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CIAJは、情報通信産業を代表する
業界団体として、ICT産業の更なる発展に
貢献してまいります。

1

新たな
ビジネスの創出

ICT産業の活性化
につながる
政策提言

情報通信業界を
取り巻く

諸課題への取り組み

新分野・業際分野における
 ICT利活用の推進、
グローバルビジネス

の推進

関係省庁等への
意見発信など

環境問題、
安心安全・信頼性向上など

CIAJは、情報通信技術（ICT）活用の一層の促進により、情報通信ネットワークに関わる産業の健全な発展を図ると
ともに、情報利用の拡大・高度化に寄与することによって、社会的、経済的、文化的に豊かな国民生活の実現および国際
社会の実現に貢献することを目的としています。
1948年に通信機器の製造事業者が主体となり、任意団体として設立され、2009年10月、一般社団法人として新たに
スタートいたしました。
通信ネットワーク・端末機器等の供給事業者等が正会員として、通信事業者やサービス・プロバイダー、ユーザー企業
等がフォーラム会員として加盟しています。
ICT産業の更なる発展を目指し、ICT産業の活性化につながる政策提言・意見発信の強化、ICT利活用の推進による新たな
ビジネスの創出、グローバルビジネスの推進、さらには環境問題など業界共通諸課題の解決に取り組んでいます。

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）とは



2

概 要

事務局機構 2015年5月現在

　　　Fax：03-5403-9360（各部共通）

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会
Communications and Information network Association of Japan （略称：CIAJ）

会 長 理 事 理 事 専 務 理 事 常 務 理 事

遠藤 信博
日本電気株式会社

遠藤 信博
日本電気株式会社

橋本 裕一
アンリツ株式会社

近藤 恒男
岩崎通信機株式会社

片山 泰祥 今井 正道

山本 正已
富士通株式会社 沖電気工業株式会社

川崎 秀一 東原 敏昭
株式会社 日立製作所

長榮 周作
パナソニック株式会社

山西 健一郎 水嶋 繁光
三菱電機株式会社

室町 正志
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名　称

1948年4月20日 「有線通信機械工業会」として創立
1958年 「有線通信機械工業会」から、「通信機械工業会」に改称
2002年5月 「通信機械工業会」から「情報通信ネットワーク産業協会」に改称
2009年10月1日 「一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会」として法人格取得

設　立

理　事

常任運営幹事

（HATS推進会議事務局、情報通信アクセス協議会事務局）

シャープ株式会社



CIAJは、正会員をもって構成する総会を最高決議機関として、事業活動の重要事項については、理事会の議決を経て執行しています。
会員会社の専門家によって32の委員会と3つの研究会が設けられ諸課題の検討、事業環境の整備等に取り組むとともに、現在17の
フォーラムWGが設立され、それぞれ時宜を得たテーマで多面的な論議を行っています。

2015年5月現在組 織

委員会・研究会

運営企画部会

情報通信マーケティング委員会

ネットワークマーケティング委員会

リンク・アクセスシステムマーケティング委員会

ワイヤレスシステムマーケティング委員会

ユーザシステムマーケティング委員会 

データマーケティング委員会 

国際委員会

フォーラムＷＧ

社
員
総
会

理
事
会

監
　
事

資材委員会

ロジスティクス委員会

ＱＭＳ委員会

デザイン委員会

宣伝委員会

会報編集委員会

総務委員会

ＩＰネットワークシステム委員会

伝送技術委員会

無線通信システム委員会

画像情報ファクシミリ委員会

ユーザネットワークシステム委員会

マルチメディア通信委員会 

ホームネットワークシステム委員会

移動通信委員会

通信品質委員会

電磁妨害対策技術委員会

適合性評価委員会

環境委員会

製品安全技術委員会

標準化推進委員会

ネットワークシステム委員会

装置実装委員会

通信エネルギー委員会

ルーター・スイッチ技術委員会

小尾研究会

小池研究会

中国アジア情報通信研究会

グローバルＩＣＴ戦略調査研究ＷＧ

ＩＣＴを活用した地域づくり調査研究ＷＧ

スマートワークＷＧ

保健・医療システムＷＧ

放送と通信の融合ＷＧ

モバイル環境調査研究ＷＧ

ブロードバンドコミュニケーションＷＧ

ウェアラブル調査研究ＷＧ

サービスデザイン調査研究ＷＧ

Ｍ２Ｍビジネスモデル調査研究ＷＧ

プロジェクト
ルーター・スイッチ省エネプロジェクト

ネットワーク機器の省エネ検討プロジェクト

IoT時代の到来と社会の変化に関する調査研究プロジェクト

グローバル市場における技術認証制度に関する調査研究（Ⅱ）プロジェクト

電気用品安全法改正に関する調査・対応(Ⅳ)プロジェクト

高速電力線通信検討TF

事業予算調整部会

ワイヤレスビジネス分科会

ICT利活用推進分科会

調査統計分科会

テーマ掘起し分科会 

ビジネス交流企画分科会

新世代ネットワークＷＧ

防災防犯ＩＴコミュニケーションＷＧ　

地域・街メディア／
スクリーンメディアビジネス調査研究ＷＧ

ロボット＆ビデオコミュニケーション調査研究ＷＧ

２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックＩＣＴ調査研究ＷＧ

女性が輝く社会WG

農業・植物工場WG
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技術企画部会

フォーラム企画部会

事業政策部会



CIAJの活動内容
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活動紹介

政策提言への取り組み 

「ICT利活用による社会的課題解決、新市場創出、地方創生」、「国際競争力強化」の
視点で、政府への政策提言、意見募集への対応、関係省庁幹部との意見交換等を
行い、ICT産業の活性化につながる政策への反映に取り組んでいます。

・ICT産業に関わる重要な政策について、事業政策部会や傘下の分科会にて業界
　団体としての意見を十分に検討・集約し、関係省庁に対する政策提言・意見表明を
　行っています。

・関係省庁の会議体の構成員の立場や、第５世代モバイル推進フォーラムをはじめとした民間フォーラムや関連団体における
　役員や構成員の立場等から、具体的な意見発信を行っています。

・ICTの広い視点に立った活動のひとつとして、関係省庁の幹部に直接お越しいただき、技術企画部会・事業政策部会を中心
　としたCIAJの会員企業との間で、様々な視点から意見交換を行う場を設け、業界の活性化につとめています。

　　例）
　　無線関連分野は、情報をつなぐ役目を担うICTの中核をなすものです。ワイヤレス・ビジネス分科会等が中心となって、関係
　　省庁の無線に関連する部門の幹部とCIAJ会員企業との間で、年に数回、意見交換を行う場を設けています。各企業
　　からの意見表明を直接行っていただくことができます。

ICT産業の活性化に向けた「政策提言や意見発信」

業界・市場動向の調査

会員各社の事業計画や市場調査に役立つ基礎情報（通信機器受注・出荷統計、生産
統計及び輸出入統計、国内外の通信市場を5年先の中期展望から捉えた「通信機
器中期需要予測」）の公表や発行を行っています。CIAJは、会員の皆様に有益で
判り易い統計情報の提供を目指してまいります。

移動通信委員会では国内携帯電話・PHSの利用実態を把握するために、1998年
より毎年4月に定点調査を実施しています。各世代の男女100人ずつに聞いた、買替
時の重視点や何に使っているか等約150項目のアンケート結果を基に利用動向等を
浮き彫りにします。

通信機器の統計データの公表、中期需要予測の発行

携帯電話の「利用実態調査」
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CIAJの活動内容

新たなビジネスの創出

ICTは各種産業の革新・発展に欠かせない存在となっております。技
術・サービスのイノベーションの方向性を確認し、新分野・業際分野
のプレーヤとのコラボレーションを強化することにより、様々なICT
利活用の具体化を進めます。

新分野・業際分野におけるICT利活用推進

ICT市場の技術ナビゲーション

CIAJ会員企業また我が国のICT産業の振興を目指して、グローバルな技術・市
場トレンドを俯瞰し、ICT産業の向かうべき方向を検討しています。IoT（Internet 
of Things）の潮流に乗って市場拡大する各種応用・業際分野をにらみ、これらを
支えるICT技術に関して情報発信してまいります。

CIAJはグローバルな活動の強化を目指しています。会員各
社のグローバルビジネスの推進に役立てて頂くべく、イン
ターネットでは得られないユニークな市場情報（「小尾レポー
ト」「中国電気通信情報」「谷田レポート」「国際通商Bulletin」）
を発信中です。ジャーナリスト小池良次氏や小尾敏夫早大教
授等を講師に迎えた有志による研究会も開催しています。ま
た、海外友好団体との連携による会員向け海外ビジネス支援
活動を目指しています。

「CEATEC JAPAN 2015」は、10月7日（水）～10日（土）、幕張メッセにて「NEXT 
－夢を力に、未来への挑戦」をテーマに開催されます。CIAJは主催団体として、新製
品・最新技術等の発表、ターゲット市場への参入を狙いとした場とすべく、本展示会
の企画・運営に参加しています。

グローバルマーケット調査研究の強化

世界規模の総合展示会CEATEC JAPANの主催

会員の新規ビジネス創出や共通課題解決を目的に、プロジェクト活動の積極的な
強化に取り組んでいます。参加メンバーは有識者、委員会、フォーラムWGなど横
断的に構成され、その活動成果は「プロジェクト成果発表会」において広く一般公
開されています。2015年度は、「IoT時代の到来と社会の変化に関する調査研究」、
「グローバル市場における技術基準認証制度に関する調査研究(Ⅱ)」、「電気用品安
全法改正に関する調査・対応(Ⅳ)」をはじめ5件のプロジェクトを推進しています。

プロジェクト活動
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CIAJの活動内容

業界共通諸課題への取り組み

環境委員会では電機・電子４団体（JEITA、JEMA、JBMIA、CIAJ）の一員として、
低炭素社会実行計画や産業廃棄物・VOC（揮発性有機化合物）の排出削減など環
境自主行動計画の推進の他、環境関連の国内外法規制・政策に関する情報収集、
意見発信、会員への情報展開等の環境負荷低減活動を行っています。

一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）と共同で、携帯電話・PHSにおける資源
の有効利用に関する活動として「モバイル・リサイクルネットワーク（MRN）」の取
り組みを行っており、毎年回収実績・リサイクルに関するアンケート結果・アセスメ
ント結果の報告を行っております。
移動通信委員会では、携帯電話・PHS端末の製品環境アセスメントガイドラインを
定め、これに基づいてアセスメントを実施しています。

環境問題への取り組み

業界としての「環境負荷低減への取り組み」

使用済携帯電話・PHSの「リサイクルの推進」

フォーラム会員による活動は、「情報通信ネットワーク産業」に
関わる企業、ユーザ、有識者が相集い、自由な運営による多様な
情報入手の場としてフォーラムプラザを設け、会員間の新たな
ビジネスの創出に向けた様々な活動を推進しています。

フォーラム活動には、フォーラム会員４１社に加えて、正会員２９社（常任運営幹事会社８社、運営幹事会社７社、一般会員１４社）
が参加しています。

フォーラム活動

個社では調査活動が難しいテーマでも、他業種・多業域関係者の協働により調査
研究への取組みを可能としています。
活動テーマは、農業、女性の活躍、障がい者スポーツ、高齢化社会、地域活性化など
多種多様で、現在１７のフォーラムＷＧが活動しています。

フォーラムＷＧ

フォーラムＷＧ活動テーマに即した最先端技術情報、あるいは、業界トレンドに着目
した国内外の情報の入手を可能としています。

セミナー

会員間の新たなビジネスモデルを創生する場として、フォーラムＷＧ活動成果発表
会、フォーラムプラザシンポジウム、フォーラムプラザ参加企業幹部交流会などを
開催しています。

各種イベント

フォーラムWG・セミナー・イベント

フォーラムプラザフォーラムプラザ

有識者 コンテンツ
アプリケーションサービス

提供事業者ユーザ企業

通信サービス
（キャリア・ISP）

事業者 情報システム
SI事業者

通信NW機器
ベンダ企業

（CIAJフォーラム企画部会がサポート）

通信NW
SIソフト企業

通信端末機器
ベンダ企業
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CIAJの活動内容

安心安全・信頼性の向上

アクセシビリティ確保への取り組み

情報通信機器等の「技術基準適合に関わる試験・認証の支援」

情報通信機器等の相互接続性確保の推進

通信品質に関るガイドラインの制定・運用

適合性評価委員会は、情報通信認証連絡会（ICCJ）の構成メンバーとして、省庁や
認証・試験機関と連携して、円滑な技術基準認証制度の運用を推進する活動を行っ
ています。またグローバル化への対応として技術基準適合認証の相互承認協定
（MRA）及び供給者の自己宣言制度(SDoC)の普及促進活動を実施しています。

情報通信機器およびサービスの「アクセシビリティ確保への取り組み」

情報通信機器のユーザにとって、複数のメーカから機器を調達でき、また世界中の
あらゆるメーカの機種と相互に接続できることが理想です。CIAJが事務局を務める
高度通信システム相互接続（HATS）推進会議では、マルチメディア通信委員会、
ユーザネットワークシステム委員会、画像情報ファクシミリ委員会と協調して、各社
が、ITU-T等の標準に準拠した製品を持ち寄って相互接続性を確認しています。

電話機等の通信端末について、一定の通信品質を確保することが必要であること
から、通信品質委員会ではアナログ電話機、IP電話機、広帯域IP電話機等について
の業界標準とすべき設計ガイドラインを制定し、運用しています。また、通話品質
検討のため、市場に出ている電話機の通話品質の測定なども行っています。

CIAJが事務局を努める情報通信アクセス協議会では、アクセシビリティ確保・向上
に関する検討を行っています。電気通信機器の設計上配慮すべき事項を規定した
JIS X 8341-4の制定・改定に携わり、また協議会のウェブアクセシビリティ基盤
委員会を中心にウェブアクセシビリティの指針であるJIS X 8341-3の普及啓発
活動を行っています。

JIS X 8341-3の理解と普及を促進するため、
JISを実装・試験・適合性評価を行う際に必要な
情報などを作成・公開しています。

ネットワーク機器の省エネプロジェクトではネットワーク機器について、省エネの
度合いを示すために何を測定すればよいか(消費電力等)、どのように測定するか、
その目標値をどれくらいにするかと目標値の達成時期等を検討し、「ICT分野における
エコロジーガイドライン」に反映しています。

ICT機器の「消費電力削減に向けた取り組み」

エコICTマーク
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活動への参加

目的・参画形態に応じて、「委員会」、「フォーラムWG」、「プロジェクト」などの活動の場を提供。多様な会員による協業を実
現。会員は活動を通じて、様々な情報・リレーションを得ることで、個社ビジネスへの活用が可能。

5つの部会からなり、政策提言をとりまとめる「事業政策部
会」、技術に関する企画ならびに技術系委員会を管掌する
「技術企画部会」、フォーラムWGを管掌する「フォーラム
企画部会」などがあります。　

35の「委員会・研究会」活動を通じて、技術的課題および
市場課題の解決に努めています。長期的な業界活動を通
じてポジションを確立、具体的な成果を追求しています。

多様な業態の会員の参画により、ビジネス発掘、調査研究、
異業種交流などを実施。現在17のWGが活動しています。

会員の共通課題の解決や、今後の方向性を示す重点テー
マについて、委員会、フォーラムWG横断的なプロジェク
トを発足させ活動を行っています。

CIAJは会員に対し、委員会等の活動の場を提供し、「市場創出・業界共通課題への対応」を推進する
とともに、「会員への各種サービス」の提供を行っています。

各種サービス

活動を通じて得られるメリットに加え、CIAJは以下のサービスを提供しています。

◆委員会、フォーラムWG等の「活動内容・成果報告」
◆「通信機器の受注・出荷、生産、輸出入月次統計」や、
　「通信機器中期需要予測」
◆海外友好団体との連携による「通商問題などの海外情報」、
　各国の最新マーケット情報
◆会員向け広報媒体（CIAJ Journal（機関誌）、
　CIAJ News（メルマガ）、CIAJ HP（会員専用webサイト） 
　による、 「CIAJならびに業界に関する幅広い情報」

◆「省庁・通信事業者幹部との交流の場」を提供
　・賀詞交歓会
　・西日本新春懇談会
　・通信事業者幹部交流会など

◆CEATEC JAPANの主催【会員には出展割り引き有り】
◆西日本ICTフォーラムの主催【出展は会員に限定】
◆つくばフォーラムの共催（NTT主催）【出展は会員に限定】

各委員会・フォーラムWG、CIAJ事務局等の主催により、年
間約90回にわたるセミナーを実施。省庁・通信事業者や有
識者を講師に招き、ビジネスに役立つ多彩なテーマで開催。

CIAJの活動内容

部会・分科会

情報提供 ビジネス交流

展示会 えくすぱーと・のれっじ・セミナー

フォーラムWG

委員会・研究会

プロジェクト

会員活動、各種サービス
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（会員種別毎に50音順）

会員には、正会員、フォーラム会員、賛助会員の3種類と名誉友好団体があり、さまざまな機会を通じて会員間の
交流を図っています。

正会員 113社

常任運営幹事会社 ― 8社

一般会員 ― 96社

運営幹事会社 ― 9社

沖電気工業株式会社
シャープ株式会社
株式会社東芝

日本電気株式会社
パナソニック株式会社
株式会社日立製作所

富士通株式会社
三菱電機株式会社

電気興業株式会社
日本無線株式会社
株式会社日立国際電気

アンリツ株式会社
岩崎通信機株式会社
京セラ株式会社

サクサ株式会社
新電元工業株式会社
株式会社タムラ製作所

株式会社ACCESS

アラクサラネットワークス株式会社

アルプス電気株式会社

入一通信工業株式会社

一般社団法人インターホン工業会

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

NECモバイルコミュニケーションズ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社

エリクソン・ジャパン株式会社

大井電気株式会社

大崎電気工業株式会社

株式会社沖データ

オリジン電気株式会社

カシオ計算機株式会社

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

株式会社京三製作所

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

近畿電機株式会社

光洋電機株式会社

コニカミノルタ株式会社

株式会社三球電機製作所

サンケン電気株式会社

株式会社サンコーシヤ

山洋電気株式会社

株式会社サンリッツエレクトロニクス

三和電気工業株式会社

株式会社GSユアサ

ジェイディーエスユー・ティーアンドエム株式会社

ジェネシス株式会社

島田理化工業株式会社

株式会社バッファロー

パナソニック システムネットワークス株式会社

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

BTジャパン株式会社

日立金属株式会社

株式会社日立情報通信エンジニアリング

ヒロセ電機株式会社

華為技術日本株式会社

富士ゼロックス株式会社

富士通コンポーネント株式会社

富士通テレコムネットワークス株式会社

富士電機株式会社

船井電機株式会社

ブラザー工業株式会社

古河電気工業株式会社

古河電池株式会社

ヘラマンタイトン株式会社

丸文株式会社

ミツミ電機株式会社

株式会社宮川製作所

村田機械株式会社

株式会社村田製作所

株式会社明電舎

株式会社山小電機製作所

ヤマハ株式会社

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

株式会社UL Japan

横河電機株式会社

株式会社ラピッドテレコム

株式会社リコー

リプロ電子株式会社

株式会社渡辺製作所

新神戸電機株式会社

スタンレー電気株式会社

住友電気工業株式会社

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

全国通信用機器材工業協同組合

ソニ-株式会社

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

大東通信機株式会社

株式会社タカコム

高千穂産業株式会社

株式会社中央製作所

中興電機株式会社

株式会社寺田電機製作所

一般社団法人電波産業会

東京通信機工業株式会社

東光株式会社

東芝テック株式会社

東名通信工業株式会社

株式会社トーツー創研

株式会社ナカヨ

徳力精工株式会社

株式会社ニシヤマ

日東工業株式会社

日本航空電子工業株式会社

日本シエナコミュニケーションズ株式会社

日本電業工作株式会社

株式会社neix

株式会社ネクス

ノキアソリューションズ&ネットワークス株式会社

パイオニアホームエレクトロニクス株式会社

株式会社白山製作所



10

（2015年5月現在 223社・団体）

アイフォーコム東京株式会社

株式会社エー・アール・アイ

NECエンジニアリング株式会社

NDS株式会社

エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー

NTTエレクトロニクス株式会社

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

NTTコム エンジニアリング株式会社

NTTコム ソリューションズ株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTファシリティーズ

エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ

エプソン販売株式会社

株式会社オプティム

株式会社協和エクシオ

株式会社グリップアイ

KDDI株式会社

株式会社三技協

シーキューブ株式会社

株式会社シード・プランニング

JTブレイン

株式会社情報通信総合研究所

住電オプコム株式会社

株式会社ソフトフロント

都築電気株式会社

電気通信端末機器試験事業者協議会

トレンドワークス株式会社

西日本電信電話株式会社

日本コムシス株式会社

日本電信電話株式会社

株式会社ハイテック

東日本電信電話株式会社

株式会社日立ドキュメントソリューションズ

株式会社ミライト

株式会社ミライト・テクノロジーズ

株式会社メディアネットワークス

YRP研究開発推進協会

株式会社アルファシステムズ

池野通建株式会社

A10ネットワークス株式会社

NECネッツエスアイ株式会社

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

NTTソフトウェア株式会社

オレンジ・ジャパン株式会社

関東通信輸送株式会社

一般財団法人 機械振興協会

一般社団法人行政情報システム研究所

株式会社コムニック

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

有限会社三申

サンワコムシスエンジニアリング株式会社

ジェンバンド・ジャパン合同会社

特定非営利活動法人次世代ICカードシステム研究会

株式会社ジャパンリーコム

一般社団法人情報通信設備協会

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

スカパーJSAT株式会社

千住金属工業株式会社

株式会社大栄製作所

株式会社中央エンジニアリング

株式会社ティーピーエス

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター

一般財団法人電気通信端末機器審査協会

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般財団法人電波技術協会

東芝ソリューション株式会社

ドコモ・テクノロジ株式会社

株式会社長村製作所

日本アルカテル・ルーセント株式会社

日本カーソリューションズ株式会社

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

一般財団法人日本データ通信協会

一般社団法人日本テレワーク協会

日本電気通信システム株式会社

一般財団法人日本電子部品信頼性センター

日本メックス株式会社

バイエルン州駐日代表部

ピーエムシー・シエラ・ジャパン株式会社

株式会社フジクラ

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

ホシデン株式会社

本多通信工業株式会社

一般財団法人マルチメディア振興センター

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

有限責任中間法人 融合研究所

ローム株式会社

株式会社ワット・コンサルティング

インド電気通信製造業協会（TEMA）

インド電気通信製造業協会 輸出振興フォーラム（TEPF）

オーストラリア産業グループ(AI)

カナダ先端技術協会(CATA)

韓国産業技術財団(KOTEF)

韓国情報通信技術協会(TTA)

韓國情報通信振興協會(KAIT)

韓國電波振興協會(RAPA)

大韓貿易投資振興公社(KOTRA)

台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)

台湾貿易センター(TTC)

デジタルヨーロッパ

ドイツ電気・電子工業連盟(ZVEI)

フィンランド技術産業協会(TIF)

フランス電子・電気通信産業連盟(FIEEC)

米国電気通信工業会(TIA)

ベトナム電子工業会(VEIA)

香港通訊業聯會(CAHK)

モバイル製造業者フォーラム(MMF)

41社フォーラム会員

50社賛助会員

19社名誉友好団体



http://www.ciaj.or.jp/jp/

〒105-0013  
東京都港区浜松町2丁目2番12号 
JEI浜松町ビル3階
TEL : 03-5403-9350（代）  
FAX : 03-5403-9360

入会のお問合せ
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会

総務部 TEL : 03-5403-9350
E-mail : nyukai@ciaj.or.jp
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