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今月のニュース一覧

WAVE UP！ Archives

ロクヨンを使ったネットワーク事業
「エンターネットサービス」が今冬スタート
リクルートと任天堂は、NINTENDO64 を

年内にも定額制実現か
郵政省が NTT に
通信料金定額化を要請

使った会員制のネットワーク事業「エンター

郵政省は6 月に発表された「次世代ネット

ネットサービス」
（仮称）
を行う合弁会社を設

ワークに関する懇談会」の報告書内容を受

立し、12 月 1 日からサービスを開始すると発

け、NTT に対してインターネット通信料金の

表 した。これは、新 発 売 の外 部 記 憶 装 置

定額制導入を要請する。音声の電話とデー

「64DD」を使って音楽配信サービスの利用や

タ通信の料金を分け、データ通信料金は家庭

電子メール、ネットサーフィンなどができると

の負担にならない程度に定額化し、インター

いうもの。音楽や画像の編集をしたり、ゲー

ネットの普及に弾みをつけたい考え。この過

ムの追加データを買ったり、ネットワーク対戦

程では、FTTH の実現を待たず、ADSL など

の相手を探したりもできる。利用料金など詳

で可能なところから順次導入する姿勢も見せ

細は未定だ。

ている。

http://www.nintendo.co.jp/n10/news/

また、NTT の宮津社長も、すでに記者会

990611a.html

見の席でISDN については、大都市などに限
るが年内にも定額制を導入するとの意向を示

タダでパソコンがもらえる！
？
日本版 FreePC サービスが登場
株式会社バーテックスリンクは、新品パソ
コンを無料で配布する「ムリョーパ！」を開始
する。無料配布のパソコンを希望するユーザ

しており、今後の動きが期待される。
http://www.mpt.go.jp/

日本版パームⅦは
i モードが使える？
ドコモと 3Comが提携

ーは、指定のプロバイダーに契約するか、ク

NTTドコモと米ス

レジットカードの会員になるなどいくつかの条

リーコム（3 c o m.

件に同意する必要がある。第 1 弾として8 月

Corporation）は、

から1 万台を配布し、年内に3 〜 5 万台を配

無線データ通信と

布する予定となっている。ムリョーパ！に申

パームOS 搭載端

し込みたい人は、同社のホームページから、

末を利用した新し

いますぐ応募用紙を請求しよう。

い商品とサービス

http://ecap24.vertexlink.co.jp/

の開発に合意した
と発表した。これ

インターネットバンキングの
ユーザー数が 5 万人に！

を受けて、5 月に米国
で発売を開始したワイヤレ

シティバンクは、インターネットバンキング

ターネットを重要なチャネルとして積極的に

ス通信機能付きの端末「パー

サービス「シティダイレクト」のユーザー数が、

サービスを提供していくという。これからの

ムⅦ」が、インフラにドコモを利用して日本

6 月に約 5 万人に達することを明らかにした。

予定としては、年内に振込みサービス（当初

でも発売されるのでは？という期待が高まっ

また新たに、主要国の金融、経済情報をまと

は、あらかじめ登録した国内の口座向けのサ

ている。パームからi モードでメールのやり取

めた「Global Review Weekly」の掲載も開

ービスを予定）の開始を計画中とのことだ。

りができるようになる日は近い？

始した。同行では、顧客の約半数がインター

http://www.citibank.co.jp/

http://www.nttdocomo.co.jp/new/contents/99/
whatnew0614.html

ネットユーザーでもあることから、今後もイン
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インターネットを使えば
マイホームも安く買える

ドリームキャストが
約1万円の値下げ

株式会社清水が、インターネットを使った
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違法 MP3ファイルの
公開で初の検挙

セガ・エンタープライゼスは「ドリームキ

MP3 で圧縮したGLAY や宇多田ヒカル

「マイホーム共同購入システム」を開始した。

ャスト」の価格を約1 万円値下げし、19,900

のアルバムを無断でウェブサイトに公開して

これは、住宅の購入希望者をインターネット

円にした。また同時に、全世界のユーザーを

いた18 歳の会社員が著作権法違反の疑いで

を介して募集し、希望メーカーごとにグルー

ネットワークでつなぐ新たなネットワーク戦略

5 月27 日に家宅捜索された。これを受けて日

プ化して各メーカーに10 〜 100 棟単位で発

「Dreamcast HEAT」を発表した。これは、

本音楽著作権協会（JASRAC）は、この会社

注し、15 〜 20 ％安く購入しようというシス

世界各地に専用サーバーを設置して日米欧を

員を告訴すると発表。JASRAC では、今後

テムだ。同社は値引き額の一部を報酬として

結ぶネットワークを構築、世界中のユーザー

も違法 MP3 には厳しい措置をとる方針を表

受け取る。初年度 30 億円の売り上げを目標

がインターネット経由でリアルタイムの対戦

明しており、単なる 見せしめ ではないこと

とし、1 億円の手数料収入を見込んでいると

ができるというシステムだ。格闘系の動きの

を強調した。今後は、警告なしで告訴するこ

いう。

速いゲームでも遅延なく対戦できるという。

ともあり得るとしている。

http://www.abab.co.jp/

http://www.sega.co.jp/dreamcast/sncc_99.html

http://www.jasrac.or.jp/
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郵政省が 2.4GHz 帯無線 LAN の
規制緩和を諮問

今年もアキバでインター
ネットショーが 開催

http://www.mpt.go.p/pressrelease/japanese/new/990521j602.html

http://www.akihabara.or.jp/

郵政省は2.4GHz 帯の無線 LAN の規制の一部を改正する省令案を

AKIBAX'99

と命名された今年の「イン

電波監理審議会に諮問した。おもな改正点は周波数帯域を最大

ターネットショーin 秋葉原」は7 月 17 日〜

83.5MHz まで拡大することと、伝送速度を最大 10Mbps 程度にする

20 日の4 日間、例年どおりJR 秋葉原駅前の広場で開催される。期

こと。欧米と同じ周波数となるため、海外製品の利用が容易になる。

間中、メインステージではさまざまなイベントが催されるほか、秋葉

この答申を受け今後は関係省令の整備が行われる予定だ。

原電気街振興会の各加盟店では記念特価セールも開催される。
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i モード端末にキャラクターの
画像を配信

i モードでも文字数の制限なく
メールが読み書きできる

http://www.bandai.co.jp/

http://rmail.netvillage.co.jp/

NTT ドコモとバンダイがi モード対応端末の待ち

㈱ネットビレッジの「リモートメール」はi モード対応の携帯電話

受け画面に日替わりで「キティちゃん」など、サン

で一般プロバイダーのメールを読み書きできるドコモ公式のサービス。

リオのキャラクターを配信するサービス「いつでも

i モードのメニューリストからアクセスできる。基本利用料は月額 200

キャラっぱ」を開始した。料金は1 キャラクターあ

円。通常のi モードのメールのような文字数の制限もないため、長文

たり月額 100 円だ。

メールも読める。なお、7 月末までは無料キャンペーンを実施している。
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コールナウとライコスが格安電話
サービスの分野で提携を発表

郵政省通信総合研究所が 384K
bps のPHS 通信システムを開発

http://www.lycos.co.jp/

http://www.crl.go.jp/pub/whatsnew/press/990525_3/990525_3.html
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GO Networksで
「My RealNames」
が利用可能に
http://www.go.com/
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松下がアメリカで
ReplayTV の生産を開始
http://www.replaytv.com/pressrelease19.html
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今月の新製品情報

PRODUCT WAVE Archives

日立が A5 サイズの新型ペルソナを発売
新型のペルソナ「HPW-600JC」は、ウィ

ープンプライスだが、12 万円程度になると見

ンドウズCE3.0 を搭載している。従来の横長

られる。

ボディとは異なるPC 風な筐体になったため、

http://www.hitachi.co.jp/Prod/persona/seihin/
hpw600jc.htm

NTTドコモが EPOC
搭載の新携帯情報端末
を発表
NTT ドコモが、2000 年を目標に英シンビ

液晶はVGA を搭載し、
より見やすくなった。

アン社の開発した EPOC OS を搭載した次

メモリーは16M バイトで従来より減ったもの

世代の携帯情報端末を発売する。キーボード

の、
RISC プロセッサーSH-4 と専用 LSI の採

を搭載しており、単体で電子メールやカラー

用により高速処理を実現している。また、PDC/

画像を送受信できる。日本語にも対応する予

PHS インターフェースに加え、cdmaOne 対応

定だ。当初はPDC 方式を採用するが、将来

のインターフェースも追加された。価格はオ

的にはWAP やW-CDMA にも対応するほか、
64Kbps のPHS を利用する可能性もあると
いう。なお、スペックや価格などは未定だ。
http://www.nttdocomo.co.jp/

セイコーエプソンから
GPS搭載 のPDA ロカティオ が登場
ロカティオは、電子手

持ちの携帯電話やPHS と接続して通信でき

帳にGPS と27 万画素の

る。価格はオープンプライスだが、どちらも

デジカメを付けたようなも

市販価格は10 万円を切るという。なお、専

のだ。 P H S の有 無 で

用のネットワークサービス「i-Point network」

「 L o c a t i o - C O M 」と

を使えば、インターネットを介してより正確

「Locatio-STD」の2 モデ

な位置を表示したり、位置情報をもとにした

ルがあり、専用PHS の付

付加情報を活用したりもできる。

かないSTD モデルでも手

http://www.i-love-epson.co.jp/locatio/

松下からマルチメディア
カードが使える
デジタルビデオが登場
コンパクトマルチデジカム NV-C3

富士通がウィンドウズ CE3.0 搭載の
インタートップを発売

の特

徴は、フラッシュメモリーカード マルチメ
ディアカード が使えること。これによりテ
ープなしでも静止画像を撮影できる。重量は

新型インタートップCX300 は、ほぼA5 サ

400g で世界最小、最軽量。また、光学 10

イズ。幅 215 ×奥行き160.5 ×高さ26mm、

倍、デジタルで最大 100 倍のズームレンズを

重さ880g のボディは純チタン製で高級感に

搭載するなど、ビデオとしても充実している。

あふれている。7.8 インチのDSTN 液晶はタッ

標準価格は22 万 5,000 円。

チパネル式になっており、キーボードのキーピ

http://www.panasonic.co.jp/panasonic-j.html

ッチは15mm。56Kbps のモデムを内蔵。内
蔵バッテリーで約8 時間の連続稼動ができる。
同梱のPC シンクロステーションを使えば、本
体を載せるだけで簡単にPC と同期でき
る。標準価格は12 万 5,000 円。
http://www.intertop.ne.jp/
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ト「NetRecorder5」は、更新されたウ

である従来機を、USB 対応にしたもの。

ェブサイトだけを検出して差分をハード

新たに分割スキャンによってスキャナーの

ディスクに「録画」できる機能と、接続

読み取り幅よりも大きい原稿でも読み取

時間や接続料金を自動的に計算して教え

れる「自動文書イメージ結合機能」が装

てくれる機能などが追加された点が新し

備された。価格は29,800 円。

い。価格は8,800 円。

http://www.fmworld.ne.jp/

http://www.xaxon.co.jp/nr/
D

Archives
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日本IBM が500 円玉サイズのハードデ

アレクソンのTA、ALEX-TD603 は品

ィスクドライブ「マイクロドライブ」を発

質を重視した設計だ。自宅にかかってき

売した。コンパクトフラッシュと同形の

た電話を携帯やPHS に転送したり、逆

ため、マイクロドライブ対応のデジタル

に携帯やPHS からTA の設定を変更した

カメラやハンドヘルド型のウィンドウズ

りもできる。またUSB ポートを装備して

CE 端末なら両メディアを併用できる。記

いる。発売は7 月上旬の予定だ。標準価

憶容量は340MB で、価格は58,000 円。

格は43,800 円。

http://www.ibm.co.jp/

http://www.alexon.co.jp/
D

Archives
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アライドテレシスの10/100 Mbps 自動

インターネットFAX 機能を持たない通常

認識スイッチ「CentreCOM FS716XL」

のFAX 機と接続するだけで、FAX から電

は16 個の自動認識ポートを装備してい

子メールを出したり、インターネットを

る。1 ポートあたりの単価が6,000 円強

経由した安価なFAX サービスを利用した

と安価なのが特徴だ。デスクトップ環境

りできるという製品。価格は99,800 円

でも容易に高密度スイッチの導入が可能

で、出荷は9 月末の予定だ。

となる。価格は98,000 円。

http://www.macnica.co.jp/

http://www.allied-telesis.co.jp/
D

Archives
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ケーブルトロンのスタッカブルデュアル

56KbpsFAX モデム「USB-PM560」は

スピードハブ「SmartSTACK ELH100」

重量 28g と超軽量。USB バスから電力

シリーズは、最大で6 段までスタック接

を得るためAC アダプターが必要ないので

続できる。また、10/100Mbps 自動検

携帯にも便利。ウィンドウズ98 に対応し

出機能が付いているのが特徴だ。価格は

ており、価格は13,500 円。

12 ポート型が223,000 円、24 ポート型

http://www.iodata.co.jp/products/promo/usb/
usbpm560.htm
WAVE

W

世界最小、最軽量のモバイルスキャナー

ア イ・オ ー・デ ー タ の U S B 対 応

PRODUCT

s

ザクソンR&D のホームページ録画ソフ

マクニカの「WebRamp 200FX」は、

PRODUCT

w

Archives

富士通の「RapidScan RS-20U」は、

PRODUCT

e

D

Archives

が290,000 円。
http://www.cabletron.co.jp/
PRODUCT
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NTT ドコモは、i モード対応の携帯電

ビクターのネットワーク対応監視カメ

話機「デジタル・ムーバP501i HYPER」

ラシステム「VN-C1」は、LAN 上のカメ

を発売した。メールは1 画面で最大全角

ラから直接に動画像を取り込み、パソコ

横8 文字×縦9 行まで表示可能。重量は

ンでモニターできる。LAN 経由のほか、

約 89g。連続待ち受け時間は約 240 時

公衆電話回線を利用した遠隔モニタリン

間、連続通話時間は約 2 時間。

グも可能。価格は158,000 円。

http://www.nttdocomo.co.jp/

http://www.victor.co.jp/
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今月のプロバイダー

ニフティとインフォウェブ
が統合され1つの
プロバイダーに！？

AOLが Winamp と
Spinner.com を買収
し音楽配信事業に進出

IBM ネットが AT&T に
移管。今後、NTT との
共同運営に

ニフティとインフォウェブを運営する富士

A O L は、代 表 的 な M P 3 再 生 ソフト

通の秋草社長が、15 日に行なわれた記者会

Winamp やMP3 のストリーミングサイト

ク

IBM の日本での グローバル・ネットワー

見の席上で、将来的には両者を統合して1 つ

SHOUTCAST を持つNullSoft 社と、1 日

し、従業員250 人と全資産はAT&T の100 ％

のプロバイダーとする方針を語った。時期や

あたり200 万曲もの放送を誇る有名な音楽系

子会社であるAGNS ジャパンに継承された。

名称など詳細は未定だが、会員数が多いニフ

のインターネットラジオ局 Spinner.com

従来、IBM が提供してきたデータネットワー

ティにインフォウェブを統合するとみられる。

を有するSpinner Networks 社を合計 4 億ド

クサービスやインターネット接続サービスは、

86 年に創業したニフティは、富士通と日商

ルで買収したと発表した。AOL では両社の技

AGNS ジャパンが継続して提供する。AT&T

岩井の合弁会社だったが、日商岩井の不振

術を、AOL エニウェア対応機器に取り入れる

は、昨年末にグローバル・ネットワークを総

により99 年 3 月に富士通が同社から全ニフ

としている。また、両社の音楽サービスのほ

額 50 億ドルで買収しており、全世界で移管

ティ株式を買い取り、完全子会社にしてい

かに、AOL やICQ 向けに独自ブランドの音楽

を進めている。今後は4 月末に発表したNTT

た。当初、両者を統合する予定はないと発表

サービスを作り、検索やコマース、コミュニ

との提携にもとづき、NTT と共同して日本で

していたが、競合部分の多い両サービスは、

ティサービスからも、ライブ中継やラジオ、楽

の グローバル・ネットワーク 事業を運営

事業は5 月 31 日をもってAT&T に移管

早期に統合すると見られていた。

曲のダウンロードなどのサービスを提供する。

する合弁会社を設立する予定となっている。

http://www.fujitsu.co.jp/

http://www-db.aol.com/corp/news/press/
view?release=649

http://www.att.com/ http://www.ibm.net/

オンラインで保険の見
積もりや加入ができる
保険センターが開設

SANNET が 7月より
長時間コースの
料金を改定

iモードのメール
アドレスが
自由に設定可能に

AOL ジャパンは、三井物産と提携してオ

SANNET が7 月から料金体系の一部を改

NTT ドコモのi モード用のメールアドレス

ンラインで保険の見積もりや加入申し込みが

定する。改定されるのは「長時間コース」

は、従来「携帯電話番号 @docomo.ne.jp」

できる「AOL 保険センター」を開設した。当

で、これまで月額 3,200 円で30 時間まで利

という形式に決まっており、ユーザーが任意

初、扱う商品は自動車保険、海外旅行総合

用可能だったものが、7 月 1 日以降は月額基

に設定できなかったため、メールを送った相

保険、パソコン保険の3 種類。パソコン保険

本料が下がるうえに基本料金で接続できる時

手に電話番号がわかってしまうという問題が

は、盗難や故障のほかウイルスについても保

間も延長され、月額 2,800 円で150 時間ま

あった。それが、任意のアドレス（半角英数

障される。同時に保険情報を網羅する「保

で利用できるようになる。150 時間を超過し

字で30 字以内）を利用できるようになる。ま

険ニュース」の提供も始める。今後は、住宅

た部分については、従量課金で1 分につき6

た、メール機能自体を停止したり、暗証番号

関連の保険や貯蓄型の生命保険なども追加

円となる。なお、従来から「長時間コース」

がついたメールしか受け取らないようにしたり

される予定だ。また、保険料の試算ができる

を利用している会員には自動的に新料金が適

もできるようになる。これらの新サービスは、

シミュレーションも順次開設する。開設時の

用される。また、その他のコースについての

i モード端末の「オプション設定」から変更

契約先保険会社は、三井海上、東京海上な

変更はないが、希望者には手数料無料でコー

可能で、7 月 12 日午前 4 時より全国一斉に

どとなっている。

スの変更を受け付けている。

サービスが開始される予定だ。

http://www.jp.aol.com/company/release/990601.
html

http://www.sannet.ne.jp/

http://www.docomo-kansai.co.jp/news/press/n1999/
n0616.html
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KDD がリング状光ファイバーで
独自の専用線網を構築

関西限定の地域密着型ポータルサ
イト
「かんさい Beans」
が開設される

http://www.kdd.co.jp/press99/99-033.html

http://www.zaq.ne.jp/beans/

KDD は、大容量光ファイバーケーブルで KDD 局を始点とする総計 6km
のリング状ネットワークを独自に構築し、専用線や映像伝送、電話の統
合サービスを提供する「KDD メトロリング」を発表した。2003 年をめ
どに大手町や丸の内地区でサービスを開始する。都心部のため、高速
道路や下水道管を利用することで安価に早く回線を敷設する。

CATV インターネット「ZAQ」を運営する関西マルチメディアサービス
が、飲食店やレジャー施設など、さまざまな地域情報を集めて網羅した
サイトだ。ページ内のクーポン券を印刷して協賛店に持っていくと割引
などのサービスが受けられるほか、㈱ヴァル研究所の「駅すぱあと」と連
携しているため、電車の経路検索もできる。

PROVIDER

D

WAVE

PROVIDER

WAVE

D

マスターネットが、
10 円メールの会員
向けに「iモード転送サービス」を開始

IIJ4Uがユーザーホームページのディ
スクエリアを2MBから5MBに拡大

http://www.masternet.or.jp/news/info.html#002

http://www.iij.ad.jp/whatsnew/iij4u-5MB.html

PROVIDER

D

WAVE

PROVIDER

WAVE

D

ビジュアルシステムが 6Mbps の
バックボーンを 45Mbps に大増強

GOL が会員向け付加価値サービス
としてウェブメールサービスを開始

http://www.vc-net.ne.jp/info/news_rel/nr99052.txt

http://webmail.gol.com/

PROVIDER

D

WAVE

BIGLOBE が ローミングサービス
（タイプ B）
を 30 円/分に値下げ
http://www.biglobe.ne.jp/

PROVIDER

WAVE

D

IDC が日本と韓国の間に 2Mbps
の直通回線を追加し計8Mbps に
http://www.idc.co.jp/press/files/99-24.htm

D

WAVE

メディアエクスチェンジが
レンタルサーバーサービスを開始
http://www.mex.ad.jp/whatsnew/pr990510.htm

PROVIDER

PROVIDER

PROVIDER

WAVE

D

DTIのインターネット統合環境
「DreamStart」
β版の配布開始
http://www.dti.ad.jp/

D

WAVE

PROVIDER

WAVE

D

東京電話が加入者系無線アクセス
システムの無線局免許を取得

MTCIがインターFMと連携して
無料ホームページサービスを開設

http://www.ttnet.co.jp/news/news_h11/h110528.html

http://www.mtci.ne.jp/

PROVIDER

WAVE

D

NTTPCが月額 3,500円で独自ド
メインを利用できるサービスを開始
http://web.arena.ne.jp/

PROVIDER

WAVE

PROVIDER

WAVE

D

AT&T が会員向けのウェブメール
「うぇぶ de よめーる」を提供開始
http://www2.att.ne.jp/hamihami/mail/

D

PROVIDER

WAVE

D

クレジットカードのかわりにユーザー
ID でオンラインショッピング

インフォウェブが CATV会社向けに
インターネットサービスを開始

http://www.nifty.ne.jp/ http://www.infoweb.ne.jp/
インフォウェブとニフティは、クレジットカード番号のかわりに、ユーザ
ーID とパスワードを使うことで、安全にオンラインで決済できるサービ
ス「iREGi」
（アイレジ）を8 月 2 日から開始する。加盟店にとっても、
カード会社との契約が不要というメリットがある。

http://www.infoweb.ne.jp/
インフォウェブは、CATV 会社がわずかな自己負担で加入者にインター
ネットサービスを提供できる支援サービスを来年から開始する。CATV 会
社の回線を使うが、顧客管理や運用などはインフォウェブが行う。加入
者の月額料金は6,000 円程度の定額制となる予定だ。
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R CAMPAIGN WAVE
今月のキャンペーン情報

リムネットが抽選で1名に 5 色の iMac が
まとめてあたるキャンペーンを実施中
リムネットは、全国のアクセスポイントが

Hi-HO がプレゼントが
あたるウェブ
イベントを開催

16 エリアから124 エリアに拡大されたのを記

サイトの知名度向上と活性化を目的とした

念して、抽選で1 名に5 色のiMac がすべてあ

「Hi-HO 夏のボーナスキャンペーン」は、だ

たるプレゼントキャンペーンを実施する。ま

れでも応募できる。開催期間は7 月 31 日ま

た、期間中の入会者全員に全国各地のキャ

で。抽選で総計 100 人にギフトカード1 万円

ンプ場や1 万軒以上の飲食店、遊園地などで

分があたる。応募するには、Hi-HO トップペ

最大 50 ％ OFF の会員割引サービスを利用で

ージのイベント告知バナーから入ろう。

きる「ISIZE Club e」カードをもれなくプレ

http://home.hi-ho.ne.jp/

ゼントする。〆切は7 月 20 日。詳細は下記
URL にて。
http://www.rim.or.jp/camp/apwide/

遠隔地からサーバーを
制御するシステムを無
料貸し出し

ぷららが会員数
30 万人突破を
記念してプレゼント
ぷららの会員数が6 月で30 万人を超えた

ディアイエスが遠隔地からサーバーマシン

のを記念して、簡単なクイズやアンケートに

の電源を制御できるシステム「リモートパワ

答えるとデジタルカメラやワインセットなどが

ーシリーズ」と遠隔地のサーバーマシンを手

あたるプレゼントキャンペーンを行っている。

元のクライアントマシンから制御できるソフ

対象は現会員と新規入会者のみ。開催期間

ト「リモコン倶楽部」のセットを無料で貸し

は7 月 31 日まで。

出ししている。

http://www.plala.or.jp/plala/pre/

http://www.dis.co.jp/97219/campaign/

インターネットで樹木
を育てるコミュニティー
サービスを無料で

トレンドマイクロが ウイルスバスター 2000 に
無料アップグレードできる販売キャンペーンを開始
http://www.trendmicro.co.jp/

ニフティの「InterPot」は、インターネッ
トの仮想空間に樹木の種を植えて育て、樹木
に実った果実を通貨としてグッズの購入をし
たり、他のユーザーとコミュニケーションする

ゲートウェイが、パソコン購入者が3 か月間無料で
インターネット接続できるキャンペーンを実施
http://www.gw2k.co.jp/

というサービス。ニフティ会員は1 区画につ
き月額 100 円、種一粒につき200 円で樹木
のオーナーになれる。会員以外でも観察は無
料だ。この開設を記念して7 月 31 日まで利
用料無料のキャンペーンを実施する。
http://interpot.nifty.ne.jp/
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ビットキャストが 30 万人を対象に
300 円分の無料体験ができるキャンペーンを実施
http://www.BitCash.co.jp/campaign/
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U
国 内

CAMPAIGN

EVENT

EVENT WAVE
7月9日

7 月 13 日 7 月 14 日

名称

w

s

開催場所

W

A

V

E

ソフトウエア開発者や運用管理者向け最新技
術やツールの展示会。

東京ビックサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

BRAINSHARE JAPAN '99
http://www.novell.co.jp/brainshare99/

ノベルのネットワークに関するプライベートカ
ンファレンス。

東京ファッションタウン
東京都江東区有明 3-1

Java に関する総合展示会とセミナー。

パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場）
横浜市西区みなとみらい1-1-1

プリントとコミュニケーションをテーマに新製
品や技術を紹介する沖データのプライベートシ
ョー。

東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内 3-5-1

Tel. 03-3575-0052

東京ビックサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

問 E.J.クラウス＆アソシエート
Tel. 03-5212-7071 Fax.03-5212-6091

OKI DATA Fair/PRNCOM
http://www.okidata.co.jp/

7 月 21 日 7 月 23 日

EXPO COMM WIRELESS JAPAN 99 モバイルコンピューティングや無線通信に関す
る展示会とセミナー。
http://www.ejkrause.com/

Linux Exhibition'99
7 月 21 日 7 月 23 日 http://www2.nikkeibp.co.jp/EXPO/
linux/

7 月 30 日 8 月 1 日

9月3日

9 月 7 日 9 月 11 日

9 月 29 日 9 月 30 日

10 月 5 日 10 月 9 日

開始日 終了日
7 月 19 日 7 月 22 日

主催・問い合わせ先

第 8 回 ソフトウエア開発環境展
http://www.reedexpo.co.jp/sd/

7 月 21 日 7 月 22 日

9月2日

e

1999 年 7月〜 10月
概要

Java Developer Conference
7 月 13 日 7 月 15 日 99Tokyo
http://www.sbforums.co.jp/jdc99/

海 外

N

WAVE

今月のイベント情報

開始日 終了日
7月7日

&

日本初のLinux 専門展示会。

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

ぱそまる'99
http://www.nikkei.co.jp/events/
pasomaru/youkou99.html

ホームコンピューティングに関する展示会。家
族で楽しめ、ためになる「パーソナル・マルチ
メディア」の世界を具体的に紹介、新しいラ
イフスタイルを提案する。

東京ビックサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

iDevelop '99
http://www.oracle.co.jp/ idevelop99/

オラクルのインターネットアプリケーション開
発者向けプライベートカンファレンス。

パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場）
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

WORLD PC EXPO 99
http://wpc99.nikkeibp.co.jp/

LinuxWorld Expo/Tokyo '99
http://www.idgexpo.com/ linuxexpo/

エレクトロニクスショー'99
http://www.jesa.or.jp/jes99/

名称

アジア最大のパソコン関連の総合展示会。

電子機器や電子部品に関する総合展示会。

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

概要

Internet World Summer 99
http://events.internet.com/ summer99/

MACWORLD Expo/New York '99
7 月 20 日 7 月 23 日 http://www.macworldexpo.com/
mwny99/

SIGGRAPH 99
http://www.siggraph.org/s99/

リードエグジビションジャパン

ノベル株式会社

問

ブレインシェアジャパン運営事務局

主

McCormick Place
Chicago, IL, USA

マッキントッシュユーザーのための総合展示会。

Jacob K. Javits Convention Center
New York, NY, USA

Fax.03-3263-5302

サン・マイクロシステムズ

問 ソフトバンクフォーラム
Tel. 03-5642-8433 Fax. 03-5641-4617

問

主

沖データフェアPRNCOM 事務局
Fax. 03-3575-0041

日経 BP 社
問

日経 BP 社 エキスポ事務局

Tel. 03-5210-7001
主

日本経済新聞社

問

日本経済新聞社

Fax.03-5210-7014

事業局総合事業

「ぱそまる」事務局
Fax.03-5281-1561

主

日本オラクル株式会社

問

iDevelop'99 カンファレンス事務局

Tel. 03-5474-2976

主

Fax.03-5474-2716

日経 BP 社
問

WORLD PC EXPO 事務局

Tel. 03-5210-7003

Fax.03-5210-8285

主

LinuxWorld 実行委員会

問

IDG ワールドエキスポジャパン

Tel. 03-5276-3751

Fax.03-5276-3752

主 社団法人日本電子機械工業会
問 日本エレクトロニクスショー協会

Tel. 03-5402-7601

開催場所

インターネットに関する総合展示会とセミナー。

Fax. 03-3345-7929

主

Tel. 03-3263-4240

Fax.03-5402-7605

主催・問い合わせ先
問

Penton Media,Inc.

Tel. +1-203-341-2969

問

IDG Expo Management Company

Tel. +1-781-551-9800
Fax. +1-781-440-0300
問

8 月 8 日 8 月 13 日

問

Tel. 0120-72-1580

東京ファッションタウン
東京都江東区有明 3-1

Linux 関連の総合展示会。

主

Tel. 03-3349-8501

SIGGRAPH 99 Conference

コンピュータグラフィックに関する展示会とセ
ミナー。

Los Angeles Convention Center
Los Angeles, CA, USA

Linux 関連の総合展示会。

San Jose Convention Center
San Jose, CA, USA

Tel. +1-781-821-6741

Moscone Convention Center
San Francisco, CA, USA

Tel. +1-781-433-1500

Management
Tel. +1-312-321-6830
Fax. +1-312-321-6876

LinuxWorld Conference & Expo
8 月 9 日 8 月 12 日
http://www.linuxworldexpo.com/

8 月 30 日 9 月 3 日

9 月 7 日 9 月 11 日

9 月 29 日 9 月 30 日

問

IDG World Expo

Fax. +1-781-828-9992
ZD Events

Seybold San Francisco
http://www.seyboldseminars.com/
Events/sf99/

DTP やデジタル出版技術に関する総合展示会。

ComNet / San Francisco
http://www.idg.com/events/

広 域 テレコムとインターネットに関 する技 術
展。

Moscone Convention Center
San Francisco, CA, USA

Tel. +1-781-551-9800

NETfair99
http://www.netfair-show.com/

ネットワーク技術に関する展示会。

Denver Merchandise Mart
Denver, CO, USA

Tel. +1-303-399-6260

問

Fax. +1-781-444-3322

問

IDG Expo Management Company

Fax. +1-781-440-0386

問

NETfair99

Fax. +1-303-780-0508

※カレンダーの日程はあくまでも予定です。お出かけの際は、問い合わせ先へお確かめください。
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