
■第4回「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(仮称)」準備委員会参加者名簿
2008年3月25日（火）15：00～17：00

No 会社名 氏 名 部署 役職
1 評 座長 一橋大学 堀部 政男 名誉教授

2 議 座長代理 慶応義塾大学／国際IT財団 中村 伊知哉 教授／専務理事

3 委 虎ノ門南法律事務所 上沼 紫野 弁護士

4 独立行政法人メディア教育開発センター 中川 一史 研究開発部 教授

5 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 総務省 岡村 信悟 総合通信基盤局　消費者行政課 課長補佐

6 事務局長 モバイル・コンテンツ・フォーラム 岸原 孝昌 事務局長

7 有限責任中間法人ECネットワーク 沢田 登志子 理事

8 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 安富 俊介 理事

9 特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 平田 克二 ウェブデザイン技能検定 理事

10 株式会社ウィルコム 鈴木 功一郎 事業促進部 課長

11 株式会社ウィルコム 佐治 健史

12 株式会社ＮＴＴドコモ 中村 太朗 コンテンツ＆カスタマ部 担当課長

13 株式会社ＮＴＴドコモ 柳澤 隆治 経営企画部 担当課長

14 株式会社ＮＴＴドコモ 高橋 由香里

15 株式会社ＮＴＴドコモ　モバイル社会研究所 野網 順子

16 ＭＶＮＯ協議会 有田

17 ＭＶＮＯ協議会 佐藤

18 社団法人　音楽電子事業協会 岩崎 修三 専務理事

19 社団法人　音楽電子事業協会 古川 一夫 著作権・ソフト委員会 副委員長

20 CANVAS 石戸 奈々子 副理事長

21 経済産業省 山内 文博 係長

22 警察庁 小林 淳一 情報技術犯罪対策課
23 KDDI株式会社 竹之内 剛 auサービス企画部 部長

24 KDDI株式会社 井上 敏了 コンテンツ・ＥＣビジネス部 グループリーダー

25 KDDI株式会社 安武 慶樹 渉外・広報本部　渉外部 課長補佐

26 KDDI株式会社 森田 康裕

27 主婦連合会 木村 たま代

28 総務省 内藤 新一

29 ソフトバンクモバイル株式会社 金 寛樹 サービス・コンテンツ統括部 課長

30 ソフトバンクモバイル株式会社 石原 友信 総務統括部 課長

31 ソフトバンクモバイル株式会社 斉藤 光成 渉外部

32 デジタルアーツ株式会社 猪俣 清人 経営企画部 部長

33 社団法人デジタルメディア協会 丹呉 競 事務局 事務局長

34 社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC） 小島 芳夫 送信部 部長

35 社団法人日本広告審査機構（ＪＡＲＯ） 遠藤 隆志 総務部

36 日本出版販売 常盤 敬介

37 日本通信販売（JADMA） 三浦 千宗 事務局 係長

38 社団法人日本レコード協会 米内 友伸 課長補佐

39 社団法人日本レコード協会 畑 陽一郎 部長

40 ネット教育アナリスト 尾花 紀子

41 ネットスター株式会社 高橋 大洋 広報部 部長

42 モバイル マーケティング ソリューション協議会 岸良 征彦 専務理事

43 モバイルメディア連絡会 本間 広宣

44 有限会社EYE's factory 石野 純也 フリージャーナリスト

45 株式会社アイ・ティ・フロンティア 吉岡 良平 事業開発
46 株式会社アルス工房 沖田 寛己 代表取締役

47 イー・ガーディアン株式会社 荒池 和史 営業部 課長

48 株式会社YICHA 伊藤 文彦 製品企画部 執行役員

49 株式会社ウェブドゥジャパン 三輪 佳宏 モバイルメディア事業部
50 株式会社ウェブマネー 大工原 秀和 営業部
51 株式会社ウェブマネー 橋野 太郎

52 株式会社エイチアイ 秦 勝重 Ｓ＆Ａ開発部 取締役、Ｓ＆Ａ開発部部長

53 株式会社エイティング 宇藤 俊哉 業務セクション セクションリーダー

54 株式会社エクシング 間宮 由香 新規事業開発部コミュニティメディアG

55 株式会社エクシング 宮崎 純子 事業統括部
56 株式会社エクセルシア 森本 克明 社長室 代表取締役社長

57 NHN Japan株式会社 山ノ口 純子 法務室ビジネスリーガルチーム

58 NHN Japan株式会社 泉 忠宏

59 株式会社エムティーアイ 長野 貴夫 上席執行役員

60 株式会社オープンドア 高橋 和幸 Web事業部　第2事業グループ 部長

61 株式会社キャラウェブ 杉野 正夫

62 共同通信社 楳本 実 経済部
63 グラッドメディア株式会社 大須賀 誠 取締役

64 グリー株式会社 青柳 直樹 取締役　経営管理部長

65 グリー株式会社 田中 良和 代表取締役社長

66 日本コカ・コーラ 江端 浩人

67 株式会社サイバード 大須賀 美保 BtoC統括室
68 株式会社サイバード 廣瀬 聖子

69 株式会社サイバード 伊勢 明日香
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70 株式会社サイバード 中島 謙一郎 執行役員副社長兼CSO

71 株式会社サミーネットワークス 井島 剛志 プロデューサー

72 GMOメディア株式会社 小野寺 稔充 管理本部　カスタマーサポートグループ マネージャー

73 ジェイマジック株式会社 内田 俊二

74 ジェイマジック株式会社 近藤 一馬 部長

75 株式会社スカイアンンドロード 西原 由実

76 株式会社宣伝会議 池田 満寿次 ニュースセンター 記者

77 株式会社ディー・エヌ・エー 阿部 すさ

78 株式会社ディー・エヌ・エー 春田 真

79 株式会社ディー・エヌ・エー 山本 和弘

80 株式会社ディー・エヌ・エー 田中 陽子

81 TBSテレビ 市澤 牧彦

82 トランスコスモス株式会社 橋本 龍太郎

83 株式会社ドワンゴ 甲斐 顕一 部長

84 株式会社ドワンゴ 杉本 誠司 部長

85 株式会社ドワンゴ 柿谷 泰秀 ニコニコ事業本部ライツビジネス部 担当部長

86 株式会社ドワンゴ 野村 雄一郎 ニコニコ事業本部事業推進部第二セクション

87 日経BP社 加藤 雅浩 日経NETWORK 副編集長

88 日本エンタープライズ株式会社 植田 勝典 代表取締役社長

89 日本経済新聞社 小川 義也 編集局産業部 記者

90 日本経済新聞社 城戸 孝明 編集局ベンチャー市場部 記者

91 日本経済新聞社 永井 伸雄 消費産業部 記者

92 ネットレイティングス株式会社 阿部 千江子

93 野村総合研究所 鈴木 良介 情報・通信コンサルティング部 副主任コンサルタント

94 株式会社ピーネスト 村田 泰 代表取締役

95 株式会社ピーネスト 佐藤 竜史 メディア事業部 マネージャー

96 株式会社ビーマップ 大谷 英也 経営企画部長

97 株式会社ビジュアルワークス 豊田 康三 代表取締役CEO

98 ビットキャッシュ株式会社 片山 昌憲 営業企画部 部長

99 ピットクルー株式会社 山内 城治 経営企画室 室長

100 株式会社fonfun 大和田 薫 新規事業室　メディア・ポータルチーム リーダー

101 フジテレビジョン 春日 直道

102 フリュー株式会社 芝山 貴史 モバイル事業部

103 毎日新聞 臺 宏士

104 ミッブ株式会社 葉山 純一 教育貢献事業部 プロデューサー

105 メディアインクルーズ株式会社 小川 昌幸 代表取締役

106 株式会社モバイルブック・ジェーピー 三浦 厚志 室長

107 ヤマハミュージックメディア 木村 亨 主任

108 読売新聞社 田中 健一郎 社会部 記者

109 株式会社ライブドア 高橋 誠 メディア事業部　事業企画部 マネージャー

110 楽天株式会社 小木曽 稔 なし

111 楽天株式会社 関 聡司

112 株式会社リックテレコム 翅 力 技術出版部 部長

113 株式会社リックテレコム 池辺 紗也子
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