式会社アフロ

株式会社アプロシステム

アベイズム株式会社

株式会社ＡＢＥＪＡ

株式会社アペルザ

株式会社アポロン

天草 IoT イニシアティブ

天草農場見える会

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社

あまた株式会社

株式会社アマダホールディングス

株式会社アマテラス

アマデラス株式会社

株式会社アマネク・テレマティクスデザイン

アマノ株式会社

株式会社アミック

株式会社アミューズワンセルフ

株式会社アモーガイメージング

荒川産業株式会社

アラクサラネットワークス株式会社

株式会社アリアエンタープライズ

有馬マネジメントデザイン株式会社

株式会社Archaic

法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

株式会社アスコエパートナーズ

有限責任あずさ監査法人

株式会社アステックインタナショナル

株式会社アストファーゼ

明日の医療研究会

アズビル株式会社

アスプローバ株式会社

株式会社Aspole

あずま中小企業診断士事務所

株式会社AsMama

株式会社アセット・ウィッツ

アソビュー株式会社

株式会社アタゴ

アダムアイベンチャーズ株式会社

Adam Innovations 株式会社

株式会社アットアイ

あっと株式会社

アットスター株式会社

株式会社アット東京

株式会社アットブレイン

株式会社アットマーク・ソリューション

株式会社アットマークテクノ

App Annie Japan 株式会社

アップサイド株式会社

Upside 合同会社

アップフロンティア株式会社

Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

アディッシュ株式会社

株式会社アドイン研究所

株式会社アドインテ 

株式会社アドヴアンスト・ソフト・エンジニアリング

アドウェル株式会社

アトス株式会社

アドソル日進株式会社

株式会社アドダイス

株式会社アドバネット

株式会社アドバンスコード

株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ

株式会社アドバンスド・デジタル・テクノロジー

株式会社アドバンストインテリジェントサービス

アドバンストヘルスケア株式会社

アドバンテック株式会社

アドビシステムズ株式会社

アトモフ株式会社
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法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

株式会社イーガルド

株式会社イークラフトマン

株式会社イーグリッド

株式会社イーコース

イーサポートリンク株式会社

ＥＡＳＹＳＯＬＵＴＩＯＮＳＪＡＰＡＮ合同会社

株式会社イージェーワークス

株式会社イージステクノロジーズ

株式会社イースリー

株式会社いい生活

イーソル株式会社

株式会社イイダヨシヒロインベストメント

Ｅ－ｔｅａｍ

イーテクノロジー株式会社

株式会社イード

株式会社イートラスト

イー・パートナーズ㈱

株式会社イー・ファルコン

イーブイ愛知株式会社

株式会社ＥＵＶＬ基盤開発センター

イーライフシステム株式会社

株式会社イーラボ

株式会社イーラボ・エクスペリエンス

ＥＹアドバイザリー

株式会社イエラエセキュリティ

イオンクレジットサービス株式会社

イオンフィナンシャルサービス株式会社

イオンリテール株式会社

株式会社いきいきタウン高浜

イグナイトアイ株式会社

イグニション・ポイント株式会社

株式会社 ISAO

一般社団法人石川県情報システム工業会

株式会社石川コンピュータ・センター

意思決定コンサルタント

株式会社イシダ

イシダ事務機株式会社

株式会社石田大成社

石巻産業創造株式会社

いすゞ自動車株式会社

イズミ電子株式会社

ＩｚｕｍｏＢＡＳＥ株式会社

井関農機株式会社

特定非営利活動法人位置情報サービス研究機構

株式会社一寸房

アルカディア・システムズ株式会社

株式会社アルゴグラフィックス

アルテアエンジニアリング株式会社

アルティエックスイノベーションズ

株式会社あるてすた

アルパイン株式会社

株式会社アルバック

アルファシステム株式会社

株式会社アルファTKG

株式会社アルファフォーラム

株式会社アルファプロジェクト

株式会社アルファポイント

アルプスアルパイン株式会社

株式会社ALBERT

アレブリオ合同会社

アロー・ユーイーシー・ジャパン株式会社

株式会社アローセブン

アローワークス株式会社

株式会社アロバ

株式会社アロマジョイン

ＮＰＯ法人ＡｌｏｎＡｌｏｎ

株式会社アンクシステムズ

UnsungHeroes 株式会社

株式会社アンスール

アンター株式会社

アンデックス株式会社

アント・ラボ

and factory 株式会社

アンドワイズコンサルティング株式会社

株式会社アンビエンス

アンビエントデーター株式会社

アンリツ株式会社

アンリツエンジニアリング株式会社

イアス株式会社

株式会社イーアールアイ

株式会社Ｅ＆Ｉ

株式会社E&T

株式会社イーウェル

株式会社イーエス・テクノロジーズ

ＥＭＳ－ＪＰ北海道支部

ＥＭＣジャパン株式会社

ＥＭＧマーケティング合同会社

イーエルシステム株式会社

イーオーガナイザー研究所

株式会社イー・オータマ
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法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社イットーソフトウェア

有限会社イヅミ印刷所

株式会社イデアクエスト

出光興産株式会社

伊藤忠マシンテクノス株式会社

有限会社伊東商店

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社イトーキ

有限会社イトーファーマシー

いなばテクノ・エボリューション株式会社

因幡電機産業株式会社

イネーブラー株式会社

合同会社井上研一事務所

株式会社井上ビジネスコンサルタンツ

株式会社 INNOVA GLOBAL

ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＦａｒｍ株式会社

株式会社イプニー

イベントレジスト株式会社

株式会社 IMAGICA

イマジネーション・ガレージ

有限会社 Imagination Creative

株式会社イクスフェイズ

有限会社イメージソースジャパン

株式会社イメージマジック

株式会社イメージリサーチ

イリスキエンティア有限責任事業組合

イレブンズパートナー

岩崎通信機株式会社

岩通ソフトシステム株式会社

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

公益財団法人いわて産業振興センター

インヴェンティット株式会社

株式会社インヴォルブ

インキュベイトファンド

株式会社イングラムジャパン

インクリメントＰ株式会社

インクルージョン・ジャパン株式会社

株式会社インゲージ

INSIGHT LAB株式会社

INJANET株式会社

インスティテューションフォーアグローバルソサイエティ株

式会社

株式会社 insprout

株式会社インスプレース

有限会社インター・ユニオン・コープ

インターシステムズジャパン株式会社

インターテックジャパン株式会社

株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社インターネット総合研究所

株式会社インターメディア研究所

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

株式会社インタラクティブブレインズ

インディカスソフトウェアジャパン

インディゴ株式会社

株式会社インテック

株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ

株式会社インテリジェントウェイブ

インテル株式会社

インピンジジャパンＬＬＣ

インフィック株式会社

株式会社インフィック・コミュニケーションズ

インフィニオン テクノロジーズジャパン株式会社

株式会社インフィニットループ

有限会社インフォアール

株式会社インフォキューブＬＡＦＬＡ

株式会社インフォコーパス

インフォコム株式会社

インフォシスリミテッド

株式会社インフォシティ

インフォテック株式会社

インフォテリア株式会社

株式会社インフォマテリア

株式会社インフォモーション

株式会社インフォライズ

インプルーブ株式会社

ヴァイタル・インフォメーション株式会社

株式会社ヴァリューズ

株式会社ヴァル研究所

Vanguard Industries 株式会社

有限会社ヴァンビューレックス

株式会社ヴィーネクスト

株式会社ヴィオ

株式会社ウィザード

ヴィジョンアーツ株式会社

株式会社ウイズ・ワン

ヴィタネット株式会社

株式会社ヴィッツ

株式会社ウィット

株式会社ウィットネスト
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

有限会社ウイル

株式会社Ｗｉｌｌ－Ｅ

株式会社Will Smart

株式会社ウイング

株式会社ヴィンクス

株式会社ウィンクル

株式会社ウイン・コンサル

株式会社ウインドアバフト

株式会社ウーノラボ

有限会社ウエーブトライ

株式会社ウェールズ

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

ウエストユニティス株式会社

株式会社ウエダ本社

株式会社ＷＥＢＩＭＰＡＣＴ

株式会社ウェブクルー

株式会社ＷｅｖＮＡＬ

株式会社ウェブレッジ

ウエルネスデータ株式会社

株式会社ウェルビー

株式会社魚栄商店

株式会社ウォーカー

WOTA株式会社

ウォーターセル株式会社

Watermelon Software Solution Japan 株式会社

株式会社wash-plus

ウォンテッドリー株式会社

臼田総合研究所株式会社

株式会社ウチダ製作所

株式会社内田洋行

株式会社ウチダレック

株式会社 unerry

株式会社ウフル

宇部興産株式会社

株式会社宇部情報システム

株式会社 umami

ウルシステムズ株式会社

URONLYS

エアーテック株式会社

株式会社エアウィーヴ

株式会社AIRSTAGE

株式会社エアゼ

株式会社エアフロント

AeroEdge 株式会社

エアロセンス株式会社

株式会社エイ・オー・テクノロジーズ

ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社

株式会社ＡＩＴ

株式会社エイエイエス

ａ．ｎ．ｄ

エイ・ジー・サービス株式会社

一般財団法人衛星測位利用推進センター

株式会社エイチ

HRD株式会社

株式会社ＨＲデータラボ

株式会社ＨｉＳＣ

Ｈ＆Ｂ工法事業協同組合

株式会社ＨＳＲＩ

Ｈｍｃｏｍｍ株式会社

株式会社HDE

株式会社ＨＴＫエンジニアリング

株式会社HBA

ＨＹＣ株式会社

ATCプラットフォーム企画合同会社

ＡＴ４ｗｉｒｅｌｅｓｓ

株式会社エイトライン

株式会社エイビス・プラン

株式会社エイビット

エイブリック株式会社

株式会社エイプルジャパン

株式会社エイワット

株式会社ＡＲＵ

株式会社エーアイ

AI エンジニアリング株式会社

株式会社＠ IoT

エーアイシルク 株式会社

株式会社エー・アイ・テクノロジー

AI TOKYO LAB株式会社

株式会社Ａ＆Ｉコンサルティング

株式会社エー・アンド・デイ

エーイー・ザ・サウンズカンパニー

株式会社エーエスピー

特定非営利活動法人ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウドコンソーシ

アム

AOSテクノロジーズ株式会社

AGS株式会社

株式会社Agx

AGC株式会社

株式会社エージーテック

ＡＳｔａｒ総合研究所



－ 8 －

IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

株式会社Ａ－スタイル

AT&C株式会社

ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社

株式会社ADS

A.T. カーニー株式会社

株式会社エーティーティーコンサルティング

AT Port

株式会社APC

AVCマルチメディアソフト株式会社

株式会社エーワンテクニカ

株式会社エキサイト

株式会社エクォス・リサーチ

エクサインターナショナル

エグジーテック株式会社

株式会社ＸＳＨＥＬＬ

株式会社エクス

エクスペリアンジャパン株式会社

株式会社エクスメディオ

株式会社エクセリーベ

エコエコドライブ株式会社

エコナビスタ株式会社

株式会社エコファースト

エコマス株式会社

エコモット株式会社

株式会社エス・シー・ラボ

株式会社ＳＲＡ東北

SI シナジーテクノロジー株式会社

株式会社エスアイピー

株式会社エスイーシー

エスイーディー有限会社

SHコンサルティング株式会社

株式会社ＳＨＣデザイン

SAPジャパン株式会社

株式会社SSラボ

SMHC株式会社

株式会社エス・エム・エス

ＳＭＦＬレンタル株式会社

SMK株式会社

ＳＯＯＰ株式会社

SOC株式会社

株式会社エスキュービズム・テクノロジー

株式会社エスキュービズム・ホールディングス

株式会社 Sケアデザイン研究所

株式会社エスケーエレクトロニクス

株式会社エス・ジー

法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

ＳＣＳＫ株式会社

SCSK九州株式会社

ＳＣＳＫ北海道株式会社

ＳＧシステム株式会社

エスディーテック株式会社

STマイクロエレクトロニクス株式会社

株式会社エステンナイン京都

ＳＢＩ－ＬＧシステムズ株式会社

株式会社エスピーアイティ

SBイノベンチャー株式会社

株式会社エスピーフレーバー

株式会社エスプリ

株式会社エスペラントシステム

ESRI ジャパン株式会社

株式会社エスリンク

SYS Vietnam Co.,Ltd.

エッジコンサルティング株式会社

株式会社エッジワークス

hmps Inc.

株式会社　Ｈ２Ｈ

株式会社エディオン

株式会社エドテック

エナジーキープ株式会社

株式会社エナリス

株式会社 enigma

株式会社エニタイムズ

株式会社エヌ・アール・ダブリュージャパン

株式会社エヌアイデイ

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

ＮＥＣトーキン株式会社

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

ＮＥＣパーソナルコンピュータ株式会社

NECプラットフォームズ株式会社

ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ株式会社

NHNテコラス株式会社

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

株式会社NXバンク

ＮＮＰ株式会社

エヌコア・コミュニケーションズ株式会社

エヌシーアイ株式会社

エヌシーアイ総合システム株式会社

ＮＣＳ＆Ａ株式会社

株式会社エヌジェーケー

株式会社N sketch

株式会社N2i
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（ア行） 法人会員（ア行）

株式会社ＮＴＣ

NTN株式会社

株式会社ＮＤＫＣＯＭ

株式会社NTTアド

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所

ＮＴＴテクノクロス株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ

株式会社ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ

株式会社ＮＴＴファシリティーズ

株式会社エヌ・トライブ

特定非営利活動地域診断士研究会

株式会社ＮＰシステム開発

エヌビディア合同会社

エネフォレスト株式会社

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

株式会社笑農和

荏原商事株式会社

恵比寿システム株式会社

一般社団法人 FIMコンソーシアム

エフアンドエムネット株式会社

株式会社エフエーサービス

株式会社ＦＡプロダクツ

Eff ective Solutions Japan 株式会社

株式会社エフコム

株式会社 F-standard

株式会社 eftax

株式会社Ｆ．ＴＲＯＮ

株式会社ＦＢＳ

F5ネットワークスジャパン合同会社

エブリセンスジャパン株式会社

株式会社ＥｖｏＬｉＮＱ

エミネンス合同会社

株式会社MI

株式会社エムアイカード

ＭＩＴホールディングス株式会社　

株式会社エム・エス・アイ

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式

会社

株式会社ＭＭ総研

M-SAKUネットワークス

エム・シー・エム・ジャパン株式会社

株式会社MGMT

株式会社エム・システム技研

株式会社Ｍ－Ｓｔｙｌｅ

NPO法人　M2M研究会

Ｍ２Ｍソリューションズ株式会社

Ｍ２Ｍテクノロジーズ株式会社

株式会社ＭＴＩ

株式会社エムティーアイ

株式会社MTS

ＭＤＴ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ　Ｓｄｎ　Ｂｈｄ

mtes Neural Networks 株式会社

株式会社エムテック

株式会社MBI

m plus plus　株式会社

株式会社エムページ

株式会社エムログ

株式会社Ａｒｅａ２２

エリアポータル株式会社

エリクソン・ジャパン株式会社

株式会社 LIC

株式会社エル・ティー・エス

elDesign 株式会社

株式会社エルテス

株式会社エルドリーム

エルピクセル株式会社

株式会社エルブズ

株式会社エルモ社　ファインフィットデザインカンパニー

エレガントモンキーズ

エレクス株式会社

エレダコンセプト株式会社

株式会社エレファント・コンサルティング

エンザントレイズ株式会社

株式会社ANGEWORK

株式会社Enhanlabo

株式会社エンビプロ・ホールディングス

ＥＮＶＩＲＯＭＥ株式会社

株式会社エンプライズ

株式会社Empress Software Japan

株式会社円簿インターネットサービス

株式会社ＥｎＭａｎＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

王子タック株式会社

株式会社旺文社

株式会社近江デジタルファブリケーションズ

応用技術株式会社
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（ア行）

応用地質株式会社

株式会社応用電子

株式会社O：

株式会社オーイーシー

有限会社大分サーバー

大井電気株式会社

オーウエル株式会社

OSIsoft ジャパン株式会社

オーエスジー株式会社

弁護士法人大江橋法律事務所

オーガニック・コミュニケーションズ株式会社

株式会社オーガニック nico

株式会社オーク

株式会社オーク柏崎支社

株式会社オーク情報システム

大阪ガス株式会社

大阪社労士事務所

大阪商工会議所

大阪銘板株式会社

株式会社オーシーシー

株式会社OTSL

株式会社オーテック

オートデスク株式会社

株式会社オーパシステムエンジニアリング

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社Ｏｒｂ（東京都）

株式会社Orb（岡山県）　

株式会社Opening Line

OpenStreet 株式会社

株式会社オープンソース活用研究所

株式会社オープントーン

株式会社ＯｐｅｎＲｕｎｗａｙｓ

株式会社オープンロジ

大村印刷株式会社

株式会社オーラ

株式会社オールアバウト

オールト株式会社

株式会社お金のデザイン

株式会社オカムラ

オカムラ印刷株式会社

株式会社岡村製作所

岡谷鋼機株式会社

株式会社沖データ

沖電気工業株式会社

一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター

法人会員（ア行）

一般社団法人　沖縄お悔み情報局

OQTA株式会社

奥田屋

奥野製薬工業株式会社

オグラ金属株式会社

株式会社オズビジョン

株式会社オデッセイ

オトングラス株式会社

オフィス・スマート

オフィスＡＢＴＣ

株式会社オフィスエム

合同会社Offi  ce524

オフィス・ココモ

株式会社オブジェクト・オブ・ヌル

株式会社オプティム

オプテックス株式会社

株式会社オプト

株式会社オプトホールディング

オプトリンク株式会社

株式会社 ofl ife

有限会社尾見製作所

オムロン株式会社

オムロンヘルスケア株式会社

一般社団法人おもてなし ICT協議会

株式会社おもてなし京都

小柳建設株式会社

株式会社オリィ研究所

株式会社オリエントコーポレーション

オリックス株式会社

オリックス・レンテック株式会社

オリンパス株式会社

オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社　

オルガノ株式会社

有限会社オルドフ

株式会社オロ

株式会社おんでん工房

株式会社音力発電

株式会社オンワードホールディングス
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2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（カ行）

ガートナージャパン株式会社

カームジャパン株式会社

Calm Tech Labs 株式会社

株式会社ガイアックス

開仁産業株式会社

株式会社　外為印刷

株式会社海津工業所

花王株式会社

株式会社カオナビ

株式会社ＫＡＫＡＸＩ

加賀電子株式会社

株式会社ガジェットウェア

カシオ計算機株式会社

カシオヒューマンシステムズ株式会社

株式会社カジタク

鹿島建設株式会社

華晋グローバル株式会社

春日製紙工業株式会社

株式会社カスペルスキー

嘉創株式会社

CACH株式会社

株式会社KASSiMO

カディンチェ株式会社

株式会社 Cadenza 先端技術研究所

株式会社カナエジオマチックス

有限会社神奈川技研

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

金沢工業大学

株式会社カナミックネットワーク

株式会社カネカ

株式会社ガネス

兼松株式会社

兼松グランクス株式会社

兼松コミュニケーションズ株式会社

カピバラ公認会計士事務所

株式会社アゼスト

株式会社カブク

株式会社ジョイントシナジー

株式会社ガプスモバイル

株式会社 鏑家経済研究所

有限会社かほり堂

かもめエンジニアリング株式会社

株式会社Carat

株式会社ガリバーインターナショナル

法人会員（カ行）

カルソニックカンセイ株式会社

カレンシーポート株式会社

川崎重工業株式会社

株式会社河本総合防災

株式会社環境エネルギー総合研究所

株式会社環境クリエイション

環境農漁業開発合同会社

一般財団法人関西情報センター

関西電子情報産業協同組合

関西電力株式会社

株式会社関電工

関東ルーフ株式会社

株式会社カンネツ

株式会社CambrianRobotics

株式会社カンム

キーウェアソリューションズ株式会社

株式会社キーウォーカー

株式会社キーエンス

キーサイト・テクノロジー合同会社

合同会社Keychain

ギガファーム株式会社

公益社団法人企業情報化協会

技術研究組合次世代３Ｄ積層造形技術総合開発機構

株式会社北川はゆま (道の駅北川はゆま )

公益財団法人北九州産業学術推進機構

株式会社キタニ

北日本コンピューターサービス株式会社

株式会社北日本ジオグラフィ

北見情報技術株式会社

株式会社キッズインテグレーション

KidsDiary 株式会社

株式会社キッツ

株式会社きっとエイエスピー

株式会社キテル

Gitobi 合同会社

きびだんご株式会社

ぎふＩＴ・ものづくり協議会

岐阜県情報技術研究所

株式会社ギフティ

株式会社ギフトパッド

株式会社ギブリー

木村情報技術株式会社

株式会社キャスター

株式会社キャスト

キャスレーコンサルティング株式会社
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特別会員数 61
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法人会員（カ行） 法人会員（カ行）

株式会社キャタラー

キャッツ株式会社

株式会社キャドマック

キヤノン株式会社

キヤノンＩＴソリューションズ株式会社

株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ．

ＣＡＭＥＬＯＲＳ株式会社

ギャランツジャパン株式会社

キャリア・コンサルタント協同組合

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

キャロットソフトウェア株式会社

株式会社CAMPFIRE

有限会社キャンペンハウス

キュー・エム・コンサルティング有限会社

キューオーエル株式会社

九州産交バス株式会社

公益財団法人九州先端科学技術研究所

株式会社九州テン

九州電力株式会社

キユーピー株式会社

株式会社キューブエッジ

株式会社キューブシステム

キュレーションズ株式会社

教育研究所：オフィスちゅらさん

株式会社教育ネット

協栄産業株式会社

株式会社協振技建

京セラ株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

共同印刷株式会社

株式会社協同インターナショナル

株式会社協同住宅

一般社団法人共同通信社

株式会社共同電算センター

京都エンタテインメントワークス株式会社

公益財団法人京都高度技術研究所

京都コンピューターシステム事業協同組合

公益財団法人　京都産業２１

京都電子工業株式会社

株式会社京都マイクロシステムズ

京なかGOZAN

協立電機株式会社

株式会社KYOWAエンジニアリング・ラボラトリー

協和テクノロジィズ株式会社

協和発酵バイオ株式会社

桐生ドローン利活用協議会

キリン株式会社

株式会社近計システム

錦正工業株式会社

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

株式会社きんでん

ＱＵＡＤＲＡＣ株式会社

株式会社クァンタリオン

Kuu株式会社

寓宮島

グーグル株式会社

クウジット株式会社

クールジャパン機構

クエリーアイ株式会社

クオリカ株式会社

クオリム株式会社

株式会社QUANTUM

株式会社ククルス

株式会社九地良

釧路ＩＴクラスター推進協会

公益財団法人釧路根室圏産業技術振興センター

クックパッド株式会社

株式会社グッド・グリーフ

株式会社クニエ

株式会社国建システム

久野金属工業株式会社

株式会社クフウシヤ

株式会社クボタ

株式会社ｋｕｍａｊｏｉ

株式会社ｇｕｍｉ

一般社団法人組込みイノベーション協議会

一般社団法人組込みシステム技術協会

組込みソフトウエア技術コンソーシアム

CLIMB Factory 株式会社

クライム・ファクトリー株式会社

クラウディアン株式会社

Cloudera 株式会社

一般社団法人クラウドサービス推進機構

株式会社クラウドセンス

一般社団法人クラウド利用促進機構

クラウドマインズジャパン株式会社

株式会社クラウドワークス

クラギ株式会社

グラスＩＴフィールズ株式会社
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（カ行） 法人会員（カ行）

GlobalMobilityService 株式会社

グローバルライフプランナーズ合同会社

Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｅａｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ

合同会社

株式会社Global Research & Innovative Solutions

株式会社グローバルワイズ

株式会社クローラ研究所

グローリー株式会社

株式会社クロスキャット

クロスクローバ株式会社

株式会社クロスコンパス・インテリジェンス

株式会社クロスソフトウェア

株式会社クロスミット

株式会社CROSLAN

株式会社クロスリバー

クロダニューマティクス株式会社

株式会社クロノステクノロジー

グンゼ株式会社

有限会社ケイ・アンド・ケイ　コミュニティー

株式会社経営共創基盤

経営情報協議会

株式会社経営人事パートナーズ

経営パワー株式会社

株式会社ケイエスピー

株式会社京王 IT ソリューションズ

慶應義塾大学SFC研究所 インテリジェントホーム・ラボ

株式会社ケイ・オプティコム

軽機開発株式会社

株式会社ケイケンシステム

特定非営利活動法人経済活動支援チーム

株式会社計算力学研究センター

ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング株式会社

株式会社ＫＳＫアナリティクス

株式会社ケイツー・ネットワークス

有限会社ｋｔ－ｓ

ＫＤＤＩ株式会社

株式会社KDDI エボルバ

KPMGコンサルティング株式会社

CavyNote

ケイプラス株式会社

K&C

株式会社ＫＭＣ

株式会社ＫＭユナイテッド

株式会社ＫＤＤＩウェブコミュニケーションズ

Ｋｐｎｅｔｗｏｒｋｓ株式会社

株式会社クラスキャット

株式会社倉野重光技術研究所

クラブツーリズム株式会社

クラフトジャパン株式会社

株式会社クラブネッツ

株式会社倉元製作所

クラリオン株式会社

株式会社クラレ

グランツ株式会社

有限会社グリーンフラグ

株式会社クリエイターズ・ヘッド

特定非営利活動法人クリエイティブライフデザイン（申請中）

株式会社クリエーション WEB PLANNING

クリエーションライン株式会社

クリオ・ネット有限会社

株式会社クリスプ・ラボ

栗田工業株式会社

栗田産業株式会社

株式会社グリッド

グリッドマーク株式会社

グリッドリンク株式会社

グリッドロー株式会社

株式会社Griffi  n Heart

株式会社CryptoLab

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

株式会社ＣＬＵＥ

株式会社ｇｒｏｏｖｅｓ

株式会社グルーヴノーツ

弁護士法人クレア法律事務所

株式会社クレアンスメアード

Ｃｒａｄｌｅｐｏｉｎｔ　Ｊａｐａｎ株式会社

グレードル株式会社

Ｃｒａｄｌｅｐｏｉｎｔ

株式会社クレールコンサルティング

株式会社クレステック

クレバアグリ株式会社

株式会社クローネ

株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー

株式会社グローバルウェイ

グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社

グローバル・カタリスト・パートナーズ・ジャパン

株式会社Global Connection

株式会社グローバル・コミュニケーションズ

グローバル電子株式会社

株式会社グローバルママ・ゲートウェイ
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（カ行） 法人会員（カ行）

小島工芸株式会社

小島プレス工業株式会社

株式会社Cosmoway

株式会社コスモス・コーポレイション

株式会社コスモテック

有限会社コスモネット

COTAN

株式会社ＧＯＣＣＯ．

株式会社ゴッドピープル

株式会社五藤光学研究所

Kotozna 株式会社

株式会社コトブキ

株式会社コナミスポーツライフ

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

コニカミノルタ株式会社

株式会社コニファ

コネクシオ株式会社

コネクションテクノロジーシステムズ株式会社

Connected Design 株式会社

Connect

コネクトフリー株式会社

株式会社コネクトメディア

株式会社木幡計器製作所

コバン株式会社

株式会社ゴビ

コベルコシステム株式会社

株式会社小松製作所

小松電機産業株式会社

コマニー株式会社

NPO法人コミュニティリンク

小麦株式会社

株式会社コムスクエア

CommStep 合同会社

コムチュア株式会社

ComPower 株式会社

株式会社米順

米庄石灰工業株式会社

株式会社コヤマ・システム

株式会社コラボステージ

株式会社コラボプラネット

株式会社コラボマーケ・パートナーズ

株式会社Colabo-ya

株式会社コレクトプラン

株式会社ＣｏｎｖｅｙＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

株式会社コンカー

株式会社ケーメックス

特定非営利活動法人健康・医療・福祉・千葉

株式会社健康都市デザイン研究所

株式会社　建設技術研究所

株式会社コア

株式会社コアコンセプト・テクノロジー

株式会社コアラ

コアレックス信栄株式会社

KOANDRO株式会社

株式会社コイワイ

株式会社コヴィア

江栄情報システム株式会社

株式会社コウェル

興銀リース株式会社

高坂商事株式会社

株式会社構造計画研究所

コウダテ株式会社

株式会社講談社

株式会社光南

株式会社神戸製鋼所

株式会社神戸デジタル・ラボ

Ｃｏａｉｄｏ株式会社

株式会社コーエーテクモゲームス

株式会社コーチ・エイ

株式会社コーデセブン

株式会社コーデック

株式会社ゴードーソリューション

株式会社コードタクト

Ｃｏｄｅ　ｆｏｒ　Ｕｔｓｕｎｏｍｉｙａ

株式会社CoLife

株式会社ゴール

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

コガソフトウェア株式会社

コギコギ株式会社

株式会社国際ビジネスインキュベーシヨンセンター

国際紙パルプ商事株式会社

国際航業株式会社

国際商務株式会社

国際石油開発帝石株式会社

株式会社国際電気通信基礎技術研究所

国分グループ本社株式会社

コクヨ株式会社

株式会社ココナラ

ココネット株式会社

ココン株式会社
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

株式会社コンコルディア

合同会社コンサランス

コンセッション

株式会社コンセラクス

コンセンサス・ベイス株式会社

株式会社昆虫食のｅｎｔｏｍｏ

株式会社コンテンツ

コントロンジャパン

株式会社Combinator

株式会社コンピューターシステムハウス

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

株式会社コンピュータマインド

法人会員（カ行） 法人会員（サ行）

株式会社ザ・ネット

株式会社サーキュレーション

株式会社サートプロ

株式会社サーバーワークス

サービスマックス株式会社

株式会社サイエンスネット

サイオステクノロジー株式会社

財産ネット株式会社

株式会社サイシード

サイジニア株式会社

株式会社ZAIZEN

公益財団法人さいたま市産業創造財団

有限会社サイチ

サイトセンシング株式会社

在日カナダ大使館

株式会社CINOS

有限会社サイバーカード　インターナショナル

株式会社サイバー・コミュニケーションズ

株式会社サイバー・ソリューションズ

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社

サイバーテクノロジーズ

サイバートラスト株式会社

サイバーファクトリー有限会社

Cyber Robotics LLC

サイバネットシステム株式会社

サイボウズ株式会社

株式会社サイホー

サイマックス株式会社

株式会社サウンズグッドカンパニー

一般財団法人蔵王酪農センター

株式会社佐賀ＩＤＣ

境交通株式会社

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

株式会社佐賀電算センター

株式会社Sakanaichiba.jp

佐銀コンピュータサービス株式会社

サクサ株式会社

サクサホールディングス株式会社

株式会社さくら

さくらインターネット株式会社

株式会社Ｓａｓｓｏｒ

株式会社幸手スプリング

一般財団法人さっぽろ産業振興財団

株式会社サティスファクトリー

佐藤技術士事務所
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（サ行） 法人会員（サ行）

株式会社シーイー・フォックス

株式会社シーイーシー

弁護士法人GVA法律事務所

株式会社シーエーシー

株式会社シーエー・モバイル

株式会社ＣＳソリューション

株式会社GSユアサ

株式会社シーエスワン

株式会社ＧＮＶグローバルネットバリュー

GNN Machinery Japan 株式会社

株式会社CF-K

GfK Japan

ＧＭＯインターネット株式会社

ＧＭＯクラウド株式会社

ＧＭＯグローバルサイン株式会社

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

ＧＭＯリサーチ株式会社

有限会社CLA

株式会社ジーエルシー

シーオス株式会社

株式会社ジークス

株式会社ＧＣｌｕｅ

株式会社ジィ・シィ企画

ＣＣＣマーケティング株式会社

株式会社シー・シー・ダブル

株式会社シーシー・ネットワーク

株式会社シー・シェルコーポレーション

株式会社シーズメッシュ

Ｇ－ＴＡＣ株式会社

株式会社ジーダット

GWG株式会社

株式会社シー・ネクスト

シーバイエス株式会社

株式会社シーピーデザインコンサルティング

株式会社ＣＭｅｒＴＶ

合同会社ＪＩＭＡコンサルティング＆エージェント

株式会社ジール

ジーレックスジャパン株式会社

株式会社ジェイアイエヌ

株式会社ジェイ・アイ・エム

GAID Farm

ＪＡ三井リース株式会社

ＪＳＲ株式会社

株式会社 JSOL

株式会社ジェイエスニン

サトーホールディングス株式会社

社会保険労務士法人SunnyJobDesign

株式会社Sapeet

SABIC ジャパン合同会社

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会

株式会社サムシングプレシャス

サムスン電機ジャパン株式会社

株式会社サラダボウル

沢井製薬株式会社

株式会社サン・エンジニアリング

三愛石油株式会社

三栄商事株式会社

三栄ハイテックス株式会社

三栄メディシス株式会社

株式会社三技協

３９Ｍｅｉｓｔｅｒ

産業インテグレーションサービス株式会社

国立研究開発法人　産業技術総合研究所　情報・人間工学領

域

三協立山株式会社

株式会社サンクレエ

株式会社三恵クリエス

株式会社サンコウ電子

株式会社サンコム

Sansan 株式会社

有限会社三進社印刷所

サンダーバード株式会社

ｓａｎｔｅｃ株式会社

サン電子株式会社

サンデン・リテールシステム株式会社

サントリーシステムテクノロジー株式会社

サントリーホールディングス株式会社

サンビット株式会社

三友企業株式会社

サンリード株式会社

三立工業株式会社

株式会社360Channel

株式会社三和テレム

三和パッキング工業株式会社

株式会社シー・エヌ・エス

株式会社　シー・ティー・ワイ

株式会社CIJ ネクスト

株式会社ＣＩＪ

有限会社ジーアム

有限会社シーアンドアイ
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（サ行） 法人会員（サ行）

株式会社ＪＳＶ

JXTGエネルギー株式会社

ＪＸ日鉱日石金属株式会社

ＪＦＥスチール株式会社

ＪＦＥテクノリサーチ株式会社

株式会社ＪＭＣ

ジェイエムテクノロジー株式会社

株式会社ＪＥＣＣ

株式会社ジェイシーズ

株式会社 JTB

株式会社ＪＴＢ総合研究所

株式会社ジェイテクト

ジェイネッツ株式会社

株式会社ＪＶＣケンウッド

株式会社 JVCケンウッド・エンジニアリング

J&C流通コンサルティング株式会社

株式会社ジェーエフピー

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーネット

株式会社ＪＰ情報センター

ジェネクスト株式会社

ジェネシス株式会社

株式会社ジェネックスソリューションズ

ジェネラル・エレクトリック

株式会社ＧＥＮＯＶＡ

株式会社Ｊ－ｍｉｎｄ

株式会社ジオグリフ

ジグソー株式会社

シグナルデザイン株式会社

SIGFOX

Sigma Designs Japan, KK

株式会社じげん

シスコシステムズ合同会社

株式会社システック沖縄

株式会社システナ

システムアーツ株式会社

合同会社システムインサイト

一般社団法人システムエンジニアリング岡山

株式会社システム計画研究所

株式会社システム工房９

株式会社システムシェアード

システムズ・デザイン株式会社

システムデザイン開発株式会社

株式会社システムデバイステクノロジー

システム日本株式会社

株式会社システムベース

株式会社システムマネージメント

株式会社システムリサーチ

システム・ワークス株式会社

次世代化学材料評価技術研究組合

一般社団法人次世代センサ協議会

一般社団法人次世代不動産業支援機構

次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合

シタテル株式会社

株式会社シックス

株式会社ＳＨＩＰＰ

株式会社 シップデータセンター

シティソリューション株式会社

株式会社シティネット

株式会社自転車創業

品川・田町スマートシティコンソーシアム

株式会社シナノ電子技研

株式会社シナプスイノベーション

シネックスインフォテック株式会社

株式会社柴田合成

株式会社シフト

株式会社ＳＨＩＦＴ　ＰＬＵＳ

株式会社島津製作所

公益財団法人しまね産業振興財団

シマネ益田電子株式会社

株式会社シマンテック

株式会社シマント

清水建設株式会社

株式会社シムス

シムックス株式会社

シムマヤジオ合同会社

株式会社 Journal Entertainment Tribute

シャープ株式会社

ＪｉｂｅＭｏｂｉｌｅ株式会社

Ｓｈｉｎｅ合同会社

社会福祉戦略研究所株式会社

株式会社ジャスウィル

株式会社ジャックス

株式会社 JANAソリューション

ジャパンシステム株式会社

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会

株式会社ジャパンヘルスケア

株式会社ジャフコ

株式会社ｓｈａｒａｑ

一般社団法人車輌情報活用研究所
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特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（サ行） 法人会員（サ行）

株式会社シンクフィット

シングラー株式会社

シンクランド株式会社

シンクロン・ジャパン株式会社

一般社団法人新経済連盟

新興サービス株式会社

新光商事株式会社

株式会社人工生命研究所

株式会社信興テクノミスト

新光電気工業株式会社

一般社団法人信州オープンビジネスアライアンス

株式会社ジンズ

株式会社新生銀行

新生電子株式会社

新世代インテリジェントシティコンソーシアム

新世代Ｍ２Ｍコンソーシアム

ジンテック株式会社

新電元工業株式会社

株式会社新東通信

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

新日鉄住金化学株式会社

株式会社新日本コンサルタント

新日本コンピュータマネジメント株式会社

新日本有限責任監査法人

株式会社新農林社

SIMPLEX QUANTUM株式会社

新菱冷熱工業株式会社

森林 IoT 推進協会

人和ネットワーク株式会社

株式会社ＺＵＵ

株式会社スーパーアプリ

株式会社スーパーソフトウエア

株式会社末広システム

株式会社スカイディスク

株式会社スカイリー・ネットワークス

株式会社 scouty

スカパー JSAT株式会社

Scarabs.com

株式会社Ｓｋｅｅｄ

スキューズ株式会社

スキルインフォメーションズ株式会社

有限会社スクラッチソフト

Skrum

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス

上海智能信息系統有限会社

株式会社集英社

一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会

株式会社１６Ｌａｂ

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

ジュニパーネットワークス株式会社

JurisTech

株式会社ジュン

特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク

株式会社ジョイアス

JOYUP MEDIA CO.,LTD

株式会社ジョイ　ワールド　パシフィック

株式会社翔泳社

昌栄電機株式会社

城ヶ崎経営研究所

株式会社商工組合中央金庫

株式会社湘南ユニテック

正林国際特許商標事務所

情報技術開発株式会社

一般社団法人情報サービス産業協会

独立行政法人情報処理推進機構

一般社団法人情報通信医学研究所

一般社団法人　情報通信技術委員会

国立研究開発法人情報通信研究機構

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会

翔陽税理士法人施策支援室

昭和シェル石油株式会社

昭和電工株式会社

ジョーカーピース株式会社

ジョージ・アンド・ショーン合同会社

ジョバティカル

ジョルダン株式会社

株式会社ジョルテ 

ジョンソンコントロールズ株式会社

シリコンプラネット株式会社

社会福祉法人シルヴァーウィング

シルベオフィス

神栄テストマシナリー株式会社

信越化学工業株式会社

信越電気防災株式会社

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

株式会社シンカ

公益社団法人新化学技術推進協会

株式会社新川

株式会社Singular Perturbations
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（サ行） 法人会員（サ行）

住友金属鉱山株式会社

住友建機株式会社

住友商事株式会社

住友精密工業株式会社

住友電気工業株式会社

住友ベークライト株式会社

住友三井オートサービス株式会社

住友林業株式会社

スリーアップ・テクノロジー

スリーウッドタイヤの森

スリープログループ株式会社

株式会社スワローインキュベート

セイコーインスツル株式会社

セイコーエプソン株式会社

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーホールディングス株式会社

株式会社セイノー情報サービス

清野経営事務所

西武信用金庫

合同会社セイフティーアーキテクト

株式会社生命科学インスティテュート

税理士事務所門和輝

西菱電機株式会社

星和電機株式会社

ゼータコンサルティング株式会社

セールスオンデマンド

株式会社セールスフォース・ドットコム

セールスワン株式会社

セーレン株式会社

セガサミーホールディングス株式会社

株式会社セカンドファクトリー

積水化学工業株式会社

積水ハウス株式会社

関電気株式会社

ＳｅｃｕｒｅＷｏｒｋｓＪａｐａｎ株式会社

株式会社Ｓｅｃｕａｌ

一般財団法人石油エネルギー技術センター

石油化学工業協会

石油資源開発株式会社

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

株式会社セキュリシス総合研究所

ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社

セコム株式会社

株式会社セゾン情報システムズ

株式会社セック

株式会社スクロール

株式会社ズコーシャ

スズキ株式会社

鈴幸商事株式会社

鈴田峠農園有限会社

スズトクホールディングス株式会社

株式会社ＳＵＳＵＢＯＸ

鈴与商事株式会社

鈴与マタイ株式会社

株式会社スター精機

スターネット株式会社

株式会社スターワン

スタイラー株式会社

株式会社スタイルズ

有限会社スタックシステム

株式会社スタメン

ステアーテクノロジーズ株式会社

株式会社ステラクラフト

株式会社ストラク・ラボ

株式会社Ｓｔｒｏｂｏ

株式会社スナーク

株式会社スナップショット

スフィンクスソフトウェア JSC

スフェラーパワー株式会社

株式会社スプラウト

株式会社スプラウトジャパン

スペース・ソルバ株式会社

株式会社スペースタイムエンジニアリング

スペースブリッジ

株式会社スペースマーケット

合同会社スマートウォーター

株式会社SmartHR

株式会社スマートエデュケーション

株式会社ｓｍａｒｔ－ＦＯＡ

株式会社スマートコムラボラトリーズ

株式会社スマートバリュー

スマートメディカル株式会社

スマートラックテクノロジー香港株式会社

スマートルアー

株式会社スマートワン

SMILABLE 株式会社

株式会社スマイルワークス

株式会社スマレジ

住商グローバル・ロジスティクス株式会社

住友化学株式会社
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特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（サ行） 法人会員（サ行）

株式会社仙台放送

株式会社先端共研

株式会社先端力学シミュレーション研究所

株式会社センチュリー

センチュリー・システムズ株式会社

Sendo & Sendo

株式会社セントラル情報サービス

全日本空輸株式会社

全日本金属産業労働組合協議会

全日本食品株式会社

株式会社ZenmuTech

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリンデータコム

ＳＯＩＮＮ株式会社

株式会社創機システムズ

合資会社慧研究所

綜合警備保障株式会社

株式会社総合ＰＲ

総合メディカル株式会社

双日株式会社

株式会社総社技術コンサルタント

株式会社ＳＯＺＯ

株式会社荘鉄工所

株式会社創風システム

総和運輸株式会社

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

株式会社 Social Area Networks

株式会社Sohwa & Sophia Technologies

株式会社XOXZO

株式会社ソトー

ソナス株式会社

ソニー株式会社

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

ソニービジネスソリューション株式会社

株式会社ソニーペイメントサービス

株式会社ソニックス

ソネオス株式会社

ソネット株式会社

ソネットメディアネットワークス

株式会社Ｓｏｐｈｉａ　Ｈｉｌｌ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｐａｒ

ｔｎｅｒｓ

株式会社ソフテック

株式会社ソフトアカデミーあおもり

株式会社ソフトエイジェンシー

株式会社ソフトテックス

ＺＥＫＫＯ株式会社

株式会社ＺＭＰ

株式会社セットスペックス

ZTE ジャパン株式会社

株式会社Ｚ－Ｗｏｒｋｓ

瀬戸内エンジニアリング株式会社

株式会社セナネットワークス

ゼニット株式会社

株式会社GENECH DATA SOLUTIONS

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネラルリソース

ゼネリックソリューション株式会社

株式会社Ｘｅｎｏｍａ

株式会社セフティーアングル

株式会社セブン銀行

株式会社SEVEN SEAS

セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社

セムテック・ジャパン合同会社

株式会社セラク

株式会社セラフ

セルスペクト株式会社

株式会社ＳＥＬＴＥＣＨ

セルテック株式会社

SELF株式会社

株式会社Ｃｅｒｅｖｏ

株式会社ゼロソフト

ＺＥＲＯＢＩＬＬＢＡＮＫＬＴＤ

０１フィラメント株式会社

千株式会社

繊維産業流通構造改革推進協議会

全景株式会社

一般社団法人全国ＬＰガス協会

一般社団法人全国清涼飲料連合会

全国石油商業組合連合会

一般社団法人全国地域情報産業団体連合会

NPO法人全国万引犯罪防止機構

SENSY株式会社

株式会社センシスト

千住金属工業株式会社

千寿知財企画

センスアビリティ株式会社

センスシングスジャパン株式会社

株式会社ＳｅｎＳｐｒｏｕｔ

株式会社CenterQ

センターフィールド株式会社
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ソフトバンク株式会社

ソフトバンクグループ株式会社

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

公益財団法人ソフトピアジャパン

株式会社ソフトフロント

株式会社ソフトベンチャー

株式会社ソラ・ユニバーサルアーカイブス

株式会社ソラコム

ソラスシステムズ

ソラミツ株式会社

ソリッドインテリジェンス株式会社

株式会社ソリトンウェーブ

株式会社　ソリトンシステムズ

ソリマチ株式会社

株式会社ソリマチ技研

株式会社ソルクシーズ

株式会社ソルティスター

それいけシステムコンサルティング株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

損害保険ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

法人会員（サ行） 法人会員（タ行）

ターゲッティング株式会社

株式会社タアフ

株式会社ターボデータラボラトリー

株式会社第一印刷所

第一環境株式会社

第一交通産業株式会社

株式会社第一コンピュータサービス

第一三共株式会社

第一三共ＲＤノバーレ株式会社

株式会社第一生命経済研究所

第一生命保険株式会社

大栄環境株式会社

株式会社ダイカ

タイガフーズ株式会社

ダイキン工業株式会社

大興電子通信株式会社

泰興物産株式会社

株式会社ダイシン

株式会社タイズ

大成建設株式会社

大成ネット株式会社

ダイダン株式会社

大東建託株式会社

大日精化工業株式会社

大日本印刷株式会社

ダイハツ工業株式会社

株式会社ダイフク

タイムカプセル株式会社

ダイヤモンド電機株式会社

太洋工業株式会社

太陽石油株式会社

大陽日酸株式会社

太陽誘電株式会社

大和製罐株式会社

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション

大和ハウス工業株式会社

高桑美術印刷株式会社

株式会社 高崎共同計算センター

高砂熱学工業株式会社

株式会社高田工業所

株式会社高見沢ソリューションズ

株式会社タカヤコミュニケーションズ

宝印刷株式会社

株式会社タカラトミー

株式会社タグキャスト
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特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（タ行） 法人会員（タ行）

株式会社チェンジ

株式会社チカク

チケイ株式会社

智源株式会社

株式会社チップワンストップ

株式会社チノー

千葉エコ・エネルギー株式会社

株式会社千葉ロッテマリーンズ

有限会社茶夢

株式会社チャレンジ

株式会社中央コリドー

特定非営利活動法人中央コリドー情報通信研究所

中外製薬株式会社

中国経済連合会

株式会社中電シーティーアイ

中部電力株式会社

中部日本放送株式会社

株式会社調和技研

株式会社千代田グラビヤ

株式会社通信放送国際研究所

合同会社ツクル

都築電気株式会社

ツネイシホールディングス株式会社

ツヤトモ株式会社

株式会社ティ・エム・エフ・アース

ＴＩＳ株式会社

ＤＩＣ株式会社

株式会社ＴＩＢＣ

株式会社ディアンドアイシステムコンサルティング

株式会社ディー・ディー・エス

株式会社TRホールディングス

ディーアイエスソリューション株式会社

株式会社T-ICU

T&TIS 株式会社

ＴＨＥパワーグリッドソリューション株式会社

ディー・エス・エムジャパン株式会社

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社DeNAライフサイエンス

株式会社TMT

株式会社ディー・エム・ピー

ＴＯＡ株式会社

株式会社ディー・オー・エル

ＤＣＭホールディングス株式会社

株式会社D2C

株式会社DTSインサイト

タグジャパン株式会社

株式会社タクト

株式会社匠技術研究所

タクミ建設

株式会社タグワン

株式会社竹中工務店

株式会社タスカジ

株式会社Tadaku

株式会社 TAK・アナリティクス・リサーチ

株式会社ＴＡＣＫ＆Ｃｏ．

ダックケーブル株式会社

ダッソー・システムズ株式会社

Touchcard 株式会社

ダットジャパン株式会社

株式会社タツノ

株式会社立山科学ワイヤレステクノロジー

株式会社立山システム研究所

株式会社タナカ技研

田中電気株式会社

株式会社タニタヘルスリンク

TANOTECH株式会社

田淵電機株式会社

WSN利用促進協議会

株式会社ダブル・エス・エヌ

株式会社ダブルシャーププラス

株式会社ダブルスタンダード

株式会社タマ

多摩ケーブルネットワーク株式会社

タマチ電機株式会社

タマホーム株式会社

株式会社DUMSCO

タメコ株式会社

株式会社タルコー

タレンタ株式会社

株式会社タレントアンドアセスメント

Ｔａｎｇｅｒｉｎｅ株式会社

株式会社DAncing Einstein

株式会社ダンロップスポーツウェルネス

地域エネルギー株式会社

一般財団法人地域創生光と風の会

チーム　ペンゴー

株式会社チームＡＩＢＯＤ

一般社団法人チームスキル研究所

株式会社チームスピリット

特定非営利活動法人Ｃｈｅｃｋ
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法人会員（タ行） 法人会員（タ行）

テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社

株式会社テクノプロジェクト

株式会社テクノラボ

テクマトリックス株式会社

株式会社テクロック

株式会社デザイニウム

デザインプロモーション株式会社

株式会社デジオン

株式会社デジスター

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

株式会社デジタルイノベーションイニシアティブ

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

株式会社デジタルガレージ

株式会社デジタルグローバルシステムズ

デジタル・シンク株式会社

デジタルソリューション株式会社

株式会社デジタルハーツ

デジタルハリウッド大学大学院

株式会社デジタル・ヒュージ・テクノロジー

デジタルファッション株式会社

一般社団法人デジタルファブリケーション協会

株式会社デジック

テックビューロ株式会社

ＴＥＡＤ株式会社

株式会社デナリパム

株式会社デバイス＆システム・プラットフォーム開発セン

ター

株式会社デバイスラボ

テブラル

株式会社デベルアップジャパン

Ｔｅｍａｒｉ

株式会社デモックス

株式会社デュース・テクノロジーズ

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

株式会社寺岡精工

株式会社テラスカイ

テラスマイル株式会社

株式会社ＴＥＲＡＤＡ．ＬＥＮＯＮ

株式会社テララコード研究所

デリカフーズ株式会社

株式会社デリバリーコンサルティング

デリバリーサポートシステム株式会社

株式会社テリロジーワークス

デルタ電子株式会社

一般社団法人テレコムサービス協会

株式会社ディーディーエル

株式会社ＴＴＫ

ＴＤＣソフト株式会社

DTラボ株式会社

株式会社ディートレーダー

株式会社ティーネットジャパン

ＴＰＲエンプラ株式会社

株式会社TBSテレビ

株式会社TBグループ

DBJキャピタル株式会社

T4U株式会社

株式会社TYK

ＴＨＫ株式会社

株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍＤＭＭ．ｍａｋｅＡＫＩＢＡ

株式会社ＴＫＩ

株式会社テイコク

ディジインターナショナル株式会社

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル

帝人株式会社

帝人フロンティア株式会社

株式会社ティップス

株式会社ＴＴＥＳ

株式会社ＤＴＳ

ＴＤＫ株式会社

株式会社ディバータ

TVISION INSIGHTS株式会社

株式会社ディマージシェア

株式会社テーオー小笠原

株式会社デーコム

データエクスチェンジコンソーシアム有限責任事業組合

データキュレーション株式会社

データクック株式会社

一般社団法人データクレイドル

株式会社DataSign

データスパーク株式会社

データセクション株式会社

データテクノロジー株式会社

株式会社データ・デザイン

株式会社データブロード

株式会社データ未来研究センター

データライブ株式会社

テービーテック株式会社

株式会社適正地盤構造設計

株式会社テクノサイト

株式会社テクノシステムリサーチ
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IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（タ行） 法人会員（タ行）

株式会社東京海上日動コミュニケーションズ

東京ガス株式会社

東京ガスｉネット株式会社

東京コスモス電機株式会社

東京システムハウス株式会社

株式会社東京システムリサーチ

東京商工会議所

東京女子医科大学東医療センター

TOKYO SMARTCAST株式会社

東京センチュリー株式会社

株式会社東京大学エッジキャピタル

東京建物株式会社

東京建物不動産販売株式会社

株式会社東京デジタルネットワーク

東京電力株式会社

東京都立産業技術研究センター

東京レーダー株式会社

株式会社道銀地域総合研究所

株式会社統合化ＢＯＭ研究センター

株式会社東光高岳

株式会社東芝

東芝機械株式会社

東芝デジタルソリューションズ株式会社

東芝テック株式会社

東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社

東芝三菱電機産業システム株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

株式会社道新デジタルメディア

東杜シーテック株式会社

東武ビジネスソリューション株式会社

東宝株式会社

東朋テクノロジー株式会社

東北インフォメーション・システムズ株式会社

株式会社東北新社

東北大学情報知能システム研究センター

東北大学未来科学技術共同研究センター

株式会社東北ドローン

株式会社トゥモロー・ネット

株式会社東洋信号通信社

株式会社東陽テクニカ

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

東洋紡株式会社

株式会社True Data　

東レ株式会社

一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター

株式会社　テレパワー

株式会社テレビ朝日

株式会社テレワークマネジメント

デロイトトーマツコンサルティイング合同会社

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

デロイト トーマツベンチャーサポート株式会社

デロイトトーマツリスクサービス株式会社

デンカ株式会社

電気通信大学

株式会社TeNKYU

株式会社テンクー

株式会社電算

合同会社電視工芸

電子出版社ハッカドロップス

一般社団法人電子情報技術産業協会

株式会社電盛社

株式会社デンソー

株式会社デンソーウェーブ

株式会社デンソーテン

株式会社電玉

株式会社電通

株式会社電通国際情報サービス

株式会社電通サイエンスジャム

電通システム販売株式会社

株式会社電通デジタル

株式会社電通テック

株式会社電通ブルー

株式会社電脳企画

株式会社電脳商会

有限会社電マーク

一般財団法人電力中央研究所

一般社団法人電波産業会

東亞合成株式会社

東亜ソフトウェア株式会社

トゥインクルスプリンクルジャパン株式会社

ドゥーマンズ株式会社

株式会社東海情報システム

東急建設株式会社

株式会社東急スポーツオアシス

東急不動産株式会社

東京アプリケーションシステム株式会社

東京エレクトロンデバイス株式会社

株式会社東京海上研究所

東京海上日動火災保険株式会社
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IoT 推進ラボ会員リスト
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特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（タ行） 法人会員（タ行）

株式会社トラベルテックラボ

合同会社 toraru

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

Tranzac 株式会社

トランスコスモス株式会社

トランスフォーメーションイニシアティブ株式会社

トリオシステムズ株式会社

鳥巣経営研究所

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

トレジャーデータ株式会社

株式会社トレック

トレックス・セミコンダクター株式会社

ドレミングアジア株式会社

株式会社トレンディ

トレンドマイクロ株式会社

ドローン・ジャパン株式会社

株式会社ドン・キホーテ

東レエンジニアリング株式会社

ＤＯＷＡメタルマイン株式会社

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

株式会社トーク

株式会社ＴＯＳＹＳ

株式会社Toshin

東ソー株式会社

TOTO株式会社

有限責任監査法人トーマツ

トーヨーカネツ株式会社

有限会社トーワテック

十勝・士幌農業 IoT 教育普及推進チーム

公益財団法人とかち財団

常磐システムエンジニアリング株式会社

公益財団法人徳島経済研究所

合同会社ＴＯＫＺＵＭ

徳永陶磁器株式会社

特定非営利活動法人観光情報流通機構

株式会社トクヤマ

ドコモ・システムズ株式会社

株式会社ドコモCS四国

ドコモ・ヘルスケア株式会社

栃木ロイヤル交通株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社トッパンＴＤＫレーベル

トッパン・フォームズ株式会社

ｔｏｎｏｉ株式会社

飛島建設株式会社

トビラシステムズ株式会社

株式会社トプコン

株式会社トプスシステムズ

株式会社トポロジ

株式会社巴川製紙所

株式会社トモノカイ

トヨタ自動車株式会社

株式会社豊田自動織機

豊田通商株式会社

トヨタファイナンス株式会社

トヨタホーム株式会社

豊中計装株式会社

株式会社トライアルホールディングス

トライアロー株式会社北海道支店開発センター

株式会社トライバルメディアハウス

トライポッドワークス株式会社

トライミール株式会社
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特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

株式会社ナ・デックス

株式会社ナーツ

株式会社ナイスク

NineF 合同会社

ナインソーツコンサルティング株式会社

株式会社NAVICO

株式会社　永栄

有限会社中庭情報サービス

株式会社ナカノアイシステム

特定非営利活動法人　長野県 IT コーディネータ協議会

長野住宅環境有限会社

株式会社中松商会

中村機械商事株式会社

仲山鉄工株式会社

株式会社ナカヨ

ナクシス株式会社

名古屋王者株式会社

株式会社名古屋銀行法人営業部

名古屋大学

名古屋理研電具株式会社

ナシュア・ソリューションズ株式会社

株式会社ナスカ

ナチュラルキャピタルメトリクス

ナッジ株式会社

株式会社ナッセ

株式会社夏目綜合研究所

一般社団法人ナノ・バイオ IoE 認証システム協議会

株式会社ナノオプト・メディア

ナノバイオＩＴ株式会社

株式会社ナビゲーションズ

株式会社ナビック

ナプソン株式会社

ナブテスコ株式会社

株式会社ナブラ・ゼロ

株式会社Ｎａｙｕｔａ

株式会社ナレッジフォーサイト

南海電気鉄道株式会社

南丹清掃株式会社

株式会社南都銀行

新潟工科大学

株式会社ニコン

株式会社ニコンシステム

西日本電信電話株式会社

西松建設株式会社

西村あさひ法律事務所

法人会員（ナ行）

株式会社日情システムソリューションズ

株式会社日創建

日揮プラントイノベーション株式会社

特殊法人ニック研究所

株式会社日経BP

株式会社日建設計

日研トータルソーシング株式会社

日建リース工業株式会社

株式会社日光企画

日産自動車株式会社

日商エレクトロニクス株式会社

日新火災海上保険株式会社

株式会社日新システムズ

株式会社ニッセイコム

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

株式会社日専連

日鉄住金総研株式会社

日鉄ソリューションズ株式会社

日鉄日立システムエンジニアリング株式会社

日東工業株式会社

日東電工株式会社

日本コントロールシステム株式会社

日本製紙クレシア株式会社

株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

日本通運株式会社

日本電気株式会社

株式会社日本取引所グループ

日本発条株式会社

日本ヒーター株式会社

株式会社ニッポン放送

ニフティ株式会社

一般社団法人日本オー・エム・ジー

特定非営利活動法人日本アーティスト協会

一般財団法人日本ＩＴＵ協会

日本アイ・ビー・エム株式会社

株式会社日本アシスト

一般社団法人日本アルミニウム協会

一般社団法人日本安全安心 ICT化協会

日本板硝子株式会社

一般社団法人日本イベント産業振興協会

日本インターネットエクスチェンジ株式会社

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会

株式会社日本インテックシステム

日本ウォーターズ株式会社

株式会社日本ＨＰ

法人会員（ナ行）
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2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（ナ行）

日本ＡＴＭ株式会社

一般社団法人日本エコ・アグリテクノロジー

特定非営利活動法人日本エステティック機構

日本ＬＰガス協会

日本オートマチックマシン株式会社

日本オラクル株式会社

株式会社日本科学技術研修所 

一般社団法人日本化学工業協会

日本化学繊維協会

日本ガスメーター工業会

日本化繊株式会社

公益社団法人日本観光振興協会

日本気象株式会社

一般財団法人日本気象協会

一般社団法人日本教育情報化振興会

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社

一般社団法人日本計量機器工業連合会

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

一般社団法人日本建設機械工業会

日本工営株式会社

日本航空株式会社

一般財団法人日本交通安全教育普及協会

日本光電工業株式会社

日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

日本サイプレス株式会社

日本サムスン株式会社

日本シーバ株式会社

日本システムウエア株式会社

日本システム開発株式会社

一般社団法人日本自動認識システム協会

一般社団法人日本シニア起業支援機構

日本シノプシス合同会社

株式会社日本・社会システムラボラトリー

日本写真印刷株式会社

日本商工会議所

特定非営利活動法人日本情報技術取引所

NPO法人日本情報システム・コンサルタント協会

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

日本情報通信株式会社

日本省力機械株式会社

株式会社日本触媒

日本真珠輸出組合

株式会社日本新電力総合研究所

株式会社日本政策投資銀行

株式会社日本生産技術研究所

法人会員（ナ行）

日本生命保険相互会社

日本ゼオン株式会社

株式会社日本総合研究所

日本曹達株式会社

日本宅配システム株式會社

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会

日本調剤株式会社

日本ティーマックスソフト株式会社

日本ディクス株式会社

株式会社日本データ取引所

一般社団法人日本データビジネス協会

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

日本テラデータ株式会社

日本電気計器検定所

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本電気制御機器工業会

日本電気通信システム株式会社

日本電業工作株式会社

日本電産株式会社

日本電子株式会社

一般社団法人日本電子回路工業会

日本電信電話株式会社

一般社団法人日本電線工業会

日本特殊陶業株式会社

日本ナレッジ株式会社

日本ニューマチック工業株式会社

日本農業情報システム協会

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

日本ノーベル株式会社

日本ＮｏｎＳｔｏｐイノベーション株式会社

一般社団法人日本半導体製造装置協会

日本ＢＤ株式会社

株式会社日本ビジネス開発

日本美食株式会社

日本ヒューレット・パッカード株式会社

一般社団法人日本ファインセラミックス協会

一般社団法人日本フィットネス産業協会

日本フォーム印刷工業連合会

一般社団法人日本物流システム機器協会

一般社団法人日本プライバシー認証機構

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会

一般社団法人日本分析機器工業会

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

株式会社日本防犯設備
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法人会員（ナ行） 法人会員（ナ行）

日本マイクロシステムズ株式会社

日本マイクロソフト株式会社

日本マルチメディア・エクイップメント株式会社

日本無線株式会社

日本モニターパネル業協会

日本ユニシス株式会社

日本ラッド株式会社

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社

NEUSOFT Japan 株式会社

株式会社ニューチャーネットワークス

一般財団法人ニューメディア開発協会

株式会社ニューロスペース

株式会社庭徳藤原造園

認知症総合支援機構株式会社

株式会社ネイン

ネオエネライフ合同会社

株式会社ネオキャリア

ネオス株式会社

ネクサート株式会社

株式会社ネクスウェイ

ネクスタパートナーズ

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

NEXT INDUSTRY ASIA Co., Ltd.

株式会社ネクストエデュケーションシンク

株式会社ネクストスケープ

株式会社ネクストベース

株式会社Nextremer

株式会社ネクセイト

ネストビジュアル株式会社

ネタトモ ジャポン

ネットアップ株式会社

ネットイヤーグループ株式会社

株式会社ネットウエル

ネットエージェント株式会社

NetCONNECT株式会社

ネットサポート株式会社

ネットチャート株式会社

株式会社ネットリソースマネジメント

株式会社ネットワーク・コーポレーション

ネットワンパートナーズ株式会社

株式会社ノイクリード

株式会社農業情報設計社

特定非営利活動法人脳梗塞・心筋梗塞再発予防センター

株式会社農直ＨＯＮＯＫＡ

株式会社脳リハビリネットワーク

株式会社ノエックス

ノースヒルズ溶接工業株式会社

株式会社ノーニューフォークスタジオ

株式会社野上技研

ノキアソリューションズ＆ネットワークス株式会社　

軒先株式会社

株式会社ノダ

ノバルス株式会社

野村證券株式会社

株式会社野村総合研究所

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社
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ＨａｒｖｅｙＮａｓｈＪａｐａｎ株式会社

パーカー・ハネフィン日本株式会社

株式会社VAAK

株式会社PKSHA Technology

株式会社ハースト婦人画報社

Personal Football

株式会社パーソンリンク

株式会社ハーティスシステムアンドコンサルティング

ハードウェアトレックコーポレーション

株式会社ハートネットワーク

Bird fab studio

ハートランド・データ株式会社

株式会社バートン

株式会社バーナードソフト

herbio

株式会社ＨＡＲＰ

株式会社ハーモニーレジデンス

一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム

パイオニア株式会社

バイクル株式会社

株式会社ハイシンク創研

ハイソル株式会社

ハイテクインター株式会社

株式会社ハイテックシステム

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所

株式会社パイプドビッツ

株式会社ハイマックス

株式会社パイロン

株式会社Ｈｕｂｅｒ．

株式会社パエリア

株式会社バオバブ

ＨａｇａＳｏｆｔｗａｒｅＤｅｓｉｇｎ

株式会社ハカルス

バカン

株式会社ハグカム

パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社

株式会社博報堂

パシフィックシステム株式会社

株式会社パシフィックボイス

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パスカル

株式会社パスコ

パスロジ株式会社

株式会社パソナ

株式会社パソナテック

法人会員（ハ行）法人会員（ハ行）

株式会社働きごこち研究所

株式会社ハチたま

八面六臂株式会社

株式会社ハッカズーク

ＨＡＣＫＪＡＰＡＮホールディングス株式会社

合同会社パッチドコニックス

歯っぴー株式会社

株式会社ハッピーコム

株式会社バッファロー

ＰａｔｅｎｔＩｓｌａｎｄ株式会社

株式会社パトライト

株式会社パドラック

パナソニック株式会社

パナソニックソリューションテクノロジー株式会社

パナソニック ITS株式会社

パナソニックシステムデザイン株式会社

パナソニックヘルスケア株式会社

株式会社ハナテックコンピュータシステム

パナホーム株式会社

株式会社バニーホップ

バニヤン・パートナーズ株式会社

ハネウェルジャパン株式会社

ハバス合同会社

株式会社Hub Tokyo

株式会社パブリックリレーションズ

浜井電球工業株式会社

株式会社浜野製作所

浜松ホトニクス株式会社

Hamee株式会社

林公認会計士事務所

原田産業株式会社

Ｐａｌａｂｒａ株式会社

バリオセキュア株式会社

バリサイト株式会社

株式会社バルク

パルシステム生活協同組合連合会

パルスボッツ株式会社

バルテス株式会社

株式会社バレイキャンパスジャパン

株式会社ハレックス

株式会社　パロマ

有限会社万栄産業

株式会社阪急阪神カード

株式会社汎建大阪製作所

株式会社ハンティングフィールド
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法人会員（ハ行）

株式会社バンテック

株式会社阪南コーポレーション

合同会社Bambus

バンプレコーダー株式会社

HERE Japan 株式会社

株式会社ＰＩＡＬａｂ．

株式会社ＢＩ．Ｇａｒａｇｅ

株式会社Be&Do

ビーウィズ株式会社

ピーエイチ・プラス株式会社

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社ビーエスシー

ＰＳソリューションズ株式会社

株式会社ＰＦＵ

株式会社BM Comp

株式会社ビーエムシー

株式会社ピーエムティー

株式会社ビーコンテクノロジーズ

ビーサイズ株式会社

ＰＣＩソリューションズ株式会社

株式会社ＰＥＡＣＥ

株式会社P sourire

ＰｗＣあらた監査法人

PTCジャパン株式会社

合同会社ＰＤジャパン

株式会社ＨＥＡＴＥＣ

株式会社ビート・クラフト

株式会社Beat Communication

株式会社ヒートポンプ研究所

ビートラックスジャパン合同会社

ビー・ビー・バックボーン株式会社

ビープラッツ株式会社

ビープル株式会社

日置電機株式会社

株式会社東日本計算センター

東日本電信電話株式会社

株式会社光コム

株式会社ビキア

ピクスー株式会社

株式会社ピクセラ

株式会社ピクセル

一般社団法人飛行体空間協議会

株式会社ビザスク

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

株式会社Vizitech ソリューション　

法人会員（ハ行）

株式会社ビジネスインテリジェンスネットワーク

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

ビジネスクリエイション株式会社

株式会社ビジネスプロディュース

VieJeu 株式会社

株式会社ビジョナリー・デザイン

ビジョナリーイメージングサービス株式会社

株式会社ＰＩＪＩＮ

ＢｉｚＭｏｂｉｌｅ株式会社

株式会社ビズライト・テクノロジー

株式会社ビズリーチ

日立アプライアンス株式会社

株式会社日立インフォメーションアカデミー

日立化成株式会社

日立キャピタル株式会社

日立工機株式会社

株式会社日立国際電気

株式会社日立コンサルティング

株式会社日立産機システム

株式会社日立産業制御ソリューションズ

株式会社日立システムズ

株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立情報通信エンジニアリング

株式会社日立製作所

日立造船株式会社

株式会社日立ソリューションズ

株式会社日立ソリューションズ西日本

株式会社日立ソリューションズ東日本

株式会社日立超ＬＳＩシステムズ

株式会社日立ハイテクソリューションズ

株式会社日立ハイテクノロジーズ

日立マクセル株式会社

株式会社ビッグツリー

株式会社ビックボイス

ビッグローブ株式会社

ビットキャスト株式会社

株式会社Hit － C

ビットジュール合同会社

株式会社ビット・トレード・ワン

株式会社ｂｉｔＦｌｙｅｒ

株式会社ビデオマーケット

株式会社ビデオリサーチ

株式会社ビデオリサーチインタラクティブ

株式会社ヒトラボジェイピー

株式会社ヒナタデザイン



－ 31 －

IoT 推進ラボ会員リスト
2019年 4月18日時点

特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（ハ行）法人会員（ハ行）

株式会社桧家ホールディングス

日野自動車株式会社

日之出紙器工業株式会社

株式会社ヒバラコーポレーション

響合同会社

株式会社ビビンコ

株式会社ぴやまる

株式会社ヒューネス

ヒュービットジェノミクス株式会社

株式会社ヒューマン・ネットワーク

株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー

ヒューマンズ・ネット株式会社

株式会社ヒューマンスピリッツ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

ヒューマンリレーションネクスト株式会社

ビューローベリタスジャパン株式会社

株式会社ＨＵＭＳ

表示灯株式会社

株式会社日吉

BeyondNextVentures 株式会社

一般財団法人ひらめき財団

ビリングシステム株式会社

株式会社Viling ベンチャーパートナーズ

株式会社ビルドシステム

株式会社Ｐｙｒｅｎｅｅ

株式会社ＨＩＲＯＩＣＴ研究所

廣瀬無線電機株式会社

ぴんころ

華為技術日本株式会社

FirstFourNotes,LLC

ファーマーズサポート株式会社

株式会社ファームシップ

株式会社ファームノート

株式会社ファイアフライ

ファイテン株式会社

株式会社ファイネット

株式会社ファイバーゲート

株式会社ファイン

ファインディ株式会社

株式会社ファインテック

株式会社ファストスプレッド

株式会社ファストトラックイニシアティブ

ファッションポケット株式会社

有限責任事業組合ファブカフェ

株式会社ＦａＢｏ

株式会社ファミリーネットワークシステムズ

ファルコンシステムコンサルティング株式会社

ファンチーム株式会社

株式会社ファンブライト

フィールドデザイン株式会社

株式会社フィールトラスト

株式会社ブイエムシー

株式会社ブイキューブロボティクス・ジャパン

株式会社フィックスターズ

株式会社フィット

フィラーシステムズ株式会社

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

株式会社ＦｉＮＣ

株式会社フィンチジャパン

株式会社ブートロック

株式会社ブール・ジャパン

株式会社フェニックスソリューション

フェリカネットワークス株式会社

フェリカポケットマーケティング株式会社

フェンリル株式会社

株式会社フォーカスシステムズ

フォーカルポイント株式会社

フォージビジョン株式会社

フォーティネットジャパン株式会社

株式会社フォーバル

株式会社フォーバルテクノロジー

フォーブスジャパン編集部

フォーミュラ・ビジネス・インターネット有限会社

株式会社フォーラムエイト

フォルシア株式会社

株式会社フォルテ

株式会社フォレスタ経営

株式会社Phone Appli

株式会社　福島情報処理センター

福西電機株式会社

株式会社フクル

富士インフォックス・ネット株式会社

有限会社藤川樹脂

富士機械製造株式会社

株式会社フジクラ

富士工業株式会社

株式会社不二越

株式会社富士山マガジンサービス

富士重工業株式会社

不二製油グループ本社株式会社
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法人会員（ハ行）法人会員（ハ行）

富士ゼロックス株式会社

富士ソフト株式会社

株式会社　Ｆｕｊｉｔａｋａ

株式会社藤田製作所

富士通株式会社

株式会社富士通アドバンストエンジニアリング

株式会社富士通エフサス

富士通エレクトロニクス株式会社

富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社

富士通クライアントコンピューティング株式会社

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

株式会社富士通交通・道路データサービス

株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ

株式会社富士通ゼネラル

富士通セミコンダクター株式会社

株式会社富士通総研

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

富士通ネットワークソリューションズ株式会社

株式会社富士通ビー・エス・シー

富士通フロンテック株式会社

富士電機株式会社

富士電機ＩＴソリューション株式会社

富士電機機器制御株式会社

株式会社フジミック

富士フイルム

扶桑電通株式会社

双葉電子工業株式会社

フックアップ

株式会社筆まめ

株式会社フテロシステム

フューチャーアーキテクト株式会社

株式会社フューチャースタンダード

フューチャーディベロップメント株式会社

FutureData 株式会社

Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｅｋ株式会社

株式会社フューチャーニーズ

フューチャープラニング

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

フューチャーモデル株式会社

FutuRocket 株式会社

芙蓉建設株式会社

芙蓉総合リース株式会社

株式会社PLISE

株式会社ブライダルプロデュースピープル

株式会社ブライトビジョン

プライマル株式会社

プライマルキャピタル

Plug and Play, LLC

株式会社ブラケアジェネティクス

ブラザー工業株式会社

株式会社フラジェリン

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスナレッジ

ブラックスター合同会社

ぷらっとホーム株式会社

株式会社プラネッツ

プラネット・テーブル株式会社

株式会社フランジア

プランティオ株式会社

株式会社プランテックコンサルティング

株式会社ＰｒｉａｃｔＡ

freee 株式会社

株式会社 Freewill

株式会社ブリコラージュ

株式会社ブリスコラ

株式会社ブリヂストン

ブリック・エ・モーティエ，アントワキャトル合同会社

フリックケア株式会社

フリックテック株式会社

株式会社 Flickfi t

株式会社Bridge

株式会社ＰｒｅｆｅｒｒｅｄＮｅｔｗｏｒｋｓ

株式会社プリモ

株式会社ブルーエアー

株式会社プルースコンサルティング

株式会社ブルーブックス

古河電気工業株式会社

古川電気工業株式会社

古河ネットワークソリューション株式会社

Brunel Japan Energy K.K.

古野電気株式会社

株式会社ブレイブワークス

株式会社ブレイン

株式会社ブレイン・ラボ

一般社団法人ブレインインパクト

ブレインズテクノロジー株式会社

株式会社ブレインチャイルド

株式会社フレクト

株式会社フレックスジャパン

フレボワークス株式会社
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法人会員（ハ行） 法人会員（ハ行）

プレミアグループ株式会社

株式会社プレミアムアーツ

株式会社プロアクション

株式会社プロ・アクティブ

ブロードバンドジャパン株式会社

株式会社ブロードバンドセキュリティ

株式会社ブロードバンドタワー

株式会社ブロードリーフ

株式会社フローベル

株式会社プロジェクト地域活性

株式会社プロジェクト・ルネサンス

株式会社 Pro-SPIRE

株式会社プロセスバンク

株式会社プロソア

社会福祉法人プロップ・ステーション

プロティビティ合同会社

株式会社プロトコーポレーション

プロトマーケティング株式会社

株式会社プロノハーツ

株式会社プロビデント

プロファイルズ株式会社

株式会社プロフェース・システムズ

株式会社プロフェースシステムズ

一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フ

リーランス協会

株式会社フロムスクラッチ

プロメディア株式会社

フロンティア・マネジメント株式会社

株式会社 FRONTEO

株式会社文化社

株式会社文泉堂

株式会社ベイカーストリート

株式会社ベイカレントコンサルティング

株式会社ベイキューブシー

ベイシスイノベーション株式会社

ペイパルジャパン株式会社

PaylessGate 株式会社

合同会社ページマーク・ジャパン

株式会社ページワン

ＢＡＳＥ株式会社

株式会社ベースメントファクトリーデザイン

株式会社ベーネテック

ベジタリア株式会社

株式会社ベストマテリア

株式会社ベスプラ

ベッコフオートメーション株式会社

株式会社ヘッズ

株式会社HeSeL

株式会社ヘッドウェイ

株式会社ヘッドウォータース

ベッラ・ルーナ

ペニンシュラリソースラボ合同会社

株式会社ベネフィット・ワン

株式会社ベラ

株式会社ベリサーブ

べるきん株式会社

ベルケン経営システムズ

株式会社ヘルスケアシステムズ

株式会社ベルニクス

特定非営利活動法人ベルビー

株式会社ベルリング

株式会社勉強堂黒板製作所

Ｐｅｎｔａｔｏｎｉｃ株式会社

ボアソルチはら

保育ＩＣＴ株式会社

株式会社ボイスプロダクション

株式会社ポイントスリー

法政大学情報メディア教育研究センター

株式会社ボウラインマネジメント

株式会社ボーダー・アンド・ポーター

ボーダーレス合同会社

株式会社ボーダレス

株式会社ホープス

株式会社ホープフィールド

株式会社ボーンレックス

ボクシーズ株式会社

株式会社ほくつう

北陸通信ネットワーク株式会社

北陸電気工業株式会社

北陸電話工事株式会社

株式会社ポケット・クエリーズ

ホシデン株式会社

株式会社ホスピタリティ・ワン

株式会社北海道二十一世紀総合研究所

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

ボッシュ株式会社

株式会社ホットリンク

ポップニート株式会社

株式会社ホトロン

株式会社ポピンズ
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特別会員数 61
法人会員数 32032019年 4月をもって IoT 推進ラボの会員制度は終了しました

法人会員（ハ行）

堀江車輌電装株式会社

株式会社ホロンテクノロジー

株式会社ホロンワークス

株式会社ＷＨＩＴＥ

株式会社ホワイトホール

株式会社BONX

株式会社ホンダオート三重

本田技研工業株式会社

本田通信工業株式会社

ボンド株式会社

法人会員（マ行）

株式会社Mercury

合同会社マーキュリービジョン

MARKOUT Inc.

有限会社マークカードコミュニケーションズ

株式会社マーケティングセンター

株式会社マイクロ・シー・エー・デー

マイクロテクノロジー株式会社

一般財団法人マイクロマシンセンター

MicroWorld 株式会社

マイクロンメモリジャパン株式会社

株式会社マイソフト

株式会社マイト

株式会社マイナビ

株式会社マイ．ビジネスサービス .

米ライフ株式会社

株式会社マウンテン

株式会社前嶋

株式会社マガジンハウス

マクタアメニティ株式会社

マクニカネットワークス株式会社

有限会社マグネットインダストリー

株式会社マクロミル

真紫穂ラボ

株式会社ＭＡＳＳ

一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会

株式会社マストトップ

マスワークス合同会社

一般社団法人まちなかビーコン普及協議会

株式会社松尾商店

株式会社マッシュルーム

マツダ株式会社

松田綜合法律事務所

MATIS 株式会社

マテックス株式会社

株式会社的

manaviewプロジェクトチーム

株式会社マナブ測建

マニフェスト情報システム研究所

ＭｏｎｅｙＳｍａｒｔ株式会社

株式会社マネーフォワード

株式会社manebi

株式会社マピオン

株式会社豆蔵

株式会社豆蔵ホールディングス

MAMORIO株式会社
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法人会員（マ行）

株式会社ＭＡＹＡＳＹＳＴＥＭ

マルカワ

株式会社マルケト

丸昌産業株式会社

株式会社丸新

株式会社マルツ電波

マルティスープ株式会社

丸日本株式会社

丸文株式会社

丸紅株式会社

丸紅OKI ネットソリューションズ株式会社

丸紅情報システムズ株式会社

株式会社萬都

合資会社満福

有限会社ミール研究所

三浦工業株式会社

澪標アナリティクス株式会社

ミカド電装商事株式会社

ＭＩＫＡＷＡＹＡ２１株式会社

株式会社ミクニ

ミクロマクロリンク株式会社

株式会社みすず綜合コンサルタント

水の王国なんと株式会社

株式会社みずほ銀行

みずほ情報総研株式会社

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社ミスミ

Mistletoe 株式会社

三谷産業株式会社

三井化学株式会社

三井共同建設コンサルタント株式会社

三井情報株式会社

三井住友カード株式会社　

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社三井住友銀行

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井石油開発株式会社

三井倉庫ホールディングス株式会社

三井造船株式会社

三井物産株式会社

三井物産エレクトロニクス株式会社

三井不動産株式会社

ミツイワ株式会社

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

法人会員（マ行）

株式会社ミツトヨ

株式会社ミツバ

株式会社三菱化学科学技術研究センター

三菱ガス化学株式会社

三菱ケミカル株式会社

株式会社三菱ケミカルリサーチ

三菱自動車工業株式会社

三菱重工業株式会社

三菱重工冷熱株式会社

三菱商事株式会社

三菱スペース・ソフトウエア株式会社

三菱製鋼株式会社

三菱電機株式会社

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

三菱電機システムサービス株式会社

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱マヒンドラ農機株式会社

三菱ＵＦＪニコス株式会社

三菱ＵＦＪリース株式会社

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱レイヨン株式会社

ミツフジ株式会社

ミツミ電機株式会社

三峰電気株式会社

ミドクラジャパン株式会社

有限会社 ミドリ総合リサーチ

株式会社南魚沼生産組合

ミニストリー

株式会社ミニチュアファクトリー

ｍｉｎｉｍａｌ

ミネベアミツミ株式会社

株式会社Minori ソリューションズ

株式会社見果てぬ夢

有限会社ミホプロジェクト

株式会社みまもーら

株式会社宮川製作所

雅翔一般社団法人

宮本機器開発

株式会社ミュー

株式会社ミューオン

株式会社ミライセルフ

未来創造株式会社

未来テラス株式会社

株式会社ミライト
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法人会員（マ行）

株式会社ミライト・テクノロジーズ

株式会社みらい福祉

ミラクル・リナックス株式会社

ミリアダス株式会社

株式会社ミリメーター

株式会社ミルウス

有限会社ミレニアム・エンタテイメント

公益財団法人民間放送教育協会

株式会社ミントウェーブ

Ｍｉｎｔｏｍｏ株式会社

mui Lab 株式会社

株式会社ムーヴ

ムーバクラウド株式会社

株式会社ｍｕｋｕ．

株式会社ＭＵＪＩＮ

ムトーアイテックス株式会社

株式会社村田製作所

株式会社メイクウェーブ・ジャパン

明治合成株式会社

明治電機工業株式会社

明成通信株式会社

株式会社明電舎

メイビスデザイン株式会社

メウィックス株式会社

株式会社メウビート

株式会社メガチップス

株式会社メガ・テクノロジー

目白先進技術研究所株式会社

メソッド株式会社

メタデータ株式会社

株式会社メタバーズ

Metafi nd コンサルティング株式会社

株式会社メディ・ウェブ

Media Creative Lab 合同会社

株式会社メディアコミュニケーションズ

株式会社メディアシーク

メディアスケッチ株式会社

メディアテック株式会社

メディアテックジャパン株式会社

メディアバンク株式会社

株式会社メディア・マジック

メディカルＩＴセキュリティフォーラム

株式会社メディカルスイッチ

有限会社メディコム

株式会社メディプラット

法人会員（マ行）

株式会社メディロム

メドケア株式会社

メトロウェザー株式会社

株式会社メビウス

株式会社ＭＥＭＯテクノス

メリービズ株式会社

メルクリウス・コンサルティング株式会社

株式会社Mealthy

合同会社MOAI 設計

株式会社Mogura

株式会社モクラボ

株式会社モスプロ

モチベートカンパニー株式会社

モティーブリサーチ株式会社

モティファイ株式会社

株式会社本橋製作所

株式会社モノコミュニティ

特定非営利活動法人ものづくりＡＰＳ推進機構

モバイル・コマース・ソリューション株式会社

モバイルクリエイト株式会社

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

モビ株式会社

株式会社Ｍｏｆｆ

株式会社モメンタム ジャパン

株式会社Momo

株式会社森アンドアソシエイツ

森・濱田松本法律事務所

株式会社ＭＯＬＣＵＲＥ

株式会社モルフォ
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法人会員（ヤ行）法人会員（ヤ行）

株式会社八神製作所

矢崎総業株式会社

株式会社やさしい手

株式会社ＹＡＺ

安川オートメーション・ドライブ株式会社

安川情報システム株式会社

株式会社安川電機

ヤフー株式会社

山一工機株式会社

やまがマーケティング研究所

株式会社ヤマシタコーポレーション

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム

山田電器工業株式会社

ヤマトシステム開発株式会社

ヤマトホールディングス株式会社

株式会社ヤマトマネキン

特定非営利活動法人山梨情報通信研究所

ヤマハ株式会社

ヤマハ発動機株式会社

株式会社山星屋

株式会社山本製作所

ヤンセン外国法事務弁護士事務所

ヤンマー株式会社

結インターナショナルシステムズ株式会社

株式会社ユイ・システム工房

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

株式会社UEI

株式会社ＵＡＣＪ

株式会社UA Links

UNF株式会社

株式会社ＵＬＪａｐａｎ

株式会社ユーザアイ

株式会社ユーサイドシステム

株式会社UsideU

ユーザックシステム株式会社

ユーシーカード株式会社

U-STAR合同会社

株式会社 you2

株式会社ＵＴＩ

ユーピーアール株式会社

ユービック株式会社

有限会社ユービッツ

ユカイ工学株式会社

株式会社ユキシオ

ユタカ工業株式会社

株式会社ユタカ電子製作所

ユナイテッドシェア

株式会社ＵＮＩ

ユニアデックス株式会社

有限会社ユニオータス

株式会社ユニオンシンク

株式会社ユニコン・アド

ユニシステム株式会社

ユニ・チャーム株式会社

株式会社ユニティ

株式会社ユニテック

ユニ電子株式会社

ユニファ株式会社

株式会社ユニフィニティー

株式会社ユニフェイス

ユニロボット株式会社

株式会社ユビキタスAI コーポレーション

株式会社夢づくり沖縄

横河電機株式会社

横河マニュファクチャリング株式会社

横河レンタリース株式会社

横浜国立大学　成長戦略研究センター

NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ

弁護士法人淀屋橋・山上合同

讀賣テレビ放送株式会社
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法人会員（ラ行） 法人会員（ラ行）

Learning and Performance コンサルティング有限会社

ライオン株式会社

ライオンズフィルム株式会社

株式会社ライトウェル

株式会社ライトハウス

株式会社ライナフ

らいねん合同会社

ライフイズテック株式会社

ライフシェアリング株式会社

株式会社ライフセンスグループジャパン

株式会社ライフドラムラボ

ライフラボラトリ株式会社

株式会社ＬｉｖｅＲｉｄｇｅ

ライブロックテクノロジーズ株式会社

株式会社ライルズ

ＬＩＮＥ株式会社

合同会社樂

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

楽天株式会社

楽天Ｅｄｙ株式会社

楽天コミュニケーションズ株式会社

楽天証券株式会社

Raj Group 株式会社ルート

株式会社ＬＡＳＳＩＣ

株式会社ラック

らでぃっしゅぼーや株式会社

ラテラル・シンキング株式会社

ラトックシステム株式会社

ラピスセミコンダクタ株式会社

株式会社 LABBIZ

有限会社ランカードコム

株式会社ランドコンピュータ

リアクティブ株式会社

株式会社リアライズ

リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ株式会社

株式会社リアルアンリアル

株式会社リアルグローブ

リアルワールドＯＳコンソーシアム準備会

株式会社リーデッジテクノロジー

リードエンジニアリング株式会社

有限会社リープコーポレーション

ＬｅａｐＭｉｎｄ株式会社

株式会社リオス

理化電子株式会社

株式会社Ｌｉｑｕｉｄ

株式会社 Liquid Japan

株式会社ＬＩＸＩＬ

株式会社ＬＩＸＩＬグループ

株式会社リクルートキャリア

株式会社リクルートジョブズ

株式会社リクルートテクノロジーズ

株式会社リクルートホールディングス

株式会社リクルートライフスタイル

株式会社理経

株式会社リコー

リコー IT ソリューションズ株式会社

リコージャパン株式会社

リコー電子デバイス

RISU JAPAN株式会社

理想ソフト株式会社

株式会社Ridge-i

株式会社リッジワークス

株式会社リテック

株式会社リトルソフトウェア

リネットジャパングループ株式会社

リノベる株式会社

株式会社リバーフィールド

株式会社リバーランズ・コンサルティング

株式会社リブウェル

株式会社リフマシー

リブライト・パートナーズ

株式会社 Liberaware

株式会社菱電社

株式会社両備システムズ

株式会社良品計画

株式会社両毛システムズ

菱洋エレクトロ株式会社

株式会社リョーサン

株式会社リョーワ

株式会社 Lily MedTech

リンカーズ株式会社

株式会社リンクアット・ジャパン

株式会社 Link and Visible

リンクオブマインド株式会社

株式会社リンクジャパン

株式会社リンクス

株式会社 Link Sports

株式会社リンクレア

リンナイ株式会社

株式会社ルースヒースガーデン
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法人会員（ラ行） 法人会員（ラ行）

株式会社ルートレック・ネットワークス

株式会社 Looop

LOOP Japan 株式会社

株式会社ルグラン

ルネサスエレクトロニクス株式会社

株式会社 Ruby 開発

一般社団法人Ｒｕｂｙビジネス推進協議会

株式会社ルピナス

株式会社Raise the Flag.

株式会社レイティストシステム

レイ・フロンティア株式会社

レオ電子株式会社

株式会社レオパレス21

株式会社レクサー・リサーチ

株式会社レクシー

株式会社レコチョク

株式会社ＲＥＳＥＥＤ

株式会社クレスコ

株式会社レスティル

株式会社レゾネスト

レッドハット株式会社

株式会社レッドマルスADベンチャー

株式会社レトリバ

レノボ・ジャパン株式会社

株式会社レピダム

レプリゼント株式会社

LV3

レンジャーシステムズ株式会社

株式会社レンタルバスターズ

株式会社ローソン

株式会社ローソンデジタルイノベーション

株式会社 LOAD&ROAD

ロードスターキャピタル株式会社

株式会社ローバルコム

ローム株式会社

株式会社ロカラボ

株式会社ログバー

ロジカル・ワークス株式会社

ロジ・ソリューション株式会社

株式会社ロジック

有限会社ロジック・アンド・システムズ

有限会社ロッキー化成

ロックウェルオートメーションジャパン株式会社

六甲産業株式会社

六甲電子株式会社

株式会社ロフトワーク

ロボット革命イニシアティブ協議会

ロボットスタート株式会社
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法人会員（ワ行）

株式会社WARK

waaq 株式会社

株式会社ワークフィールド

株式会社ワープスペース

ワールドトランスシステム株式会社

株式会社ＹＲＰ－ＩＯＴ

YRP研究開発推進協会

ＹＲＰユビキタス・ネットワーキング研究所

Y&Y LLC

株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ

ＹＫＫ株式会社

ＹＫＫＡＰ株式会社

株式会社Ｗｉｚｅ

株式会社Ｙ ’ ｓ

ワイズオフィス

株式会社ワイズロジック

株式会社ワイ・ディ・シー

YTC Offi  ce

株式会社Y-FOR.COM

ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム

ワクコンサルティング株式会社

ワゴジャパン株式会社

株式会社ワコム

株式会社ワコムアイティ

ＷＡＳＯＭＩ和奏美株式会社

渡辺電機工業株式会社

株式会社わらび座

株式会社Ｗａｒｒａｎｔｅｅ

有限会社ワンツウワン

株式会社ワンフォール・ラボ


	特別会員
	法人会員（ア行）
	法人会員（カ行）
	法人会員（サ行）
	法人会員（タ行）
	法人会員（ナ行）
	法人会員（ハ行）
	法人会員（マ行）
	法人会員（ヤ行）
	法人会員（ラ行）
	法人会員（ワ行）

