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今月のニュース一覧

WAVE UP！ Archives

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。

業界関係者のシンポジウムに みる
W-CDMAとIMT-2000の進捗状況
「次世代移動通信システム（IMT2000）
、

共同実験を計画、海外との整合性の検証も

郵政省がネット上の
個人情報保護の
法制化を検討

W-CDMA の現状と展望」と題するシンポジ

進めている。国内では、最初に東京とその郊

郵政省は、インターネットの普及などに伴

ウムで、NTT ドコモの木下取締役が講演し、

外でマルチメディアサービスを開始する。次

い、個人のプライバシー侵害が大きな社会問

NTT ドコモのW-CDMA に対する取組みと展

に大阪、名古屋およびその郊外にも拡大し、

題となりつつある現状を踏まえ「電気通信分

望を語った。IMT-2000 とは、国際電気通信

その後に全国展開となる。時期については述

野における個人情報保護法制の在り方に関

連合（ITU）が推進する次世代移動通信シ

べられていないが、2001 年のサービス開始に

する研究会」を設立した。堀部政男中央大

ステムのこと。
「世界中どこでも、誰でも使

向け着実に前進している様子はうかがえた。

学法学部教授ら識者 6 人で構成され、諸外

ただ、今回も固定時 2Mbps、移動時 384

国の個人情報保護法制の現状や、各事業者

を目指している。NTT ドコモが開発したW-

kbps（高速時には144kbps）
という高速性を

の自主規制による個人情報保護の現状と問

CDMA はIMT-2000 を実現する方式の1 つ

生かした具体的なサービスの紹介はなかった。

題点、個人情報保護の法制化の必要性、法

で、世界的にも有力視されている。

誰が、何に使うのかが不明では料金や対象ユ

制化に当たっての諸問題などを検討する。9

える高品質で多彩なマルチメディアサービス」

IMT-2000 の実現に向けて、NTT ドコモは

ーザーは見えてこない。インフラとして着実

月 3 日に第 1 回会合が行われ、11 月に報告

現在東京4 局、横須賀3 局を中心にフィール

に整いつつある現在、今後はそうしたポイン

書を取りまとめる予定だ。

ド試験をしており、韓国、中国、タイなどでも

トについても提示のあることを期待したい。

ソフトバンクなどが
就職、転職情報の
合弁会社を設立

インターネットの利用者動向を調査する
ネットレイティングスが設立

www.mpt.go.jp

インターネット利用者動向の調査サービス

ユーザーの属性、閲覧したサイト、サイトの

ソフトバンク、オリックス、光通信、イン

を提供する「ネットレイティングス株式会社」

滞在時間、クリックしたバナー広告などがわ

ディゴの4 社は、インターネット上で就職、

が設立された。サービス開始は本年 12 月を

かるという。調査、分析結果は顧客である広

転職情報サービス事業を行う合弁会社「イ

予定している。

告主や広告代理店、企業のマーケティング担

ーキャリア株式会社」を設立した。10 月 28

同社のサービスは、モニターに選ばれたイ

当者などに週単位、月単位でウェブ上で提供

ンターネットユーザーに専用のソフトをインス

される。モニター数は年内に3000 人、2001

新会社は、人材を募集する企業と就職を希

トールしてもらい、ウェブの視聴などの動向

年には2 万人を予定している。

望する人を対象に、インターネットでリアルタ

を調査して分析するもの。この分析によって

日からサービス提供を開始する。

www.netratings.com

イムかつインタラクティブな情報提供を行う。
企業は従来よりもはるかに安いコスト
（新卒
就職情報は年間40 万円、中途情報は月額20
万円）
で採用情報をネット上で提供できる。
www.ecareer.ne.jp

京セラコミュニケーションシステムが
PHS 利用のお見合いシステムを構築
京セラコミュニケーションシステムは、結
婚情報センターの結婚情報システム「ノッツ
ェ・ナビ」の新サービスとして、京セラのカラ
ー画像通信を可能とするPHS
「VisualPhone」
を活用し、カラー顔写真の表示やお見合い相
手の紹介、交際の申し込みなどを携帯端末で
実現するシステムを構築した。サービス提供
は10 月から。利用料など詳細は未定。
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ディー・ブレイン証券がインターネット
で公募増資の受け付けを開始
www.vimex.co.jp
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NTTが感情のこもった
合成音声技術を開発
www.ntt.co.jp

ディー・ブレイン証券は、インターネットを利用した初の公募増資

NTT は、口調を自由に変えられる合成音声とCG アニメを組み合

の受け付けを開始した。新株購入の募集を行うのは住宅リフォーム

わせて、感情のこもった表現を可能にする「WebMessenger」を開

や不動産管理を手がける株式会社ララで、今後の事業展開における

発した。合成音声の基礎データとCG アニメのデータをあらかじめ双

M&A のための資金を調達するもの。公募増資額は7,800 万円で、発

方が持ち、インデックス情報のみを伝送するため、少ないデータの伝

行価格は1 株あたり6 万円、公募株数は1300 株を予定している。

送量で合成音声とCG アニメをブラウザーなどで楽しめる。
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アスクルが法人向けの
ビジネス機器オークションを開始
auction.askul.co.jp

WAVE

UP!

D

Archives

インターキューが
独立系ISPとして初の新規公開
www.interq.ad.jp

アスクルは、法人やSOHO を対象としたインターネット上のビジネ

ダイヤルQ2 を使った接続サービスで知られるインターキューは、8

ス機器オークションサービス「アスクル e-オークション」を10 月から

月 27 日、独立系のISP として初めて、株式を店頭市場に新規公開

開始する。コピー機、ファックス、パソコンなどが出品され、ユーザー

した。初値は21,000 円で、公募価格の4,200 円に対し5 倍の値上が

となる会員企業が希望価格を入札する。オークションの参加費は無

りとなった。これはソフトバンク・テクノロジーの8.7 倍、フューチャ

料。情報システムについては日本アイ・ビー・エムが全面的に支援する。

ーシステムコンサルティングの5.1 倍に次いで3 番目の記録となる。
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光通信とWebTVが家庭用
インターネットサービスを販売開始
www.hikari.co.jp

www.webtv.co.jp

WAVE
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D

Archives

IIJが
IPv6の実験サービスを開始
www.iij.ad.jp

光通信とWebTV は、家庭用インターネットサービス「HIT-mail

IIJ は、専用線サービス「IIJ インターネットサービス」
、
「IIJ エコノ

TV」を共同開発し、光通信が運営する全国のおもなHIT SHOP で販

ミーサービス」の利用者を対象に、次世代インターネットプロトコル

売を開始した。WebTV Plus の端末相当分とサービス料金をセット

「IPv6」の実験サービスを開始した。実験で使われるのはIPv6 の128

にし、初期費用なし、月額 2,750 円で、電子メール、ホームページ

ビットのうち下位 48 ビットで、現行のIPv4 全体よりも広いアドレス

閲覧、チャットなどのWebTV サービスを月 5 時間まで利用できる。

空間が利用できるという。なお、実験による追加料金は不要。
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携帯電話メーカー10社が
WAPブラウザーのライセンスを取得
www.phone.com

WAVE
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D
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松下電器、東芝、サンディスク
次世代メモリーカードの開発で提携
www.panasonic.co.jp

www.toshiba.co.jp

www.sandisk.com

Phone.com は、日本の主要な携帯電話メーカー10 社が、WAP

松下電器産業、東芝、サンディスクの3 社は、
「SD メモリーカー

V1.1 対応のマイクロブラウザー
「UP.Browser」のライセンスを取得し

ド」を共同開発すると発表した。SD メモリーカードは小型で高速書

たことを発表した。ライセンスを取得したのは、NEC、カシオ、京セラ、

き換え可能、高度な著作権保護機能を特徴とする次世代メモリーカ

三洋、シャープ、ソニー、デンソー、東芝、日立、松下通信工業の10

ードで、携帯音楽プレイヤーやPDA での利用が見込まれる。サンプ

社。各社は、UP.Browser を搭載した次期携帯電話の開発を進める。

ル出荷は2000 年の第 1 四半期、量産は第 2 四半期になる予定。
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デジタルチェック iモード向けの代金
決済システムを開発
www.digitalcheck.co.jp

WAVE

UP!

Archives

D

ネットビレッジ、iモードで一般メール
を読める法人向けサービスを開始
rmail.netvillage.co.jp

デジタルチェックは、i モード対応の有料コンテンツの代金決済を

ネットビレッジは、i モード携帯電話で普通のインターネットメール

行うカード「i-CHECK」のサービスを開始した。すでにサービスが開

が読み書きできる「リモートメール」の法人向けサービスを開始した。

始されている「C-CHECK」と同様、全国 15000 店のコンビニで代

これまで利用できなかったファイアーウォール内のメールサーバーを高

金を先払いし、i モードの決済画面からプリペイドID を入力するとコ

度なセキュリティーを保ちつつ読み書きできるのが特徴で、ユーザー

ンテンツを購入できる仕組みだ。

は簡単な操作で利用設定ができる。
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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。

i ナンバーに対応した
USB 搭載ターミナルアダプター

インターネットで
購入した曲を
練習できるキーボード

オムロン株式会社は、DSU を内蔵した低

クアップ機能を搭

価格なターミナルアダプター「MT128S-D/U

載しており、停電

Ⅱ」の発売を開始した。価格は22,800 円。

時でも電話を使用

カシオ計算機株式会社は、インターネット

MT128S-D/U Ⅱは、月額 300 円で追加の電

できる。バッテリー

からダウンロードした最新ヒット曲の練習が

話番号が利用できるNTT の新サービス「i ナ

バックアップには

できる電子キーボード「光ナビゲーションキ

ンバー」に対応している。インターフェイス

単 3 アルカリ電池

ーボード LK − 01PC」を11 月上旬から発

にはUSB を採用しており、対応 OS はウィン

6 本を使用する。

売する。価格は56,000 円。付属のソフト

ドウズ98 とMac OS8.5 以上となっている。
同期 64K/128Kbps の通信ができ、アナログ

「インターネット光ナビ」をPC にインストー

www.omron.
co.jp/ped-j/

ルすれば、専用ウェブページからMIDI データ

ポートは2 つ搭載する。また、バッテリーパッ

を購入でき、PC とキーボードを接続して光
ナビゲーションキーボードで再生できる。ま
た、購入した曲データや自分で演奏して保存

V.90/K56flexモデムを内蔵した
ダイヤルアップルーター

した曲データは、光る鍵盤を利用して練習も
できる。GM レベル1 対応の音源を採用して

株式会社マイクロ総合研究所は、モデム

た、従来のNetGenesis シリーズと同様に

おり、コンピュータミュージック用の外部音

を内蔵 したダイアルアップルーター「N e t

460.8Kbps 対応の高速シリアルポートも搭

源としても利用可能となっている。

Genesis Plus」の発売を開始した。価格はオ

載しており、TA を接続すればISDN ダイヤル

ープンプライス。NetGenesis Plus はV.90/

アップルーターとして利用することもできる。

K56flex 対応のモデムを内蔵しており、アナ

www.mrl.co.jp

ログ回線でダイヤルアップルーターが使用
できる。複数のPC でアナログ回線を
共有したダイヤルアップ接続はもちろ
ん、アナログ専用線 IP 接続時は回線
状況を監視し、回線切断が起こった場合に
自動的に再接続を行う機能を備えている。ま

エクセルやワードのファイルが添付された
メールも送受信できるファックス
松下電器産業株式会社と九州松下電器株

ようになった。受信可能なデータは、画像フ

式会社は、電子メールの送受信ができる家庭

ァイルはJPEG、TIFF、BMP の各形式で、

用ファックス「おたっくす KZ-PW55CL」を

音声ファイルはWAV 形式となっている。ま

発売した。価格はオープンプライス。感熱ロ

た、マイクロソフト社のワード、エクセル、パ

ール紙だけでなく普通紙にも記録ができ、親

ワーポイント、アドビシステムズ社のPDF 文

機と子機の両方に漢字の電話帳機能を搭載

書も送受信できる。電子メールが届くとラ

しているほか、電子メールの送受信ができる

ンプが点滅して着信を知らせる「着信

のが特徴となっている。電子メールはテキス

通知サービス」機能も搭載された。

トだけではなく、画像や音声も送受信できる
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USB 対応デジタルカメラ

PRODUCT

WAVE

e

日立マクセルは、USB インターフェイス搭載のデジタルカメラ「コ

した周辺機器を、USB ポート

ドット。動画は30 フレーム／秒で記録で

に接続して利用するための汎

きる。価格は29,800 円。

用拡張モジュール。価格はオープンプライス。
D

Archives

64Kbps対応コミュニケーションパル
www.sharp.co.jp

PRODUCT

WAVE

D

Archives

100BASE-TX用プリントサーバー
www.jci.co.jp

シャープは「コミュニケーションパルMT-300」の発売を開始した。
価格は38,800 円。携帯電話とPHS（32Kbps/

日本コンピュータ工業は、100BASE-TX に対応
したプリンターに直付けできるプリントサーバー

64Kbps）の通信に対応し、HTML3.2 に準拠

「 J e t L A N 3 1 0 0 」 を発 売 した。 価 格 は

のブラウザー機能を搭載する。電源は単3 アル

39,800 円。対応するプロトコルは、TCP/

カリ電池2 本で、サイズは幅163 ×奥行き

IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk と

90 ×高さ26.5mm。重量は285g。

なっており、ブラウザーから設定を行える。
D

Archives

インターネットに特化したキーボード
www.microsoft.com/japan/

PRODUCT

WAVE

D

Archives

スケルトンタイプのプリントサーバー
www.corega.co.jp

マイクロソフトは、ワンプッシュでブラウザーを起動したり、メー

コレガは、コンパクトサイズの低価格なプリ

ルをチェックしたりできる10 個のホッ

ントサーバー「corega PServer」を発売し

トキーを搭 載 したキーボード

た。価格は12,800 円。TCP/IP、Net

「Microsoft Internet Keyboard」

BEUI、IPX/SPX、AppleTalk など

を10 月29 日より発売する。価格は

マルチプロトコルに対応する。ウィン

3,800 円。

ドウズに対応した設定ツールが付属する。
WAVE

D

Archives

マック用英日両方向翻訳ソフト
www.nova.co.jp

PRODUCT

WAVE

D

Archives

64K PIAFS 対応のPHS
www.nttdocomo.co.jp

ノヴァは、ウィンドウズ版で定評のある英日

NTT ドコモは64K PIAFS 通信に対応したPHS「パ

両方向翻訳ソフト「ポケットトランサー」のマ

ルディオ621S」と「パルディオ622S」の2 機種を発

ッキントッシュ版の発売を開始した。価格は

売した。漢字 8 文字× 6 行の大型液晶を搭載し、価

34,800 円。ノヴァでは新語のダウンロードサー

格はともに17,600 円。PHS 単独で最大 1500 文字の

ビスを行っており、ユーザーは常に最新の辞書

メールを送受信できる「パルディオE メール」にも対

を利用できるのが特徴となっている。

応している。

PRODUCT

WAVE

E

ザーコムジャパンは、 ノート P C 用 I / O ポート拡 張 システム

ポート、パラレルポートなどに対応

PRODUCT

V

「PortStation」を発売する。これは、10BASE-T ポートやシリアル

画と動画に対応し、画素数は640 × 480

WAVE

A

D

Archives

M1」を11 月に発売する。静止

PRODUCT

W

www.xircom.co.jp

ンパクトアイ・ Maxell プリン

WAVE

s

ノートPC用拡張システム

www.maxell.co.jp

PRODUCT

w

D

Archives

すぐに作れるホームページ作成ソフト
www.psinfo.nec.co.jp/smartpage/

PRODUCT

WAVE

Archives

D

ブラウザーのカスタマイズソフト
www.koyoshagraphics.com

NEC は初心者でも簡単にホームページを作

恒陽社は、ブラウザーのインターフ

成できるソフト「Smart Page」を発売した。

ェイスをカスタマイズできる「インタ

収録されている100 種類のページサンプルを利

ーネット大変身-ActiveEditor」を発

用して、画像を張り付けたり、文字を書いた

売する。価格は6,800 円。対応ブラ

りするだけですぐにオリジナルのページが作成

ウザーは、ie4.0 以上、コミュニケー

できる。価格は12,000 円。

ター4.0 以上となっている。
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今月のプロバイダーニュース

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。

OCNダイヤルアクセスが
日本全国から3分10円でアクセス可能に
N T T コミュニケーションズが運 営 する

もので、
「0570-047047」という共通の番号

「OCN ダイヤルアクセス」は9 月 1 日より、

に発信すると近隣のアクセスポイントに自動

全国すべての地域から3 分 10 円の市内通話

的に転送されるしくみとなっている。この際

料金でアクセスが可能となるサービスを開始

の料金の差分はOCN 側で負担するため、ユ

した。対象となるのはアナログ回線による接

ーザーは市内通話料金と同額でアクセスでき

続とISDN 同期 64K 接続で、加入電話また

る。ただし、この番号にはタイムプラスやテ

は公衆電話から利用できる。携帯電話や

レホーダイといった料金割引きサービスは適

PHS などからの接続には対応していない。

用されない。また、対象地域外からこの番号

これまでOCN ダイヤルアップでは、全国の

には接続できない。

499 地域（市内料金区域）にアクセスポイン

また、転送される先は各地域によって異な

トを設置してきたが、今回のサービス開始に

るため、アナログ回線の場合には対応する通

より残る68 地域についても3 分 10 円（夜間

信速度が地域によって異なる。56K モデムに

4 分10 円）でアクセスが可能となった。同サ

対応しているかなど詳しい通信速度について

ービスはNTT の「ナビダイヤル」を利用した

は、OCN のホームページで各地域ごとに確認

DTIが会員向け新サー
ビス「MySTATION」
を開始

ぷららでユーザー作成
CGIが利用可能に

新たに市内料金での
接続が可能となる地域
えりも、奥尻、熊石、焼尻、上川、中湧別、
天塩、南茅部、鵡川、木古内、遠野、会津
山口、蟹田、角館、岩泉、喜多方、三戸、
鹿角、鷹巣、男鹿、田島、二戸、柳津、鯵
ヶ沢、伊豆大島、三宅、小笠原、八丈島、
小浜、大野、能都、加計、海士、掛合、鴨
方、久賀、千代田、津和野、田万川、東城、
福渡、豊浦、木江、久万、窪川、佐川、室
戸、宿毛、丹生谷、土佐清水、土庄、伯方、
牟岐、大杉、玖珠、高千穂、国東、瀬戸内、
対馬佐賀、大口、大根占、大瀬戸、中甑、
中之島、田主丸、南大東、日南、硫黄島

DIONがDDIポケット
の64K接続に対応

ジーアールホームネットが運営するインタ

DION では9 月 16 日より、DDI ポケットの

DTI は9 月 16 日より、DTI ユーザー向けの

ーネットプロバイダー「ぷらら」は、個人会

64Kbps 接続（PIAFS2.1 方式準拠）への対

ポータルサイト「DTI STATION」のバージョ

員向けホームページ開設サービス「プライベ

応を開始した。DDI ポケットの64K 接続対応

ンアップを行い、新たに「MySTATION」とし

ートホームページサービス」で会員が自作の

としてはこれが初めてとなる。これまでのDDI

てサービスの提供を開始した。MySTATION

CGI を利用できる「ユーザCGI サービス」の

ポケットからの64K 接続は、DDI ポケットが

では、従来 DTI STATION で提供してきたメ

提供を8 月 31 日より開始した。

提供するPTE（プロトコル変換装置）を一旦

ールの送受信や自分のホームページのメンテ

「プライベートホームページサービス」を利

経由して接続する形となっていたが、DION

ナンスといった機能に加えて、ニュースグルー

用している会員には、これまで掲示板やアク

では新たにPIAFS2.1 方式に準拠したアクセ

プの購読やインスタントメッセージングなどの

セスカウンターといったCGI が提供されてき

スポイントを設けることにより、PHS から直

機能がいずれもJava を利用して提供される。

たが、今回の「ユーザCGI サービス」開始に

接 64K で接続が可能となった。これにより、

www.dti.ad.jp

より、新たに会員の自作CGI が実行できるス

アクセス番号の頭にPTE 経由を意味する

ペースが5M バイトまで提供される。このスペ

「1695*」といった番号を付ける必要が無く

ースではSSI も実行可能だが、TELNET によ

なったほか、PTE を経由しない分、より高速

る接続は提供されないため、スクリプトファ

での通信が可能となった。

イルの実行権などを設定できるFTP クライア

なお、現在のところ64K 接続でPTE を経

ントが必要となる。また、ぷららが提供する

由した場合の利用料金は無料となっているが、

CGI も8 月 31 日より拡張され、新たに投票

2000 年 2 月以降はPTE を使用した場合には

やチャット用のCGI などが追加された。

1 分 5 円の追加料金が予定されている。

www.plala.or.jp
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DREAM NETが iモード対応の
「DREAM i-PLAZA」サービス開始
www.mbn.or.jp

PROVIDER

e

w

s

W

A

V

E

D

WAVE

IIJが167,000 円で1.5Mbpsの
専用線接続サービス開始
www.iij.ad.jp

DREAM NET は10 月より、i モードとの連携を図った「DREAM i-

IIJ は10 月 1 日より、低価格の専用線接続サービス「IIJ T1 スタン

PLAZA」サービスを開始する。同サービスは、従来の会員向けホー

ダード」を開始する。同サービスは専用線料金込みで月額 167,000

ムページ設置サービス「DREAM PLAZA」をi モードに対応させたも

円という低価格で提供されるもので、IIJ の専用線接続サービスの特

ので、ユーザーはi モード対応のホームページをアップロードできる。

徴であるSLA（品質保証制度）も従来と同様に適用される。サービ

また、i モード対応のホームページ作成ツールも用意される。

ス提供地域は当初は東京、名古屋、大阪の3 か所。

PROVIDER

D

WAVE

PメールDXのメール通知サービスが
何通利用しても月額100円に
www.ddipocket.co.jp

PROVIDER

D

WAVE

NIFTY SERVEが携帯電話専用の
「ケータイクイック」を設置
www.nifty.ne.jp

DDI ポケット電話グループ各社は、メールボックスにメールが届い

NIFTY SERVE はNTT ドコモの携帯電話専用の接続サービス「ケ

たことをショートメッセージで通知する「メール通知サービス」の料

ータイクイック」を開始した。同サービスは共通の電話番号「#9656」

金を、月に11 回以降の利用分については無料に変更した。これによ

で、全国どこからでも接続できるもので、従来の携帯電話からのアク

り、メール通知サービスは月に何回利用しても100 円で利用できるよ

セスに比べて接続までの時間が大幅に短縮される。利用に際しては登

うになった。新料金は9 月分より適用される。

録や追加料金は不要となっている。

PROVIDER

D

WAVE

PEOPLEがPIAFS 対応アクセス
ポイントを全国14か所に拡大
www.people.or.jp

PROVIDER

D

WAVE

InfoSphere Xpertが
アクセスポイントを追加
www.sphere.ad.jp

PEOPLE は9 月 1 日より、PIAFS 対応のアクセスポイントをこれま

InfoSphere では9 月 7 日より、同社の低価格な定額料金メニュー

での東京のみから全国 14 か所に拡大した。10 月には新たに64Kbps

「InfoSphere Xpert」のアクセスポイントに浦和市（048 エリア）と

対応のアクセスポイントも開設される。また、同日より「パワーアク

千葉市（043 エリア）を追加した。InfoSphere Xpert は8 月より開

セス」
、
「ライトアクセス」の両コースの料金内に、PIAFS 用のアクセ

始された月額 1,750 円固定料金のサービスで、これまではアクセスポ

スポイントからの利用分も含まれるように料金が改定された。

イントが東京 23 区内に限られていた。

PROVIDER

D

WAVE

サニーネットがバーチャルドメイン
サービスのキャンペーンを実施
www.sunnynet.ne.jp

PROVIDER

WAVE

D

ALLNETが海外旅行などが当たる
キャンペーンを実施
www.allnet.ne.jp

サニーネットでは米国のアルタウェイ社との提携により、SOHO 向

タイタス・コミュニケーションズでは、同社のCATV インターネッ

けホスティングサービスを開始した。同サービスはディスクスペースや

ト接続サービス「ALLNET」のサービス開始 1 周年を記念したキャン

転送量が無制限となっているのが大きな特徴。また、今回のサービス

ペーン「ALLNET カウントダウン10,000」を実施している。ALLNET

開始を記念して、初期費用が5,000 円、月額料金が3,500 円となる

の 1 0 , 0 0 0 人目の加入者には海外旅行がプレゼントされるほか、

キャンペーンを実施している。

10,000 人目の加入者がいつ出るかを予想するクイズなども行われる。

PROVIDER

D

WAVE

ネットラピュタが
4 周年記念キャンペーンを実施
www.netlaputa.ne.jp

PROVIDER

WAVE

D

DDIが電話やFAXからメールを利用
できる
「α-Eメール」を12月開始
www.ddi.co.jp

ネットラピュタでは10 月1 日より、サービス開始4 周年記念イベン

DDI は12 月より、電話やFAX だけで電子メールが利用できる新サ

トのキャンペーンを実施する。新規入会者には初期登録料を無料に

ービス「α-E メール」を開始する。利用できるのは同サービスに対応し

したり、月額料金を割引したりするほか、既存の入会者に対しても

た電話機やFAX で、FAX の場合には添付された画像やエクセルのフ

抽選でデジタルカメラやザウルス・アイゲッティなどがプレゼントされ

ァイルなども印刷できる。対応機はNEC から発売が予定されている。

る。キャンペーン期間は11 月 30 日まで。

基本料金は月額 100 円で、利用料金は電話代込みで10 円/30 秒。
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R CAMPAIGN WAVE
今月の無料・割引・プレゼント情報

記事検索サービスを
半額で試そう

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。

ウイルス対策ソフトをユーザー登録して
プレゼントをもらおう

日経 BP 社では、
「日経ビジネス」など同社

トレンドマイクロのウィルス対策ソフト「ウ

発行雑誌のバックナンバー記事の検索とダウ

イルスバスター2000」を購入してユーザー登

ンロード
（テキストかPDF 形式）ができる「日

録すると、抽選でマウンテンバイクやプラダ

経記事検索サービス」を開始する。料金は記

のボディーバッグなどの賞品が当たる「Buy

事量によって100 円〜400 円で、検索のみな

Now!」キャンペーンを実施している。締切

ら無料だ。11 月 25 日までプレオープン期間

は10 月 31 日。

として半額で試せるトライアルキャンペーン

www.trendmicro.co.jp

を行っている。正式開始は11 月 29 日より。
kijiken.nikkeibp.co.jp/user/

メールマガジンの
コンテストに参加しよう
メールマガジン配信サービス「クリックイ
ンカム」が、メールマガジンのコンテスト「E メ
ールマガジン大賞」を開催中だ。期間中にク
リックインカムから最低 1 回以上配信するこ
とが条件になる。独創性にあふれた作品で賞
金 50万円を目指そう。期間は10月12日まで。
award.clickincome.net

航空券のオンライン
予約購入で
ボーナスマイルをゲット

会員登録者に総額1000万円超の賞品が！
簡単なアンケートに答えてメールマガジン

ニー「 VAIO NOTE XR」 や富 士 フィルム

ノースウェスト航空のオンラインチケット予

を申し込むと、自動的に何度も懸賞抽選に

「Fine Pix 2700」ほか、総計 1,000 万円分

約システム「ワールドウェブ・リザベーション」

参加できるチャンスが生まれるサービスが

のプレゼントに挑戦できる。抽選は11/30。

で航空券の予約購入をすると、もれなく10 時

「DreamMail」だ。いま会員登録すると、ソ

www.dreammail.ne.jp

間分のインターネット利用権をプレゼント。さ
らに抽選で1 名 50000 マイルのボーナスプレ
ゼントもある。対象期間は12 月 15 日まで。
www.nwa.co.jp/corpinfo/newsc/
nr_launch1.shtml

三洋信販、アンケートで
VAIOやiMacなどが当たるキャンペーン
www.pocketbank.co.jp/campaign/

協和発酵の創立50周年クイズ
10万円分商品券などをプレゼント
www.kyowa.co.jp/quiz/

サントリー
「カールスバーグビール」
クイズ
北欧ミレニアム祭カウントダウンツアーご招待
www.suntory.co.jp/beer/carlsberg/present.html
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N

WAVE

EVENT WAVE

10 月 5 日 10 月 9 日

概要

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

10 月 6 日 10 月 8 日

10 月 20 日 10 月 22 日

11 月 2 日 11 月 5 日

11 月 9 日 11 月 12 日

11 月 17 日 11 月 19 日

www.jma.or.jp/CONVENTION/
cgdig99/
DATABASE '99 TOKYO

www.dbtokyo.com
COM JAPAN 1999

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

www.sbforums.co.jp/comdex99/

開催場所

plaza2.mbn.or.jp/~JASinfo/
preview/
パソコンフェスタ '99 in 関西

12 月 3 日 12 月 5 日

12 月 9 日 12 月 11 日

海 外

bpwww2.nikkeibp.co.jp/EXPO/
pcfesta/
Internet World Japan '99

www.idgexpo.com/iw/

開始日 終了日
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

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

events.internet.com/fall99/
TELECOM99+INTERACTIVE99

www.telecom99.com

10 月 26 日 10 月 28 日

Mobile Business Solutions1999

www.mobiledatacomms.com
ISPCON Fall '99

ispcon.internet.com/fall99/
Internet World Asia

11 月 3 日 11 月 5 日 @ Hong Kong99

www.iw-hk.com

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

主 （財）
データベース振興センター、日本デ
ータベース協会
問 DATABASE '99 TOKYO 運営事務局
TEL 03-5255-2847 FAX 03-5255-2860

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

主 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 03-5433-4547 FAX 03-3433-6206

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

専門展示会

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

オーディオ技術、製品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

パソコン初心者やホームユーザーに向けた展示
会

大阪ドーム
大阪市西区千代崎３丁目中 2-1

インターネット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

11 月 16 日 11 月 18 日

www.zdevents.com/comdex/
fall99/
Financial Technology Expo '99

www.financialtechexpo.com

主
問

電子商取引に関する展示会

Orange County Convention Center
Orlando, Florida

インターネットに関する総合展示会

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

モバイル通信やネットワーク技術の総合展示会

Palexpo
Geneve, Switzerland

電子商取引に関する総合展示会

Moscone Convention Center
San Fransisco,CA,USA

モバイル通信に関する展示会

Olympia2
London,England

インターネット接続業とネットワークに関する
展示会

San Jose McEnery Convention Center
San Jose,CA, USA

アジアのインターネットと電子商取引に関する
総合展示会

Hong Kong Convention and Exhibition
Centre
Hong Kong,Chaina

コンピュータに関する総合展示会

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, NV, USA

金融業界でのインターネットや情報技術活用
に関する展示会

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

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
問

オーディオエキスポ実行委員会
TEL 03-3546-1206
FAX 03-3546-1207

問

日経 BP 社 パソコンフェスタ事務局
TEL 03-5210-8737
FAX 03-5210-7036

主

IDG ワールドエキスポジャパン

主

問 Internet World Japan 統括事務局
TEL 03-5276-3751 FAX 03-5276-3752

開催場所

COMDEX/Fall '99
11 月 15 日 11 月 19 日

主催・問い合わせ先

インテックス大阪
大阪市住之江区南港北 1-5-102

www.iceexpo.com

10 月 26 日 10 月 28 日

E

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

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

V

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

概要

ELECTRONIC COMMERCE
WORLD '99

A

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

オーディオエキスポ99
11 月 18 日 11 月 21 日

W

電子機器や部品に関する総合展示会

99 国際放送機器展（Inter BEE '99) プロ用の映像、放送、オーディオ関連機器の 日本コンベンションセンター（幕張メッセ）

home.jesa.or.jp/bee99/

s

1999 年 10月〜12月

名称

エレクトロニクスショー'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

主催・問い合わせ先
主

Electronic Commerce World

問

TEL +1-212-631-9784
FAX +1-954-925-7533

主

Penton Media

問

TEL +1-216-696-7000
FAX +1-216-696-0836

主

International TELecommunication
Union（ITU）

問

TEL +41-22-730-5554
FAX +41-22-730-6666

主

IDG World Expo

問

TEL +1-508-424-4820
FAX +1-508-620-6668

主

Reed Exhibition Companies

問

TEL +44-181-910-7878
FAX +44-181-910-7813

主

Penton Media

問

TEL +1-216-696-7000
FAX +1-216-696-0836

主

Penton Media,Reed Exhibition
Companies

問

Reed Exhibition Companie Hong Kong
TEL +852-2-824-0330
FAX+852-2-824-0246

主

ZD Events

問

TEL +1-781-433-1500
FAX +1-781-444-3322

主

MillerFreeman

問

TEL +1-415-905-2200
FAX +1-415-905-2232

※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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