日本の商用プロバイダー一覧（インプレス資料より）
（1996年3月1日現在）
プロバイダー名

A

営業開始年月日 通信事業者の種別

運営組織名

問合せ先住所

電話番号

電子メールアドレス

AIANetインターネットサービス

1995年12月

一般第2種

エー・アイ・エーIP事業部

豊中市待兼山町23-7-407

06-842-2016

AKINAインターネットサービス

1995年11月

一般第2種

アクシス

喜多方市字沼田6955 NTT

0241-22-2777

pr@aia.co.jp
info@akina.or.jp

03-3754-8149

info@ananet.ad.jp

喜多方支店ビル5F
ANANET

1995年12月

一般第2種

全日空システム企画

大田区東糀谷6-7-56

全日空情報システムセンタービル
Aoi-net

1995年10月

一般第2種

アオイソフトウェアAoi-net事務局

Architech&Arts

1995年4月

一般第2種

アーキテック・アンド・アーツ

ASAHIネット

1995年1月

特別第2種

アトソン（ASAHIネット事務局）

大阪市中央区谷町4-5-9

06-941-8477
03-5395-7666

中央区日本橋小網町9-3

info@aoi-net.or.jp
info@aaa.ad.jp

03-3666-2811

CANAL TOWER

B

AsakaNet

1995年11月

一般第2種

アサカインターネット事務局

福島県郡山市田村町金屋字新家1-1

0249-56-0547

info@asakanet.or.jp

ASK-net

1995年11月

一般第2種

アスクネット

台東区浅草2-17-4幸信ビル

0120-860-849

support@ask.or.jp

at-mインターネット

1995年11月

一般第2種

インターランドマーク

目黒区上目黒3-2-2羊屋ビル3F

03-5722-7718

info@at-m.or.jp

avis

1995年8月

一般第2種

電算

長野市県町451電算ビル

026-234-0151

info@avis.ad.jp

BAOBAB

1995年8月

一般第2種

リンケージ

高知市一ツ橋町1-52

0888-24-0575

web@linkage.co.jp

BEKKOAME

1994年9月

一般第2種

ベッコアメインターネット

墨田区東駒形1-3-15MARNAビル

03-5610-7900

info@bekknet.ad.jp

1995年12月

一般第2種

インターネット滋賀

大津市浜大津4-12

0775-21-0500

info@mx.biwa.or.jp

1995年6月

一般第2種

ビー・エヌ・エヌ

千代田区麹町2-6-5麹町E.C.Kビル2F

03-3238-1271

1995年12月

一般第2種

エスエスケー・アンド・

品川区西五反田6-1-7西村ビル3階

03-5487-1861

sales@butaman.or.jp

港区芝浦4-14-22 大東田町ビル

03-3456-7461

info@mesh.ad.jp

biwaネット
BNNインターネット
BUTAMAN

アールシーワイ

C

C&Cインターネットサービス

1995年2月

特別第2種

mesh
CATNET

meshインフォメーションデスク
（NEC）

1995年11月

一般第2種

システムインテリジェント

中央区日本橋人形町2-35-13

03-5640-5687

info@catnet.or.jp

CISNet

1995年9月

一般第2種

中国システム情報サービス

広島市中区小町4-33

082-247-8861

info@cisnet.or.jp

CJNインターネット

1995年9月

一般第2種

名鉄コンピュータサービス

名古屋市東区東桜1-13-3

052-959-1827

apply@cjn.or.jp

第5事業部マルチメディア課

NHK名古屋放送センタービル14F
0263-28-6535

info@po.cnet.or.jp

CNET

1995年12月

一般第2種

CNETCommunication

松本市南松本1-13-14
松本ノーサンビル3F

crisscross

1995年12月

一般第2種

crisscross

千代田区平河町1-6-15内藤ビル6F

CRインターネット

1995年8月

一般第2種

CRインターネット

大阪市北区堂山町17-5巽ビル5F

03-3237-3626

CTI

1995年8月

一般第2種

コンピュータ・テクノロジー・

名古屋市港区稲永2-1-80CTI稲永ビル

052-384-5502

新宿区四谷4-19

03-3356-5710

06-367-8868

sales@crisscross.com
info@crnet.ad.jp

インテグレータ科学技術事業部
CYBORG

1995年10月

一般第2種

マイティウィングス

info@cyborg.or.jp

インターネット事業部

E
F

Evin

1996年1月

一般第2種

エビン

横浜市瀬谷区本郷3-1-17第2斎藤ビル

045ｰ301ｰ6997

info@evin.ad.jp

F-NET

1996年1月

一般第2種

富士エフ・ピー

名古屋市中区栄2-5-13アイエスビル5F

052-232-3091

info@ffp.co.jp

1995年11月

特別第2種

ファストネット

台東区浅草橋3-1-8

FF-Club

1996年1月

一般第2種

FF-Club事務局

墨田区東向島3-36-1 東向島ビル3F

GBSTインターネット

1995年2月

一般第2種

日本IBM東海情報ソリューション

Global Vision

1996年2月

一般第2種

グローバルビジョン

GNOC

1995年11月

一般第2種

GulfNet

1995年10月

（ネットワーク事業部）
FastNetInternetExchange

G

0120-861424

info@fine.ad.jp

03-3610-0075

info@ff-club.or.jp

名古屋市中村区名駅南1-27-2

052-332-4337

info@gbst.or.jp

文京区本郷4-1-6コリンズ84 8F

03-5803-2231

info@grobalvision.ad.jp

コミネット仙台

仙台市青葉区一番町4-6-1

022-221-1166

info@comminet.or.jp

一般第2種

ガルフインターネットサービス

大阪市鶴見区浜5-6-31三和ビル2F

1995年6月

一般第2種

HAテレコム

岐阜市桜通4-1

Hi-ho（ダイアルアップ）

1995年12月

特別第2種

松下電器産業ネットワークセンター 大阪市中央区城見2-1-61ツイン21

Hi-ho（法人）

1995年12月

特別第2種

松下電器産業ネットワークセンター 大阪府門真市1006

Highway Internet

1995年10月

特別第2種

共同VAN

新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル16F

03-3989-8111

info@highway.or.jp

一般第2種

北陸コンピュータ・サービス

富山市中野新町1-1-6

0762-92-6620

info@hcs.co.jp

第一生命タワービル13F

H

HAインターネットサービス

06-911-0421
058-253-7641

info@gulf.or.jp
support@hatelecom.
or.jp

06-949-2342

info@hi-ho.or.jp

ナショナルタワー8F

HIT Wave
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06-946-8187
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プロバイダー名
HITSインターネットサービス

I

営業開始年月日 通信事業者の種別

運営組織名

問合せ先住所

電話番号

電子メールアドレス

1995年10月

一般第2種

高速情報通信システム

千代田区外神田1-10-11

03-5296-0025

info@hits.ad.jp

HOKKAI NET

1996年1月

一般第2種

東北海道インターネット協議会

神奈川県横浜市西区南浅間町22-6

0120-256-258

staff@hokkai.or.jp

IBMインターネット

1995年2月

特別第2種

日本アイ・ビー・エム

港区六本木3-2-12

0120-04-1992

接続サービス

（お客様サポート）

IFNET

1995年6月

一般第2種

インターネット・フューチャー

葛飾区小菅4-8-8第一大丸ビル3階

03-5680-1011

info@ifnet.or.jp

IIJ

1993年7月

特別第2種

インターネットイニシアティブ

千代田区三番町1-4三番町アネックスビル

03-5276-6240

info@iij.ad.jp

incl

1995年9月

一般第2種

石川コンピュータセンター

金沢市無量寺町ハ6-1

0762-68-8314

support@incl.or.jp

Info GLOBE

1995年10月

特別第2種

東洋情報システム

中央区日本橋2-7-24日本橋東洋ビル3F

03-3271-5431

info@globe.or.jp

InfoNet

1995年12月

一般第2種

インフォネット事務局

豊島区目白2-16-20斎藤ビル2F

03-3986-7888

info@infomation.or.jp

InfoNIA

1995年12月

一般第2種

日本インターネットアクセス

名古屋市中村区名駅4-24-26

052-581-7701

info@nia.ad.jp

（インフォグローブサービスセンター）

第一森ビル6F
InfoNOC
infoPepper

1995年12月

一般第2種

インフォサイエンス

品川区北品川1-16-1

03-5463-1441

info@infonoc.or.jp

1996年2月

一般第2種

東芝情報システム

神奈川県川崎市川崎区日進町2-1

044-201-0450

support@infopepper.

高知市本町2-2-34 明治生命高知ビル

0888-75-5115

info@inforyoma.or.jp

098-864-0062

info@ryukyu.ad.jp

インターネットサービス事務局

or.jp

InfoRYOMA

1995年11月

一般第2種

InfoRyoma

InfoRyukyu

1995年8月

一般第2種

沖縄富士通システムエンジニアリング那覇市久茂地1-12-12
（システムインテグレーション部）

InfoSakyu

1996年2月

一般第2種

富士通鳥取

鳥取市永楽温泉町271

0120-143910

システムエンジニアリング
InfoSphere

info@mail.
infosakyu.or.jp

1995年1月

一般第2種

NTT PCコミュニケーションズ

港区新橋6-1-11秀和御成門ビル4F

03-3432-4588

info@sphere.ad.jp

Infotrans

1995年12月

一般第2種

インフォ・トランス

国分寺市本町3-7-23-202

0423-28-0423

info@infotrans.or.jp

InfoValley

1995年12月

一般第2種

富士通長野
システムエンジニアリング

長野市鶴賀鍋屋田1403-3
大通りセンタービル

026-234-1991

valley-qa@fns.se.
fujitsu.co.jp

0120-544-254

info@web.ad.jp

InfoWeb

1993年6月

特別第2種

富士通 アウトソーシング

港区西新橋3-21-8

INGインターネット

1995年10月

一般第2種

アラカルト

大阪市北区太融寺町4-6

06-311-1141

INTER ADVANCE GUARD

1995年12月

一般第2種

アヴァンギャルドコンプレックス

杉並区高円寺南2-26-9

03-5306-0341

1995年9月

一般第2種

INTER BROAD

福井県坂井郡丸岡町ソフトパークふくい

0776-67-7603

INTERCITY

1995年11月

一般第2種

データプラス インターネット事業部 大阪市浪速区日本橋5-14-20

Internet Nagasaki

1995年11月

一般第2種

ナガサキメディアセンター

INTER BROAD

長崎市勝山町37番地 栄泉長崎ビル

06-636-8533
0958-26-3900

インターネット係
INTERNET WORLD
InterServe

1996年2月

一般第2種

インターネットワールド

大阪市淀川区西中島5-1-8

1995年11月

一般第2種

MAC

熊本市水前寺2-4-24

InterVia

1995年12月

一般第2種

インターキュー

港区南青山3-18-16

support@adgnet.or.jp
info@interbroad.or.jp
info@intercity.or.jp
info@admin.
nagasaki-noc.or.jp

06-390-6660

info@foryou.or.jp

096-387-5735

info@interserve.

シルバーパレス1012F
InterQ

info@alacarte.co.jp

or.jp
03-3408-1616

1995年8月

特別第2種

NTTデータ通信（InterVia担当）

江東区豊洲3-3-3豊洲センタービル

03-3241-8226

info@intervia.nttdata.jp

1995年11月

一般第2種

水澤産業

新潟市大野190番地

025-262-5115

mizu-hp@inet025.

1995年7月

特別第2種

ITJIT Net

中央区築地4-6-5築地会館

03-5565-3901

info@itjit.ad.jp

J-LINK

1995年12月

一般第2種

オフィックス J-リンク事業部

台東区上野5-3-4中井東館1F

03-3836-6565

info@j-link.or.jp

J-PAL

1995年10月

一般第2種

琢磨 インターネット事業部

福岡市中央区平尾5-14-12-301

092-533-1597

j-pal@j-pal.or.jp

JAPAN-NET

1996年2月

一般第2種

インフォウェア

名古屋市千種区今池南29-16

052-744-1122

info@infoware.co.jp

Jetlink

1996年1月

一般第2種

ニチメンテレコムインターネット

北区赤羽2-51-3 NS3ビル

03-5249-1221

postmaster@jetlink.

日本メディアサービス

世田谷区等々力2-18-18

03-3704-8522

info@jeton.or.jp
info@jjj.or.jp

Internet025

hits.ad.jp
ITJIT Net

J

川島第5ビル
プロジェクトチーム
JETON

K

or.jp

1994年10月

一般第2種

JUNGLE JACK JAPAN

1996年2月

一般第2種

コマーク

石川県小松市月津町ラ37-2

0761-44-8088

JustNet

1996年3月

一般2種

JustNet

港区北青山1-2-3

03-5412-2606

KABINET JAPAN

1995年10月

一般第2種

カビネットジャパン

多摩市和田13-1

0423-72-3961

KAGAWA-NET

1995年11月

一般第2種

香川県地域情報化推進協議会

高松市丸の内10-27井筒ビル1F

0878-26-2330
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info@kabinet.or.jp

電話番号

電子メールアドレス

KIDS&LION

プロバイダー名

営業開始年月日 通信事業者の種別
1995年10月

一般第2種

KIDS&LION

運営組織名

今治市松本町1-1-9

問合せ先住所

0898-25-2060

kids@mail.kids-and

KISNet

1995年12月

一般第2種

甲府情報システム

山梨県中巨摩郡田富町流通団地2-5-1

0552-73-6131

info@kis-net.co.jp

KIWI

1995年10月

一般第2種

ニュービジョンサプライ

大田区池上6-38-3帝産レジデンス703

03-5700-3977

KuMaGaYaNet

1995年11月

一般第2種

熊谷インターネット

埼玉県行田市持田2221

0485-53-7055

info@kumagaya.

Kyoto-Inet

1995年4月

一般第2種

インターネットワーク京都

京都市下京区中堂寺南町17

075-315-9085

office@kyoto-inet.

LEE net

1996年2月

一般第2種

リース電子

千代田区神田美倉町8

03-3256-5756

info@lee.or.jp

M･Cインターネット

1995年10月

一般第2種

エム・シー・コーポレーション

港区南青山6-7-2テラアシオス南青山

0120-01-6766

mcnet@mcgroup.

M-Bird

1995年11月

一般第2種

三菱電機ビジネスシステム

新宿区高田馬場4-9-12（日新西北ビル）

03-5389-4333

info@www.mbnet.or.jp

MAC Internet

1995年12月

一般第2種

日本デジタルコミュニケーションズ

渋谷区桜丘町/21-71F

03-3462-1811

jdc@tokyo.macnet.

lion.or.jp
インターネット事業部

or.jp
京都高度技術研究所内

L
M

or.jp

or.jp

ライブラリー渋谷桜丘

or.jp

MAJIC

1995年11月

特別第2種

日本ケーブル・アンド・ワイヤレス 港区虎ノ門4-3-9 住友新虎ノ門ビル

03-5470-8515

info@majic.co.jp

MARINnet

1995年10月

一般第2種

海事興業マリンネット事業部

078-593-8880

info@marin.or.jp

MediaWeb

1995年12月

一般第2種

富士通東北システムエンジニアリング仙台市青葉区一番町3-3-5
MediaWebプロジェクト

神戸市北区神戸北郵便局私書箱41号

0120-460900

info@mediaweb.ad.jp

仙台青葉通りビル

METRO INTERNET

1995年12月

一般第2種

新電電ネットワーク

福岡市博多区堅粕4-24-18

092-726-2121

apply@network.or.jp

MINDインターネットサービス

1995年10月

特別第2種

三菱電機情報ネットワーク

千代田区麹町1-6-2

03-5276-6821

info@mind.ad.jp

0462-55-6521

info@sagami.or.jp

アーバンネット麹町ビル

N

NET16さがみ

1995年11月

一般第2種

NET16さがみ

神奈川県相模原市磯部1353
エイム電子内

NETAGE

1996年1月

一般第2種

ネットエイジ

大阪府豊中市寺内2ー13ー3

06-361-0077

日本経営ビル
NetEyeインターネット

1995年8月

一般第2種

アークインターナショナル

中野区本町4-44-23糸平ビル3F

03-5385-7510

info@neteye.or.jp

神奈川県川崎市高津区二子550

044-812-7319

info@forward.ad.jp

（NetEye事務局）
Netforward

1996年1月

特別第2種

日立情報システムズ
インターネット事業推進本部

netSpace

1995年6月

一般第2種

日立製作所（情報事業本部）

品川区南大井6ｰ27ｰ18日立大森第二別館

03-5471-8932

info@space.ad.jp

NewCOARA

1994年7月

一般第2種

ニューCOARA事務局

大分市東春日町17-20

0975-34-5696

COA00001@coara.

ソフトパークセンタービル
NISインターネットサービス

1995年4月

特別第2種

ネットワーク情報サービス

1995年12月

一般第2種

NNC-NET

江東区新砂1-6-35T.T.0120-07-0025

or.jp
info@nis.co.jp

ランディック東陽町ビル
NNC-NET

和歌山市吹屋1-25

0734-33-6666

info@nnc.or.jp

0489-61-1155

info@post.officenet.

リバーサイド・アネックス201号

O

office-net

1996年2月

一般第2種

オフィスソフト企画

埼玉県越谷市南越谷1-6-62
コーポ南越谷D-17

P

co.jp

Park Net

1995年12月

一般第2種

クエーサ ParkNet事業部

渋谷区上原1-7-19千葉ビル1F

03-3481-8508

info@mail.parknet.co.jp

ParkPlace

1994年11月

一般第2種

カテナ･エンタープライズ･

港区東新橋2-5-12第一粕谷ビル8F

03-3437-1761

Info@cet.co.jp
info@pic.ad.jp

テクノロジーズ
PICNET

1995年12月

一般第2種

ピー・アイ・シー

中央区新川2-30-11OMKビル4F

03-5541-7621

powernet

1996年2月

一般第2種

パワーインターネット

福島県いわき市平小太郎町1-15

0246-24-5113

1994年11月

一般第2種

PSINet

小太郎町ビル
PSINet

渋谷区富ヶ谷1-37-14

03-5478-7537

info@jp.psi.com

グランシャリオ代々木公園205号
PTOP
PX0256インターネット

1995年11月

特別第2種

沖電気工業

港区芝浦4-10-3

03-5476-2058

info@ptop.ad.jp

1995年2月

一般第2種

パール金属

新潟県栄町猪子場新田117

0256-41-1110

support@kenoh.hits.
ad.jp
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プロバイダー名

R
S

営業開始年月日 通信事業者の種別

運営組織名

問合せ先住所

電話番号

電子メールアドレス

root-net

1995年9月

一般第2種

root運営事務局

渋谷区元代々木30-6-301TMS内

03-3465-0171

postmaster@root.or.jp

SaiNet

1995年9月

一般第2種

彩ネット

川口市前川2-25-8

048-259-2366

info@sainet.or.jp
support@secom-sanin

San-inNet

1995年8月

一般第2種

セコム山陰

松江市朝日町589-2マルチビル

0852-23-9157

Sanmediaインターネットサービス

1995年12月

一般第2種

サンメディア

鳥取県米子市東福原2-1-1

0859-34-2951

SANNETインターネットサービス

1995年10月

一般第2種

三洋電機ソフトウェア

大阪府守口市京阪本通2-5-5

SANYNET

1996年3月

一般第2種

三栄インターネット

神戸市中央区海岸通2-1-1三栄ビル1F

078-325-5777

06-994-3497

office@sanynet.or.jp

info@sannet.or.jp

SCAN-NET

1995年9月

一般第2種

サーフスケイプ･トーキョー

港区赤坂4-8-13安東ビルB1F

03-5411-2889

websupport@co.

1995年11月

一般第2種

T.I.S

福岡県行橋市中央1-13-20

09302-2-5988

info@seafolk.co.jp

SHONAN ONLINE

1996年1月

一般第2種

ビード

神奈川県藤沢市藤沢545-159

0466-29-2162

customer@

Sinfony

1995年6月

一般第2種

ソニーシステムデザイン

港区高輪3-13-1高輪コート3F

03-5448-7272

info@sinfony.ad.jp

1995年10月

一般第2種

数研塾ネットワークシステム

新潟市関屋田町1-13河野ビル

025-231-2317

1996年1月

一般第2種

ソニーコミュニケーション

港区高輪3-13-1 高輪コート3F

03-3446-7532

info@so-net.or.jp

港区六本木1-4-30第25森ビル

03-5561-5756

info@spin.ad.jp

0467-87-0397

jpscan-net.or.jp
SeaFolk

shonan-net.or.jp
（シンフォニー事業室）
SKJ
So-net

ネットワーク
SPINインターネットサービス

1992年11月

特別第2種

日本イーエヌエスAT&T
（AT&T Jens）

SPW INTERNET
STAR-Internet
StarrDirect

1995年11月

一般第2種

システムプランウィングス

神奈川県茅ヶ崎市常盤町4-35

1994年9月

一般第2種

スターネット

大阪市中央区今橋4-3-18

06-220-4445

info@spw.co.jp
query@starnet.ad.jp

1995年12月

一般第2種

大和公司StarDirect事務局

横浜市中区常盤町1-4-2

045-201-2250

SURF MEDIA

1996年2月

一般第2種

サーフメディア

台東区台東3-12-1産業ビル4F

03-5818-8881

info@s-direct.com

Sun-Internet

1995年12月

一般第2種

サン・インターネット

大阪市北区西天満2-3-19神光ビル6階

06-363-1211

info@sun-inet.or.jp

SUN-IP

1995年11月

一般第2種

住友金属システム開発

大阪市中央区北浜4-8-4住友ビル4号館

06-229-6166

info@sun-ip.or.jp

Surf Line

1995年12月

一般第2種

ニートウェア

神奈川県三浦郡葉山町一色943

0468-75-3360

info@surf-line.or.jp

tcp-ip

1994年12月

一般第2種

tcp-ip事務局

名古屋市中区正木4-10-15㈱アクシス内

052-223-3957

info@tcp-ip.or.jp・a-4

tcp-net

1994年11月

一般第2種

東海インターネット

名古屋市中区錦1-2-1

052-220-1771

query@tokai-ic.or.jp

ネットワーク事業本部

T

三井海上名古屋ビル3F
TheFSINetwork
Tins Net
TokyoNetインターネットサービス

U
W

1995年11月

一般第2種

富士ソフト

神奈川県鎌倉市岡本2-13-18

0467-43-8019

info@fsi.co.jp

1996年2月

一般第2種

つくばインターネットサービス

茨城県つくば市下広岡500-135

0298-57-5594

info@tins.ad.jp
info@tokyonet.ad.jp

1995年4月

特別第2種

東京インターネット

新宿区新宿2-3-10新宿御苑ビル

03-3341-6301

TWICS

1993年10月

一般第2種

トウィックス

新宿区四谷1-21日米会話学院

03-3351-5977

info@twics.com

U-MI

1995年12月

一般第2種

国際教育センターU-MI

江戸川区西葛西6-9-12第三吉野ビル4F

03-5696-4421

webmaster@umi.or.jp

U-net SURF

1995年11月

特別第2種

日本ユニシス情報システム

港区赤坂2-17-51

03-5562-1529

info@netsurf.ad.jp

Wellmet

1995年8月

一般第2種

ウェルメット

世田谷区代沢4-44-12

03-5431-7907

info@wellmet.or.jp

WINC

1993年4月

一般第2種

関西インターネット接続協会

大阪市北区梅田1-3-1-800

06-346-2641

query@winc.ad.jp

財団法人関西情報センター内

大阪駅前第一ビル

Y

YAMATO-NET

Z

ZZZインターネットクラブ

∂

α-Web

ア

アーバンインターネット

1996年3月

一般第2種

大和堂

渋谷区富ヶ谷1-18-8-306

03-3468-3634

1995年12月

一般第2種

ゼンエーフーズ

岐阜市西川手8-51ゼンエービル3F

058-274-0117

yamato@yamato.or.jp

1995年7月

一般第2種

大塚商会

千代田区三崎町2-67田中ビル5F

03-5275-9101

info@otsuka-shokai.

1995年10月

一般第2種

アーバンエコロジー

広島市中区八丁堀4-15

082-224-1231

info@urban.or.jp

1996年1月

一般第2種

アクティブインターネット

0263-27-7529

info@aie.or.jp

インターネットサービス事業部
co.jp
（アーバンインターネット事務局） アーバンビュー八丁堀2F
アクティブインターネット

長野県松本市笹賀7518

エクスチェンジ
アスキーインターネット接続サービス

1995年5月

一般第2種

アスキーインターネット事務局

渋谷区代々木4-33-10

03-5352-1630

info@aix.or.jp

アリネットインターネットサービス

1995年9月

一般第2種

アライアンス研究所

兵庫県明石市大久保町48-1

078-936-4911

hello@info.alinet.or.jp

1995年12月

一般第2種

安房ネット

千葉県館山市北条1781-26

0470-20-1271

info@awa.or.jp

安房ネット
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プロバイダー名

イ

営業開始年月日 通信事業者の種別

イリンクス

1995年8月

一般第2種

インターネットKDD

1995年4月

インターネットWIN
インターネットアクセスセンター

運営組織名

問合せ先住所

電話番号
06-766-2077

電子メールアドレス

イリンクス

大阪市天王寺区上本町1-1-17

一種

国際電信電話

千代田区大手町1-8-1KDD大手町ビル

03-3275-4311

query@kddnet.ad.jp

info@ilinx.co.jp

1993年8年

一般第2種

ウィンシステム

目黒区駒場1-28-1

03-5465-7775

service@super.win.

1995年8月

一般第2種

インターネット･アクセスセンター

港区六本木3-2-24吉田六本木ビル5F

03-5561-0416

info@iac.co.jp

1995年12月

一般第2種

エムシーエス

横浜市青葉区新石川1-33

045-911-3210

info@gardenncity.

1996年2月

一般第2種

コスモメディア

荒川区西日暮里5-6-10

03-5604-8611

cosmo@jah.or.jp

1995年12月

一般第2種

スポーツマン

立川市羽衣町2-49-12

0425-26-4300

info@inv.co.jp

or.jp
インターネットガーデンシティ

co.jp
インターネットジャー

インターネットジャー事業部
インターネットビークル

スポーツマンビル2F
インターネットラテラ

1995年12月

一般第2種

ラテラネットワーク

港区高輪3-26-33秀和品川ビル

03-5449-3425

インターネット互助会横浜

1995年4月

一般第2種

インターネット互助会横浜

横浜市神奈川区松ヶ丘33-4

045-324-7370

info@imasy.or.jp

インターネット三重

1996年2月

一般第2種

インターネット三重

三重県四日市市九の城4-20

0593-55-8800

info@inetmie.or.jp

インターネット浜松

1995年11月

一般第2種

インターネット浜松

浜松市富塚町2020-6

053-476-3200

info@inh.co.jp

インターミックス

1995年12月

一般第2種

インターミックス

福岡市中央区薬院3-13-11

092-525-1430

info@intermix.or.jp
info@interlink.or.jp

ヤクインボナンザ340

エ

インターリンク

1995年10月

一般第2種

インターリンク

豊島区上池袋4-15-7

03-3917-3711

インターロジック

1995年12月

一般第2種

インターロジック

名古屋市名東区香南1-507

052-773-8578

uchi@ilc.or.jp

インタック

1996年3月

一般第2種

インターゲイト

千代田区九段北3-3-5新村ビル

0120-78-9911

info@intacc.or.jp

エイムインターネットサービス

1996年1月

一般第2種

エイム インターネットサービス

愛知県知立市新林町小深田7

0566-83-8611

info@aimnet.or.jp

えちごインターネット

1995年2月

一般第2種

えちごインターネット

新潟県長岡市寿2-2-2

0258-24-9300

support@kenoh.

1995年12月

一般第2種

エスコット

渋谷区神宮前2-32-3ニチハタビル5F

03-3423-7400

hits.ad.jp
エスコット

オ

大江戸インターネット

1996年1月

一般第2種

大江戸インターネット

新宿区西新宿7-11-3平田ビル2号館3F

03-5330-6523

info@ooedo.or.jp

大山ネット

1995年12月

一般第2種

ワールド計測コンサルタント

松江市上乃木9-2-18

0852-32-4747

info@daisen-net.

オレンジインターネットサービス

1995年11月

一般第2種

オレンジインターネットサービス

浜松市向宿1-14-7

053-465-3111

query@orange.or.jp

ガリバー

or.jp

カ

1995年10月

一般第2種

ガリバーインターネット

大阪市福島区福島5-3-11

ガンセキ・インターネット・サービス

1995年9月

一般第2種

ビックエル・グループ

福井市新保3-2218

0776-52-1161

06-454-3678

info@gin.or.jp
info@po.ganseki.

北九州インターネット

1996年2月

一般第2種

北九州インターネット

福岡県北九州市戸畑区中原新町2-1

093-873-1241

info@kix.or.jp

1995年11月

一般第2種

ソフトアイ

中央区日本橋堀留町ビル8F

03-3662-4062

support@inetc.com

1995年2月

特別第2種

グローバルワン

港区六本木1-9-9

03-5561-1912

ashio@hq.si.net

or.jp

キ

キャンパスネット

ク

グローバルIPサービス

六本木ファーストビル7F
グローバルオンラインジャパン

1995年1月

一般第2種

グローバルオンラインジャパン

中野区東中野1-56-1大島ビル

03-5330-9380

sales@gol.com

1995年12月

一般第2種

群馬インターネット

高崎市問屋町2-8-1

0273-63-8886

office@gunmanet.

1995年8月

一般第2種

インターコムシス

横浜市南区真金町1-10-6

045-261-3939

ゴリラ

1995年12月

一般第2種

ダイイチニッケンコーポレーション

中央区新川1-14-6第7アカギビル

03-3555-2041

info@gorilla.or.jp

サイバーオズネット

1995年11月

一般第2種

サイバーオズネット

渋谷区神宮前2-32-3ニチハタビル

03-3423-6764

info@escot.co.jp

1995年1月

一般第2種

サイバーテクノロジーズ

新宿区大京町4-6オオタケ第五ビル304

03-3578-4888

sales@cyber.ad.jp

群馬インターネット

or.jp

コ

コムインターネットサービス

セントレー伊勢佐木405

サ

サイバーテクノロジーズ
インターナショナル

シ

インターナショナル

佐賀新聞インターネット

1996年2月

一般第2種

佐賀新聞インターネット事務局

佐賀市天神3-2-23

0952-28-2115

info@saganet.or.jp

さきたまインターネット

1996年1月

一般第2種

さきたまインターネット事務局

埼玉県行田市北河原705

0485-50-3007

info@sakitama.or.jp

1995年11月

一般第2種

しかせんべいインターネット

奈良市北永井町365

0742-62-6001

info@sikasennbey.

1995年9月

一般第2種

クリエイト

富士市日乃出町178

0545-55-0009

info@shizuokanet.

しかせんべいインターネット

or.jp
静岡インターネット

or.jp
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プロバイダー名
シナプスインターネットサービス

ス

スーパーウェーブ

営業開始年月日 通信事業者の種別

電話番号

電子メールアドレス

1995年11月

一般第2種

グッドコミュニケーションズ

運営組織名

鹿児島市松原町11-23池田ビル3F

問合せ先住所

0992-39-5775

info@synapse.or.jp

1996年3月

一般第2種

ワンステップ

江戸川区瑞江2-5-16

03-5243-5001

info@spwave.or.jp

インターネット
スパイスインターネットサービス

1995年11月

一般第2種

スパイス

名古屋市天白区天白町植田鴻の巣24-3

052-806-0137

info@spice.or.jp

スペック

1995年11月

一般第2種

スペック

新潟県南蒲原郡栄町猪子場新田117

0256-41-1110

support@kenoh.hits

1995年7月

一般第2種

スリーウェブ

大阪市西区西本町1-10-22

06-536-6731

info@threeweb.ad.jp

ad.jp
スリーウェブ

渋谷区恵比寿西1-4-4

03-3476-8555

セ
ス

セキュアネット

1995年12月

一般第2種

ラック

港区東新橋2-5-5TEC岩田ビル

03-3436-3484

sales@lac.co.jp

タ

ダイイチインターネットサービス

1995年11月

一般第2種

ダイイチ

広島市中区紙屋町2-1-18

082-240-3400

assist@daiichi-is.ad.jp

ダイナミックシステム

1995年12月

一般第2種

パソコンサポートセンター

新宿区西新宿7-19-5

03-3362-1042

多摩インターネット

1996年1月

一般第2種

多摩インターネット

多摩市和田454 コートメイプル201

0423-89-1789

query@tama.or.jp

千葉茂原インターネット

1996年2月

一般第2種

セレクトマネージメント

千葉県茂原市高師547-5

0475-26-1080

info@mobara.or.jp

1995年10月

一般第2種

銚子インターネット

銚子市唐子町28-31

0479-25-8655

info@choshinet.or.jp

1995年5月

一般第2種

ビックカンパニー

渋谷区千駄ヶ谷1-6-9カワクボビル2･3F

03-3486-8861

1995年12月

一般第2種

東京ベイエリア・

江東区東陽5-10-5

03-5606-8850

西新宿OSCビル2F

チ

銚子インターネット

テ

テラネット

ト

東京ベイエリアインターネット

（テラネット事務局）
info@baynet.or.jp

インターネット事務局

ニ

東国インターネット

1995年12月

一般第2種

東国インターネット

前橋市大手町1-8-14 GRHビル4F

0272-43-1059

office@tohgoku.or.jp

栃木インターネット

1995年11月

一般第2種

システムソリューションとちぎ

栃木県塩屋郡高根沢町宝積寺2034-14

028-680-2000

support@ssct.co.jp

虹ネット

1995年11月

一般第2種

インターネット香川

香川県丸亀市飯野町東二1397

0877-56-1430

info@niji.or.jp

日産インターネット

1995年9月

一般第2種

日産情報ネットワーク

横浜市西区高島2-6-32

045-451-5623

info@nissan-net.ad.jp

日本インフォサイト

1995年8月

一般第2種

ベストミックスコンサルタント

名古屋市東区東大曽根町29-11

052-931-9187

kawai@mx.infosite.

新星和大曽根ビル5F

ネ

ハ

ネスク・インターネット・サービス

一般第2種

日本海ネット

金沢市香林坊2-5-1

0762-24-1800

info@nsknet.or.jp

ネットボード北海道

1995年12月

一般第2種

ネットボード北海道

札幌市中央区南1条東1-1玉木ビル4F

011-218-3030

ask@netboard.or.jp

ネットラピュタ

1995年10月

一般第2種

スペースプライ

港区芝3-42-10三田UTビル

03-3451-6091

info@netlaputa.or.jp

パールビジョン

1995年11月

一般第2種

パールネットサービス

大阪市北区西天満6-2-14

インターネットサービス

ヒ
フ

co.jp

1995年9月

06-367-9198

info@pearl.ad.jp
sails@haya.co.jp

梅田天祥ビル2号館7F

ハヤブサインターネット

1996年1月

一般第2種

ハヤシビジネス

渋谷区幡ヶ谷2-30-2ハヤシビル

03-3376-1410

晴れの国ネット

1995年9月

一般第2種

三洋コンピュータ株式会社

岡山市天瀬4-11

086-232-5252

info@po.harenet.or.jp

帆風インターネットサービス

1996年1月

一般第2種

帆風

新宿区下宮比町2-29

03-5229-8260

info@vinet.or.jp

ピースワン

1996年2月

一般第2種

ピースワン

埼玉県川口市元郷3-22-2

048-228-1297

support@peace1.co.jp

びわこインターネット

1995年11月

一般第2種

びわこインターネット

滋賀県彦根市長曽根南448-5

0749-27-5311

info@biwako.or.jp

富士インターネット

1995年12月

一般第2種

富士インターネット

静岡市日出町6-11-201

054-221-0800

info@fuji-mt.or.jp

藤沢インターネット

1996年2月

一般第2種

藤沢インターネット

神奈川県藤沢市葛原838

0466-48-4440

info@fin.or.jp

1995年12月

一般第2種

ふれあい情報通信網

茨城県北相馬郡守谷町守谷甲2024-97

0297-20-6075

info@fureai.or.jp

一般第2種

プロサイド

千代田区外神田4-6-7

03-3255-1517

info@staff.prosaide.

ふれあいインターネット
プロサイドネット

カンダエイトビル4F

co.jp

ヘ

ベンチャーウェブ

1995年3月

一般第2種

LANベンチャー推進委員会

目黒区目黒2-1-14野村ビル2F

03-3792-5890

lanvec@

マ

マイネット名古屋;

1995年2月

一般第2種

服部家具

名古屋市港区南陽町

0256-41-1110

support@kenoh.

まほろば

1995年11月

一般第2種

AMICインターネット事業部

奈良市赤膚町1201-10

0742-45-9980

info@mahoroba.or.jp

マリモインターネット

1995年12月

一般第2種

サイエンス・

北海道釧路市星が浦大通1-7-1

0154-52-0012

info@staff.marimo.or.jp

venture-web.or.jp
大字西福田字源蔵池56

hits.ad.jp

マネジネントシステムズ
丸紅インターネット“famille”
マルコポーロ

1995年9月

一般第2種

丸紅

千代田区大手町1-4-2

03-3282-4031

ask@marinet.or.jp

1995年12月

一般第2種

マルコポーロ

豊島区池袋3-18-25北斗ビル

03-3554-5558

info@marco.or.jp
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プロバイダー名
マンダラネット

営業開始年月日 通信事業者の種別
1995年10月

一般第2種

運営組織名

問合せ先住所

であいネット

徳島県徳島市寺島本町東

電話番号

電子メールアドレス

0886-56-0220

office@mandala.co.jp

3-7-1中央不動産ビル3F

ミ

メ

ミコネット

1995年11月

一般第2種

ミコネット事務局

渋谷区恵比寿西1-32-14
恵比寿ビースビル4F

03-3780-9984

webmaster@
miconet.or.jp

三谷産業

1995年8月

一般第2種

三谷産業

金沢市玉川町1-5

0762-33-2982

info@mitani.co.jp

水戸インターネット

1996年2月

一般第2種

セレクトマネージメント

水戸市梅香2-2-48-201

029-221-1611

info@mito.or.jp

メディアウォーズ

1996年1月

一般第2種

メディアウォーズ事務局

京都市下京区大宮丹波口下る大宮

075-361-5646

query@mediawars.or.jp

1-546-2
メディアバンク
メディアポート新宿

1996年1月

一般第2種

メディアバンク

中央区日本橋浜町3-42-3

03-5642-8165

1995年10月

一般第2種

メディアポート新宿

新宿区高田馬場1-33-14

03-5272-5386

info@mps.or.jp

03-3499-3498

info@media.or.jp

0552-23-1245

info@yin.or.jp

サンフラワービル
メディアマウンテン

1995年10月

一般第2種

メディアマウンテン

渋谷区渋谷1-9-4
トーカン渋谷キャステール507

ヤ

山梨インターネット

1995年8月

一般第2種

山梨インターネット

甲府市丸の内2-16-6
平和ストリートビル5F

ユ

ユーレカネット

1995年11月

一般第2種

ユーレカ情報システム

多摩市鶴牧1-4-17 いずみビル6F

0423-56-7111

info@po.eis.or.jp

ラ

ラクスネット

1995年12月

一般第2種

コンピュータ・サービス

岡山県津山市山北560-4ムサシノビル3F

0868-25-0112

info@lucksnet.or.jp

ラボネット

1995年9月

一般第2種

ラボネットアカウントセンター

世田谷区弦巻5-21-15

03-3706-7720

info@labnet.or.jp

リムネット

1994年10月

一般第2種

ラピドシステムズ

渋谷区南平台町2-17

03-5489-5655

info@rim.or.jp

リ

日交渋谷南平台ビル（リムネット事務局）
両毛インターネット

1995年11月

一般第2種

サンライズシステム

栃木県足利市堀込町2810-1

3月1日現在でこれから開始が予定されているプロバイダー：
JOMONインターネットサービス

青森、弘前、八戸

1996年4月

0177-74-5900

エル・インターネット

奈良

1996年5月

0745-32-2720

宮崎インターネット

宮崎

1996年4月

0985-21-1645

神戸、大阪

1996年4月

078-333-1901

ワープインターネット
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pr@rim.or.jp
0284-73-4303

