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今月のニュース一覧

WAVE UP! Archives は
「ニュース書庫」
。大
小さまざまなニュースを一覧できるページです。

WAVE UP！ Archives

長野で国内初のADSL商用サービスが開始
東京でも今秋スタート
長野県の川中島町有線放送（KUHK）と

速度は下りが最高で1.5Mbps、上りが最高

プロバイダーJANIS ネットは、9 月 1 日から

で91Kbps。PROXY サーバーを利用すれば

有線放送網を使った商用 ADSL 高速インタ

家庭内の複数のPC から同時にアクセスでき

ーネット接続サービスを開始する（下図）。

る。企業向けの「ビジネスコース基本接続サ

一方、xDSL 関連商品開発のソネットと情

これは、ADSL 技術を利用した商用の接続サ

ービス」は、月額料金は10,000 円で、通信

報システム開発の数理技研はADSL を使った

ービスとしては国内初となる。

速度は下りが最高で1.5Mbps、上りが最高

高速通信サービスを提供する新会社「東京

で272Kbps。ともに入会金は20,000 円で、

めたりっく通信株式会社」を設立した。同社

ス。個人向けの「プライベートコース基本接

ADSL モデム、LAN ケーブルなどが貸与され

は今秋、東京の中央区、新宿区、港区、豊

続サービス」は、月額料金5,500 円で、通信

るほか、10MB のホームページエリアやメー

島区、台東区でサービス開始を予定してい

提供されるのはLAN 型の常時接続サービ

ルアカウントなども提供される。
また、オプションで2 種類のサーバー構築
サービスが提供される。

る。利用料金は初期費用を除き、個人向け
で月額 5,000 円台、法人向けでは30,000 円
KUHK本局

台を想定している。

ADSLモデム

www.janis.or.jp/adsl/
www.tokyometallic.com

インターネット
JANIS県
センター

JAグリーン
長野本所

KUHK各支局

ADSLモデム

マイクロソフトが
インスタントメッセージ
サービスを開始

DDIポケットが
64Kbpsデータ通信
サービスを開始

製品登場まであと一歩
Bluetooth仕様書
バージョン1.0が 確定

DDI ポケット電話グループ各社は、PHS に

マイクロソフトは、インスタントメッセー

よる64Kbps データ通信サービスの提供を開

ジサービス「MSN Messenger Service」を

運営委員会は、Bluetooth 仕様書バージョ

Bluetooth SIG（Special Interest Group）

始した。64Kbps 通信にはベストエフォート

開始した。プレリリース版のウィンドウズク

ン1.0 を発表した。Bluetooth テクノロジー

方式を採用。利用者が多いなど2 回線が確保

ライアントが利用でき、現在は英語版、日本

はモバイルコンピューティングや通信機器間

できない状況ではいったん1 回線（32Kbps）

語版、フランス語版、ドイツ語版、スペイン

の相互通信を容易にすると同時にワイヤーや

で接続し、別の回線が確保できしだい自動的

語版、スウェーデン語版が用意されている。

ケーブルなしにインターネットへの高速接続

に64Kbps 接続に移行できる。通信料金は

利用するにはHotmail のアカウントが必要。

を可能とする技術。モバイルコンピュータ、

現行のデータ通信料金をそのまま適用する。

ICQ やAOL Messenger と同じように、登

携帯電話、ハンドヘルド機器のユーザーはそ

なお、PHS の64Kbps データ通信のベストエ

録したメンバーがオンラ

れぞれの機器に保存されたデータの同期を簡

フォート方式に未対応のプロバイダーへの接

インになったかどうか通

単に取れるようになる。現在、850 社以上が

続を円滑にするため、DDI ポケットでは「プ

知してくれるほか、MSN

Bluetooth SIG に加盟しており、仕様書バー

ロトコル変換装置」を設置する。この装置を

Hotmail の着信通知や、

ジョン1.0 の完成により、これらのデベロッパ

経由する場合、別に5 円／分の料金が加算

Outlook Express 5 の

ーはBluetooth 搭載製品の設計を完了し、

されることになるが、2000 年 1 月 31 日まで

「連絡先」の欄にコンタ

製品の品質認証と、他の機器との相互運用

は加算分は無料とされる。なお、64Kbps デ

クトリストを表示する機

性のテストに取りかかることになる。Blue-

ータ通信サービスを利用するには専用のPHS

能などが利用できる。

tooth を採用した製品は各社から2000 年に

端末およびデータ通信カードが必要となる。
www.ddipocket.co.jp
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www.messenger.
msn.com

市場投入される見込みだ。
www.bluetooth.com
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リアルネットワークスがリアル
プレーヤーG2 Update2をリリース
www.jp.real.com

WAVE
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ダイアモンドマルチメディアと
米レコード協会がMP3訴訟で和解
www.diamondmm.co.jp

リアルネットワークスは、リアルプレーヤーG2 Update2 を発表し

米ダイアモンドマルチメディアは、同社の携帯型 MP3 プレーヤー

た。MP3 オーディオが再生できるほか、インターネットエクスプロー

「Rio」をめぐる訴訟で、米レコード協会（RIAA）と和解したと発表

ラ5 から、ビデオやオーディオサイトへの検索が簡単にできる。必要

した。この訴訟は、Rio がデジタル音楽の違法複製を禁じた法律を侵

なコンポーネントを自動的にダウンロードする機能も追加された。日

害しているとしてRIAA が米連邦地裁に販売差し止め請求を求めてい

本のリアルチャネルパートナーも10 社増え、19 社となった。

たもの。原審、控訴審とも、ダイアモンド側が勝訴していた。

WAVE

UP!

D

Archives

So-netがインスタント
メッセージソフトをリリース

WAVE

UP!

D

Archives

家庭内ネットワークHomePNAが
10Mbpsに高速化

www.so-net.ne.jp

www.homepna.org

ソニーコミュニケーションネットワークは、インスタントメッセージ

既存の電話回線を使った家庭内ネットワークの仕様を策定する団体

ソフト「PingPot」のウィンドウズ用ベータ版をリリースした。リス

「Home Phoneline Networking Alliance」
（HomePNA）
は、第 2 世

トに追加したメンバーに顔のアイコンを割り当てられるのが特徴で、

代の仕様「HomePNA Specification 2.0」を開発中であると明らかに

タイトルバーの配色などが異なる「男の子版」と「女の子版」がダウ

した。データ通信速度が10Mbps に高速化され、PC と周辺機器の

ンロードできる。マッキントッシュ版も9 月に公開予定だ。

データのやり取りにも利用できる。仕様は今年後半に確定する予定。

WAVE

UP!

D

Archives

トレンドマイクロが無料ウイルス対策
診断サービスを開始
www.trendmicro.co.jp

WAVE

UP!

D

Archives

NTTドコモが 人ナビ 共通化に
向けてコンソーシアムを結成
www.nttdocomo.co.jp

トレンドマイクロは、企業の情報システム担当者向けに「無料ウイ

NTT ドコモは、歩行者向けナビゲーションサービスの共通化に向け

ルス対策診断ウェブサービス」を開始した。ウェブ上の診断カルテ記

たコンソーシアムを結成することを発表した。GPS を利用した位置情

入ページで企業システムの各層におけるウイルス対策製品の導入率、

報サービスやPHS の「いまどこサービス」などを統一的に利用できる

運用管理方法などを入力すると、総合的なウイルス感染の危険性な

共通プラットフォームの構築を目指して、GPS メーカー、地図メー

どをリアルタイムで診断できる。

カー、コンテンツプロバイダーなど33 社が参加する。

WAVE
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ニチメンがマンションやホテルを対象
に定額ネット接続サービスを提供
www.nichimen.co.jp

WAVE

UP!

D

Archives

バーチャル・エージェンシーが
教育の情報化に向け中間報告
www.kantei.go.jp

ニチメンは、マンション住民などを対象に、月額 2,000 円程度でイ

内閣総理大臣直轄の「バーチャル・エージェンシー」は、中間報

ンターネットを常時接続で利用できるシステムを販売する。複数の家

告をまとめた。
「教育の情報化」に向けた今後の取り組みとして、小

庭が共同でNTT のOCN 専用線サービスなどに加入し、米アキュコム

中高校のすべての教室からの高速インターネット接続、教員のコンピ

が開発した信号分配機を利用することで低額料金を実現する。マン

ュータ指導技術の向上などを挙げているほか、全国的な「情報通信

ションのほか、ホテルや学生寮などにも販売する予定だ。

ネットワーク」の拠点を設けることを提言している。

WAVE

UP!
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東芝がインターネット対応の
携帯音楽プレーヤーを開発

WAVE

UP!

Archives

D

富士通がネット上の仮想都市を
＠niftyで2003年にオープン

www.toshiba.co.jp

www.fujitsu.co.jp

東芝は、インターネット対応の携帯音楽プレーヤーの開発を進めて

富士通は、ネット上に銀行や書店、病院などが並ぶ「ネットタウ

いることを明らかにした。99 年度末に商品化の予定で、スマートメ

ン」を2003 年をメドに開設することを明らかにした。ニフティサーブ

ディアを使用、価格は2 万円前後を見込む。対応する音楽圧縮形式

とInfoWeb が統合されて11 月からスタートする「＠nifty」上で展開

は未定だが、SDMI による携帯音楽プレーヤーの仕様が正式に策定さ

する。患者と医師がネットを通じて会話できる病院や、住民票など

れれば、そちらに準拠した製品になるものとみられる。

の公共サービスの提供も予定している。
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今月の新製品情報

PRODUCT WAVE Archives

PRODUCT WAVE Archives は、今 月 発
表された製品を網羅する「新製品カタログ」を
目指します。

アルミボディーを採用した
普及価格のデジタルカメラ

英文に日本語の注釈を
付けてわかりやすく表
示する「RichLink
Automate」

コダックは、光学 2 倍ズーム採用の109 万

価格 5 万円以下）
となっている。

画素デジタルカメラ「DC215 Zoom」を9 月

ロータス、センティアス社、CSI 社は、英

下旬から発売する。ボディーにアルミ素材を

文のテキストファイルなどに日本語の意味の

採 用 し、
「 DC210A Zoom」より体 積 比 で

ハイパーリンクを自動的に作成して配信する

35 ％小型化した。ウィンドウズとマッキント

システム「RichLink Automate」
を発売する。

ッシュの両方に対応するソフトウェア、接続

これは、英単語があると自動的に日本語訳の

キット、4M バイトのコンパクトフラッシュメ

データを生成し、関連付けるシステム。クライ

モリーなどが同梱され、本体を購入してすぐ

アント側にすべての辞書データを置く「バビロ

に利用できるオールインワンパッケージとなっ

ン」などの翻訳ソフトとは異なる。センティ

ている。価格はオープンプライス（店頭予想

www.kodak.co.jp

アス社開発の「RichLink Automate」
は、ノー
ツ・ドミノ版とウィンドウズNT 版の2 種類が
あり、
「RichLink Auto-mate for Win-dows
NT」
（基本パッケージ2,000,000 円）
はCSI が
販売し、
「RichLink Automate for Domino」

使いやすくなった
シンサーバー
「Whistle InterJet II」
ホイッスル・コミュニケーションズは、ユ

ー、4 ポートハブがセットになって価格は

（基本パッケージ1,700,000 円）
はロータスが

ーザーインターフェイスを改善し、ブラウザ

498,000 円となっている。

総販売元となる。RichLink 文書を表示させ

ーでさらに簡単に操作できるようになったシ

www.whistle.co.jp

るために、ウェブブラウザーやノーツクライアン

ンサーバー「Whistle InterJet II」の販売を

トに組み込む「RichLink View」はRichLink

開始した。メーリングリスト機能やバックア

Automate に同梱されているほか、センティ

ップのスケジュール化などの新機能を搭載し、

アス社のウェブサイトからダウンロードもでき

オプションでVPN やセキュアリモートアクセ

る。国内では
「asahi.com」がRich-Link に

ス機能にも対応する。販売はNTT 東日本、

よる英文ニュースの配信を行っている。

NTT 西日本、NTT-ME などの販売代理店が

www.sentius.com/sentius/Japanese/
www.lotus.co.jp
www.csi.co.jp

行う。NTT-ME の販売する「InterJet パッ
ク」では、InterJet II とダイアルアップルータ

ウィンドウズ用 MP3作成、
再生ソフトがバージョンアップ

MP3 Studio Unreal2

住友金属システム開発は、米MusicMatch

また、ランドポートからはPentium III の

社が開発した「MP3 JUKEBOX 4 by Music-

SSE やAMD の3DNow ！テクノロジーに対

Match」を9 月4 日に発売する。価格は7,800

応し、高速に音楽 CD からMP3 に変換でき

円。従来版と比べ、ユーザーインターフェイス

る「MP3 Studio Unreal2」が発売される。

が改良され、サウンドカードのマイク入力やラ

発売日は9 月 7 日で価格は9,800 円。MP3

イン入力からMP3 へ直接変換できる機能が

の作成や再生だけではなく、CD-R ライティ

搭載された。マイクロソフトによる音声圧縮

ング機能なども備えている。

形式のWMA（Windows Media Audio）にも

www.smisoft.ssd.co.jp
www.landport.co.jp

対応している。
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8ポートスイッチングハブが19,000円
www.allied-telesis.co.jp
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プロバイダー向け薄型サーバー
www.sun.co.jp

アライドテレシスは、10/100Base-TX 自動認識ポートを8 個装備

サン･マイクロシステムズは、プロバイダー向けラックマウント用薄型

したスイッチングハブ2 製品を10 月 31 日までの期間限定のキャンペ

サーバー「Netra t1 Model 105」を発売した。特徴はきょう体の高さ

ーン価格で販売する。価格は、

が4.5cm という点で、本体と合わせてデザインされた専用ラックマウ

「 CentreCOM FS708E」 が

ントを利用すれば

19,000 円、「CentreCOM

40台まで格納でき

FS708XL」が19,800 円。
PRODUCT

WAVE

る。価格はオープンプライス。
D

Archives

クライアントPC向けUPS

PRODUCT

WAVE

D

Archives

低価格のインテリジェントスイッチ

www.apc.co.jp

www.planex.co.jp

エーピーシー・ジャパンはクライアントPC

プラネックスコミュニケーションズは、ASIC により高速ルーティン

向けの小型 UPS を2 機種発売した。停電

グを実現したLXV-16H とハイコストパフォーマンスを実現したLXV-

時のバッテリーバックアップだけでなく、

16S の2 種類のレイヤー3/2 インテ

ISDN や10/100Base-TX の回線保護機能

リジェントスイッチを発売

も搭載する。価格は、BK350 が20,800

する。価格は498,000 円

円、BK500 が27,800 円となっている。
PRODUCT

WAVE

（LXV-16S）から。
D

Archives

730Mバイトのデジカメ用光ディスク
www.olympus.co.jp

www.sanyo.co.jp

www.maxell.co.jp

オリンパス光学工業、三洋電機、日立マクセルは共同でデジタルカ

PRODUCT

WAVE

D

Archives

内蔵型プリントサーバー発売
www.jci.co.jp

日本コンピュータ工業は、自社開発の高速 32bit

メラ用の光磁気ディスク規格「iD フォーマット」

RISC CPU を搭載した内蔵型プリントサーバ

を開発した。iD フォーマットは直径 50mm の書

ー「K-710TNE」など2 製品を発売する。

き換え型の光ディスクで、デジタルカメラ向けに

ブラウザーから簡単に設定ができるの

開発された。メディアの容量は730M バイトで、

が特徴。エプソンと京セラのプリンタ

将来的には2 倍化や5 倍化も可能としている。

ーに対応する。価格は58,000 円から。

PRODUCT

WAVE

D

Archives

リアルプレイヤーをパッケージ販売
www.ascii.co.jp/ascii/mmd/

PRODUCT

WAVE

D

Archives

複数のPCから同時にインターネット
www.brain-tokyo.co.jp

アスキーは、リアルネットワークスの「リアル

ブレーンは、接続するプロバイダーや使用して

プレイヤーPlus G2」と操作方法を解説したソ

いるブラウザーなどの設定を切り替えたり、複数

フトなどをバンドルした「リアルプレーヤーPlus

のPC から1 回線で同時にインターネットにアクセ

G2 ベストパッケージ」を9 月 3 日より発売する。

スしたりできるプロキシー機能を備えたソフト

ウィンドウズに対応の日本語版とマッキントッシ

「HtoO 2000」を発売した。対応環境はウィンド

ュに対応の英語版の2 製品で、価格は6,980 円。
PRODUCT

WAVE

ウズ95/98 で、価格は12,800 円。
D

Archives

単語から対応するコンテンツを表示
www.wordlinker.co.jp

PRODUCT

WAVE

D

Archives

ゾンビを育てるメールソフト
www.btdstudio.com

エスエフディーは、画面上の単語をマウスで選択す

BTD STUDIO は、メールで他のユー

るだけで、対応するウェブサイトやコンテンツを表示

ザーを訪問して、ゾンビ同士が交流で

する「Wordlinker」の配布を開始した。同社のウェ

きるメールソフト「ZOM-MAIL」をリ

ブサイトから無償でダウンロードできる。ワープロや表

リースした。ZOM-MAIL 本体は無料

計算ソフト、ブラウザーなど、テキストを表示するあ

で、育成ゲーム機能を追加する「ZOM-

らゆるアプリケーション上から利用可能。

MAIL スターターセット」が1,000 円。
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PROVIDER WAVEでは、プロバイダーの新
サービスや料金改訂、キャンペーンに関するニ
ュースを紹介します。

X PROVIDER WAVE
今月のプロバイダーニュース

JustNetが新料金コースを追加
時間帯制限の料金プランは 24時まで利用可能に
JustNet は、8 月23 日より月額950 円で3

間分の接続を含んだ「トワイライト15」
、
「ロ

時間まで利用できる新料金コース「ごきげん

ングタイム15」についても同様に延長となる。

コース」の提供を開始した。これにより、

料金には変更はない。

ASAHIネットが
料金改定。携帯電話の
接続は無料に
アトソンが運営する「ASAHI ネット」は、9
月 1 日より個人向けサービスの料金を改定す

JustNet の基本的な料金コースは4 種類とな

また、8 月 28 日からはサポートセンターの

る。新しく月額 450 円で3 時間まで利用でき

る。従来のコースについては、時間限定の固

土日および祝日の受け付けを開始する。受け

る「プランM」を追加し、これまでの月額 900

定料金サービス「トワイライトフリー」
、
「ロ

付け時間は10 時から17 時まで（平日は10

円の「プランA」の基本時間を3 時間から5 時

ングタイムフリー」の2 コースで、固定料金

時から19 時まで ）
。

間に延長する。また、携帯電話からの接続に

で利用できる時間帯をこれまでの22 時までか

www.justnet.ne.jp

ついては、接続時間をASAHI ネットの課金

ら24 時までに延長した。同サービスに15 時

対象外とするキャンペーンも実施する。キャ
ンペーン期間は来年の8 月まで。

コース名

月額基本料金

コース名

月額基本料金

おきがるコース 500 円
（完全従量制）

トワイライトフリー

1,280 円（18 〜 24 時使い放題）

ごきげんコース 950 円
（3 時間まで）

デイタイムフリー

1,980 円（6 〜 18 時使い放題）

月額基本料

従量課金

ちゃっかりコース 2,000円
（15時間まで） ロングタイムフリー

2,680 円（6 〜 24 時使い放題）

プランM 450 円
（3 時間まで）

7 円/分

プランA 900 円
（5 時間まで）

7 円/分

たっぷりコース 3,500 円
（35 時間まで） ※従量課金はいずれも6 円/分

www.asahi-net.or.jp

プランB 1,700円
（15 時間まで） 3 円/分
プランC 2,900円
（150 時間まで）3 円/分

NEWEBが時間帯限定の料金プラン
「NEWEBダイヤルくじら」サービス開始
KDD は個人向け接続サービス「NEWEB

円/分の従量課金（上限 3,000 円）の「ダイ

ダイヤルアップ」に、時間限定の定額制料金

ヤル2」
、月額 1,850 円の固定料金制の「ダ

「NEWEB ダイヤルくじら」を追加し、8 月

イヤル3」と合わせて4 通りとなる。

DREAM NETが
料金プランを追加
DoPa接続にも対応

15 日よりサービスを開始した。同サービスは

また、今回の「ダイヤルくじら」サービス

DREAM NET は、8 月1 日より短時間利用

月額基本料が1,200 円で、午前9 時から午後

の開始にともない、アンケートに回答した人

者向けの料金プラン「M3」の提供を開始し

9 時までの時間帯については無制限で利用で

の中から抽選で1,000 人にプレゼントがあた

た。同サービスは月額 480 円で3 時間まで利

きる。時間外の接続については5 円/分の従量

るキャンペーンを、ホームページ上で実施し

用でき、以降は7 円/分の従量課金。また、同

課金となるが、月額基本料と従量課金の合

ている。対象となるのは10 月 15 日までに

日よりNTT ドコモのパケット通信サービス

計額は3,000 円を上限としてそれ以上は課金

「ダイヤルくじら」新規に加入したユーザー

「DoPa」による接続サービスも開始した。12

されない。これによりNEWEB の料金コース

で、応募の際には利用案内で通知される番号

月末までは無料期間として、DoPa からの接

は、12 円/分の完全従量制（通話料込み）

が必要となる。

続についてはDREAM NET側では課金しない。

「ダイヤル1」
、月額 800 円で5 時間以降は5

初期費用
月額基本料金
接続料金
月額上限料金

366

www.neweb.ne.jp

www.mbn.or.jp

月額基本料

従量課金

ダイヤル1

ダイヤル2

ダイヤル3

ダイヤルくじら

500 円

500 円

なし

500 円

エントリー0 なし
（完全従量制）

7 円/分

1,200 円

M3

480 円（3 時間まで）

7 円/分

エンジョイ5 980 円（5 時間まで）

6 円/分

なし

800 円

1,850 円

12 円/分
5 円/分
（通話料込み） （5 時間以降）
なし
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3,000 円

−
−

5 円/分
（21 〜 9 時の接続）
3,000 円

ナイス15 1,980 円（15 時間まで） 5 円/分
スタンダード 2,900 円（無制限）
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PRODUCT

PROVIDER

WAVE

N

WAVE

D

AT&T WorldNet が加入者に
パソコンが当たるキャンペーンを実施
www.att.ne.jp

PROVIDER

e

w

s

W

A

V

E

D

WAVE

So-net「モバイルアクセス」
サービス開始
www.so-net.ne.jp

AT&T Jens が提供する個人向けダイアルアップ接続サービス

So-net はNTT ドコモのデジタル携帯電話専用の接続サービス「モ

「AT&T WorldNet Service」では、9 月 1 日より新規加入者の中から

バイルアクセス」を開始した。同サービスは全国共通の電話番号「ク

抽選で10 人にパソコン（アキアMicroBook 6740C）が当たるキャ

イックナンバー」を利用することによって、これまで電話をかけてか

ンペーンを実施する。対象となるのは9 月 1 日から10 月 31 日の間に

ら30 秒程度かかっていた接続までの時間を大幅に短縮するもの。ま

加入し、2 か月以上利用したユーザー全員。抽選は来年の1 月に行わ

た、NTT ドコモのデジタル網から直接 So-net に接続するため、通信

れ、同社のホームページ上で発表される。

品質も改善される。So-net 会員であれば登録や追加料金などは不要。

PROVIDER

D

WAVE

CYBER STATIONが入会月は
利用料無料のキャンペーンを実施
www.cyberstation.ne.jp

PROVIDER

D

WAVE

SRSがバックボーンを大幅に増速
専用線接続の割引キャンペーン
www.srs.ne.jp

鉄道情報システムのインターネット接続プロバイダー「CYBER

SRS Internet Service は、10月よりJPIX、MEX、OMP、NSPIXP-

STATION」は、9 月 1 日から10 月 31 日まで入会月無料キャンペーン

3 にそれぞれ100Mbps で接続し、これまでのKDD への接続（東京

を実施する。同キャンペーンは、期間中に料金タイプのソロ
（月額500

100Mbps、大阪 150Mbps）とあわせて650Mbps のバックボーン

円、2 時間まで）
、デュエット
（月額 1,000 円、7 時間まで）
、カルテ

に増速していくことを発表した。これにあわせて専用線接続サービス

ット
（月額 2,000 円、15 時間まで）のいずれのタイプを選んだ場合で

の料金を改定する。料金は64Kbps で22,000 円、128Kbps で

も、入会した月の利用料については無料となるもの。制限時間を超

42,000 円など。また、200 社限定で料金が80%引きとなるキャンペ

過した場合の従量課金（5 円/分）についても適用される。

ーンも実施中。

PROVIDER

D

WAVE

AIR インターネットが
ホスティングサービス料金を改定
www.air.ne.jp

PROVIDER

D

WAVE

アイルが CobaltRaq2利用の
ホスティングサービスを開始
www.isle.ne.jp

AIR インターネットは、独自ドメインが利用可能な低価格ホスティ

アイルでは米コバルト社のCobaltRaq2 を使用した、1 契約 1 サー

ングサービスを9 月より開始する。使用できるディスク容量は当初は

バーのホスティングサービスを9 月 1 日より開始する。利用者はサー

50M バイトに設定されるが、申告により無制限に拡張できるのが大

バー1 台を独占使用できるため、他の利用者による速度の影響を受け

きな特徴となっている。月額料金は基本料が2,000 円、ウェブ用の

にくい。料金はディスクスペース3.2G バイトの場合は月額 19,800 円

ディスクスペースが3,000 円（容量無制限）
、自作CGI 利用の場合の

（初期費用 50,000 円）
、8.4G バイトの場合は月額 24,800 円（初期

追加料金が3,000 円、メールアカウントが1 アカウントあたり300 円

費用 80,000 円）
。他に、バーチャルホスト用に100IP まで利用でき

となる。

るコース（月額 98,000 円）もある。

PROVIDER

D

WAVE

VC-netが海外ホスティングを開始
国内サービスも料金改定
www.vc-net.ne.jp

PROVIDER

D

WAVE

GOLがウェブホスティングの
新サービスを発表
www.gol.com

VC-net は米 J.A.H 社と提携した海外ホスティングサービスを開始

GOL はウェブホスティングの新サービスを開始した。新サービスの

した。同サービスで利用するホストマシンはハワイのインターネット網

料金プランは、月額 8,000 円でディスクスペース50M バイト、データ

に45Mbps で接続しており、利用できるドメインは「.com」
、
「.net」
、

転送量 300M バイトまでの「スタンダード」
、月額 25,000 円でディス

「.org」に限定される。料金は初期費用 10,000 円、月額 7,000 円。

ク容量 50M バイト、データ転送量 1G バイトの「プレミアム」
、月額

また、これにともない国内ホスティングサービスの料金も改定された。

50,000 円でディスクスペース100M バイトでデータ転送量 4G バイト

こちらは初期費用が20,000 円、月額料金は10,000 円。

の「エンタープライズ」の3 通り。初期費用はいずれも20,000 円。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1999/10

367

N e w s W A V E

R CAMPAIGN WAVE
今月の無料・割引・プレゼント情報

CAMPAIGN WAVE ではインターネットに関
するオトクな情報を紹介します。

SOHO のセキュリティー導入に名案！
「AT&T インターネットセキュリティ」の
加入時基本料金が無料に
企業のセキュリティー管理にぴったりの
「AT&T インターネットセキュリティ」は、フ
ァイアウォール機器一式をレンタルして運用

「アンケートウェブ」
モニター登録で
「e-one」などが当たる

る。期間は10 月 31 まで。
www.attjens.co.jp/products/security/
security.html

企業からの新製品や市場調査などのアンケ
ートに答えると嬉しい特典がつく「アンケー
トウェブ」が、現在モニター会員の募集キャ

管理の代行をすることで、ユーザーの負担な

ンペーンを実施中。応募者の中から抽選で、

くネットワークのセキュリティー管理ができる

注目のオールインワンパソコン「ソーテック

新商品。社内ネットワークの危機管理に不安

e-one」や「ポケットボードピュア」ほかの

を感じているところに最適のサービスだ。

豪華景品がプレゼントされるというもの。ま

このスタートを記念して、現在申し込むと

だ市場に出てない新製品を試して、さらにプ

加入時に必要な初期費用 10 万円が無料にな

レゼントまでもらえるおいしいチャンスにぜひ

るサービスを行っている。
「VPN アクセスプラ

挑戦してみよう。締切は9 月 15 日。

ン」と併用するとさらにプライスダウンでき

www.ghouse.co.jp/enq/

メールマガジンを読んで
プリンターを当てよう

オリエント商事
タッチモニター2 製品
を大幅値下げ

キヤノンのメールマガジン、
「Canon BJ ニ

高性能な液晶タッチモニター「15 インチ液

ュース」購読を申し込んだ人のなかから、毎

晶デジタイザ」の発売を記念して、オリエン

月抽選で2 名にプリンター「BJC-50v」をプ

ト商事が定番 2 モニター2 種の期間限定値下

レゼント。期間は11 月 30 日まで。

げを行う。対象となる17 インチCRT タッチ

www.canon.co.jp/bj/

モニター「173V3」が定価 218,000 円を
109,000 円で、15 インチLCD トゥルーポイ
ントモニター「 1 1 - 8 5 0 2 - 8 8 - J 」 が定 価
398,000 円を233,000 円で提供する。期間
は9 月 9 日〜 11 月 9 日まで。タッチモニター
を安く購入するチャンスだ。
www.orientshoji.com

富士フイルムのバックアップディスクで
MD/CDコンポやPDAが当たる
www.fujifilm.co.jp/cmedia/campaign/

PHP 研究所がDVD プレイヤーなどが
もらえるアンケートを実施中
www.php.co.jp/ad/anniversary3/present.html

「TECH B-ing」が転職に関するアンケートで
「バイオノート505S」ほかをプレゼント
www.recruit.co.jp/HR/TECH/

オリンパス「CAMEDIA C-21」購入者に
デジタルフォトエディターなどをプレゼント
www.olympus.co.jp/LineUp/Digicamera/C21/c21cp.html
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EVENT

N

WAVE

EVENT WAVE

9 月 7 日 9 月 11 日

9 月 14 日 9 月 17 日

名称

wpc99.nikkeibp.co.jp
COMMUNET'99 パーソナルコミュ
ニケーション・ネットワーキング展

www.jma.or.jp/CONVENTION/
communet/1999/

s

W

A

V

E

1999 年 9 月〜11月
概要

WORLD PC EXPO 99

w

EVENT WAVEでは、国内と海外の注目イベ
ント情報を紹介します。

今月の展示会・セミナー情報

開始日 終了日

e

開催場所

主催・問い合わせ先
主 日経 BP 社
問 WORLD PC EXPO 事務局
Tel.03-5210-7003
Fax.03-5210-8285

アジア最大のパソコン関連の総合展示会。

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

コミュニケーションとネットワーク技術展示会

アジア太平洋トレードセンター(ATC)
大阪市住之江区南港北 2-1-10

コンピュータゲームソフトとハードの総合展示会

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

社団法人コンピュータエンターテインメ
ントソフトウェア協会
東京ゲームショウイベントインフォメーシ
ョンセンター
Tel.03-5512-3154

Linux 関連の総合展示会。

東京ファッションタウン
東京都江東区有明 3-1

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

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

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 Fax.03-5402-7605

デジタル画像処理や映像関連の最新技術に関
する展示会

インテックス大阪
大阪市住之江区南港北 1-5-102

主（社）
日本能率協会
問 Digital Ware Osaka 事務局
Tel.06-6261-7151 Fax.06-6261-5852

日本最大級のデータベース関連事業の総合展
示会

東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内 3-5-1

コンピューターテレフォニーに関する総合展示会

池袋サンシャインシティ・コンベンション
センター
東京都豊島区東池袋 3-1-5

情報通信産業に関する総合展示会

東京ビッグサイト（東京国際展示場）
東京都江東区有明 3-21-1

世界最大級の情報技術関連の総合展示会。
同 時 開 催 ： OBJECT WORLD Japan'99、
SEYBOLD Seminars Tokyo/Publishing 99

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

プロ用の映像、放送、オーディオ関連機器の
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

概要

開催場所

主 （社）
大阪国際見本市委員会
問

Tel.06-6612-3773

Fax.06-6612-8585

主

9 月 17 日 9 月 19 日

9 月 29 日 9 月 30 日

10 月 5 日 10 月 9 日

東京ゲームショウ '99 秋

www.cesa.or.jp
LinuxWorld Expo/Tokyo '99

www.idgexpo.com/ linuxexpo/
エレクトロニクスショー'99

www.jesa.or.jp/jes99/
Digital Ware Osaka 1999

10 月 6 日 10 月 8 日

www.jma.or.jp/CONVENTION/
cgdig99/

問

主 （財）
データベース振興センター、日本デー

10 月 20 日 10 月 22 日

DATABASE '99 TOKYO

www.dbtokyo.com
Computer Telephony Expo

10 月 20 日 10 月 22 日 Japan 99

www.ctexpojapan.co.jp

タベース協会
問 DATABASE '99 TOKYO 運営事務局
Tel.03-5255-2847 Fax.03-5255-2860

主
問

ミラー フリーマン ジャパン株式会社
Tel.03-3669-5811 Fax.03-3669-5830

通信機械工業会
（CIAJ）
、
（社）
日本電子
工業振興協会
（JEIDA）
、
（社）
日本パーソ
ナルコンピュータソフトウェア協会（JPSA）
問 COM JAPAN 実施協議会
Tel.03-3433-4547 Fax.03-3433-6206
主

11 月 2 日 11 月 5 日

11 月 9 日 11 月 12 日

COM JAPAN 1999

www.comjapan.gr.jp
COMDEX/Japan'99

www.sbforums.co.jp/comdex99/
'99 国際放送機器展

11 月 17 日 11 月 19 日 （Inter BEE '99)

home.jesa.or.jp/bee99/

海 外

開始日 終了日
9 月 13 日 9 月 17 日

9 月 29 日 9 月 30 日

10 月 4 日 10 月 7 日

10 月 4 日 10 月 8 日

10 月 10 日 10 月 17 日

名称

NetWorld+Interop99 Atlanta

www.zdevents.com/interop/
NETfair99

www.netfair-show.com
ELECTRONIC COMMERCE
WORLD '99

www.faulknergray.com/confer/
ecw/
Fall Internet World '99

events.internet.com/fall99/
TELECOM99

www.telecom99.com

Internet Commerce Expo San
10 月 18 日 10 月 21 日 Francisco

COMDEX/Fall '99

www.zdevents.com/comdex/
fall99/

問

ソフトバンクフォーラム株式会社
Tel.03-5642-8433 Fax.03-5641-4617

主（社）
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 Fax.03-5402-7605

主催・問い合わせ先
問

ZD Events

Georgia World Congress Center
Atlanta, GA, USA

Tel. +1-781-433-1500

Denver Merchandise Mart
Denver, CO, USA

Tel. +1-303-399-6260

電子商取引に関する展示会

Orange County Convention Center
Orlando, FL, USA

問 Faulkner&Gray
Tel. +1-212-631-9784

インターネットに関する総合展示会とセミナー。

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

Tel. +1-203-341-2969

モバイル通信やネットワーク技術の総合展示会

Palexpo
Geneve, Switzerland

問 TELECOM & Head
Tel. +41-22-730-0331
Fax. +41-22-730-0910(11)

電子商取引に関する総合展示会

Moscone Convention Center
San Fransisco,CA, USA

テレコミュニケーションとインターネットに関
する総合展示会。

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, NV, USA

ネットワーク技術に関する総合展示会

ネットワーク技術に関する展示会。

www.iceexpo.com

11 月 15 日 11 月 19 日

主

Fax. +1-781-444-3322

問

NETfair99

Fax. +1-303-780-0508

問

Penton Media Corporation.

Fax. +1-781-828-9992

問

IDG Expo Management Company

Tel. +1-781-551-9800
Fax. +1-781-8440-0386

問 ZD Events
Tel. +1-781-433-1500
Fax. +1-781-444-3322

※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。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1999/10

369

［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
Copyright © 1994-2007 Impress R&D, an Impress Group company. All rights reserved.

