
高精度衛星測位サービス利用促進協議会（QBIC）会員 （2021.７.１現在、311 会員） 

 株式会社IHI 株式会社協和エクシオ 株式会社ソリマチ技研 ムサシ・イメージ情報株式会社

株式会社IHIエアロスペース 近鉄車両エンジニアリング株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

株式会社IHIスター 公益財団法人釧路根室圏産業技術振興センター 第一精工株式会社 株式会社ネクストクリエーションズ

IMES機構株式会社 協同組合くびき野地理空間情報センター 太陽計測株式会社 パーク24株式会社

アイサンテクノロジー株式会社 株式会社クボタ 株式会社ダイワ技術サービス ハイウェイ・トール・システム株式会社

愛知県額田郡幸田町役場 グローバル測位サービス株式会社 大和ハウス工業株式会社 パイオニア株式会社

株式会社IoZ 株式会社桑原測量社 高橋空間研究所 HIREC株式会社

株式会社蒼空 KDDI 宝測量設計株式会社 株式会社パスコ

Accuver株式会社 京王電鉄株式会社 多摩川精機販売株式会社 株式会社パナR＆D

アクシスコーディネート株式会社 KCCSモバイルエンジニアリング株式会社 玉野総合コンサルタント株式会社 PwCコンサルティング合同会社

株式会社アグレックス 株式会社コア 特定非営利活動法人　地域交流センター 東日本電信電話株式会社

株式会社アコースト・コーポレーション 株式会社コイシ 千代田化工建設株式会社 東日本旅客鉄道株式会社

朝日エティック株式会社 株式会社コヴィア 株式会社テックス 株式会社日立アドバンストシステムズ

朝日航洋株式会社 一般財団法人航空保安無線システム協会 中電技術コンサルタント株式会社 株式会社日立コンサルティング

アジア航測株式会社 株式会社構造計画研究所 株式会社ティー・ゲート 株式会社日立産機システム

株式会社Ashirase 株式会社高速道路総合技術研究所 TIアサヒ株式会社 株式会社日立製作所

あっとクリエイション株式会社 独立行政法人自動車技術総合機構 TISソリューションリンク株式会社 日立造船株式会社

株式会社アドイン研究所 株式会社光電製作所 株式会社帝国データバンク 株式会社日立ソリューションズ

株式会社アムテックス 国際航業株式会社 テラドローン株式会社 株式会社ビッツ

アルパイン株式会社 国際自動車株式会社 電子基準点を利用したリアルタイム測位推進協議会 ビデオ・オンライン・ワークショップ

株式会社アレスコ 株式会社国土開発センター 一般社団法人電子情報技術産業協会 姫路登記測量事業協同組合

株式会社安藤・間 一般財団法人国土政策研究会 株式会社デンソー フォルクスワーゲングループジャパン

ESRIジャパン株式会社 コマツ 一般財団法人電波技術協会 有限会社forte

株式会社イーシーエス 小峰無線電機株式会社 東亜建設工業株式会社 富士防災警備株式会社

井関農機株式会社 サイバートラスト株式会社 東芝エレクトロニックシステムズ株式会社 富士重工業株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 サイバネットシステム株式会社 東京カートグラフィック株式会社 富士通株式会社

イネーブラ―株式会社 株式会社ササキコーポレーション 東京海洋大学 富士通テン株式会社

いくつものかたち株式会社 株式会社サタケ 東京ガス株式会社 富士通ネットワークソリューションズ株式会社

インクリメントP株式会社 株式会社サテライト・ビジネス・ネットワーク 東京ガスｉネット株式会社 株式会社フジテレビジョン

株式会社インサイトテクノロジー 佐渡測量株式会社 東京大学 富士電機株式会社

インターネットITS協議会 産学官連携コーデイネート 株式会社東芝 古河電気工業株式会社

株式会社インテック 三陽機器株式会社 東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社 古野電気株式会社

株式会社インフォマティクス 株式会社シー・エヌ・エス 独立防災隊連絡協議会 株式会社芳和システムデザイン

株式会社ウェイベックス 株式会社GIS関西 戸田建設株式会社 北海道ジェイアール・サイバネット株式会社

宇宙技術開発株式会社 株式会社CIJネクスト 土地家屋調査士法人和井内安部事務所 ボッシュ株式会社

株式会社うぶすな 株式会社シード・プランニング 飛洋航空機製造開発株式会社 本田技研工業株式会社

エア・スペース・ジャパン 株式会社シーフォーシー 株式会社トプコン マゼランシステムズジャパン株式会社

エアロセンス株式会社 JRCモビリティ株式会社 富山高等専門学校 マツダ株式会社

株式会社エイト日本技術開発 ジェネクスト株式会社 トヨタ自動車株式会社 株式会社Murakumo

HCCソフト株式会社 ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 トロンフォーラム 株式会社丸山製作所

NTTタウンページ株式会社 株式会社JVCケンウッド 中日本航空株式会社 丸文株式会社

NCRI株式会社 株式会社ジェイシーレゾナンス 株式会社ナカノアイシステム 三井住友海上火災保険株式会社

NTT空間情報株式会社 ＪＢＴＶ株式会社 長野工業高等専門学校 株式会社三井造船昭島研究所

NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社ジェノバ 株式会社ナビタイムジャパン 三井不動産株式会社

株式会社NTTデータ 四国計測工業株式会社 ナビッピドットコム株式会社 三菱重工業株式会社

株式会社NTTデータMSE ジック株式会社 新潟大学 三菱商事株式会社

NTTﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ株式会社 シナノケンシ株式会社 株式会社ニコン・トリンブル 三菱スペース・ソフトウエア株式会社

NTTﾃﾞｰﾀ経営研究所 公益社団法人地盤工学会 株式会社ニシムラ精密地形模型 株式会社三菱総合研究所

NTTデータ先端技術株式会社 島田理化工業株式会社 日欧産業協力センター 三菱電機株式会社

愛媛大学 株式会社ジャパックス 日揮株式会社 三菱電機エンジニアリング株式会社

F2エナジー株式会社 shamen-net研究会 日精株式会社 三菱電機コントロールソフトウエア株式会社

エポネット株式会社 準天頂衛星システムサービス株式会社 日鉄ソリューションズ株式会社 三菱電機特機システム株式会社 

M・S・K株式会社 商船三井テクノトレード株式会社 一般財団法人ニューメディア開発協会 三菱ﾏﾋﾝﾄﾞﾗ農機株式会社

株式会社MM総研 NPO法人自立支援センターおおいた 日本サインホールディングス株式会社 ミヨシ電子株式会社

株式会社MTI 上智大学 日本市民安全学会 株式会社MAGES.

株式会社エムログ 株式会社昭文社 日本郵船株式会社 株式会社minsora

公益財団法人大分県産業創造機構 一般社団法人情報処理学会 日本GPSデータサービス株式会社 株式会社モアソンジャパン

一般社団法人おおいたスペースフューチャーセンター 昭和電工建材株式会社 日本エヌ・ユー・エス株式会社 矢崎エナジーシステム株式会社

大井電気株式会社 新世代IoT/M2Mコンソーシアム 一般社団法人日本建設機械施工協会 ヤマトシステム開発株式会社

大鐘測量設計株式会社 スカパーＪＳＡＴ株式会社 日本工営株式会社 ヤマトホールディングス株式会社

株式会社オオバ スフェラーパワー株式会社 一般社団法人日本航空宇宙工業会 山二システムサービス株式会社

株式会社大林組 スペースアソシエイツ 一般社団法人日本自動車工業会 ヤンマー株式会社

岡谷鋼機株式会社 スペースコーポレーション 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 有人宇宙システム株式会社

NPO法人沖縄地理情報システム協議会 スペースリンク株式会社 株式会社日本総合研究所 株式会社ヨコオ

奥三河高原アウトドア協会 住友電気工業株式会社 一般社団法人日本測量機器工業会 有限会社ライティング・ソリューションズ

一般社団法人 屋内情報サービス協会 セイコーウオッチ株式会社 公益社団法人日本測量協会 ライトハウステクノロジー・アンド・コンサルティング株式会社

株式会社小野測器 セイコーエプソン株式会社 公益財団法人日本測量調査技術協会 株式会社ラムダシステム

ｵﾘｯｸｽ･ﾚﾝﾃｯｸ株式会社 西濃運輸株式会社 日本大学 株式会社リージョナルプロモーション

独立行政法人科学技術振興機構　日本科学未来館 セコム株式会社 一般財団法人日本データ通信協会 立信精機株式会社

株式会社カオスウェア 株式会社Zon 日本電気株式会社 リンクサーキット株式会社

株式会社価値総合研究所 セナーアンドバーンズ株式会社 日本電気航空宇宙システム株式会社 リンク情報システム株式会社

川崎重工業株式会社 セプテントリオ株式会社 日本電業工作株式会社 ルネサスエレクトロニクス株式会社

金井度量衡株式会社 株式会社センサコム 日本電信電話株式会社

金沢工業大学 株式会社ゼンリン 日本電波工業株式会社

兼松エアロスペース株式会社 綜合警備保障株式会社 日本土地家屋調査士会連合会

兼松コミュニケーションズ株式会社 株式会社ソーキ 一般社団法人日本農業機械工業会

神田通信機株式会社 一般社団法人測位航法学会 日本橋柴山法律事務所

技研コンサル株式会社 測位技術振興会 日本マイクロソフト株式会社

株式会社協振技建 ソニーセミコンダクターソリューションズ株式会社 公益財団法人日本無線協会

ソフトバンク株式会社 日本ユニシス株式会社

（五十音順） 


