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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。

NTTデータなどがASP業界団体を設立
NTT データなどIT、通信関連約 50 社は、

るが、日本でもTCO 削減やアウトソーシング

ネットワークを基盤とした次世代のアプリケ

の流れにより、中小企業などを中心に、今後

ーションサービスビジネスの日本での普及、

急速に普及するものと見られる。

ソニーとサンが
家庭用デジタル機器
ネットワークで提携
ソニーと米サン・マイクロシステムズは、家

市場開発などを目指した業界団体「ASP イ

一方、米マイクロソフトのようなソフトメ

電やAV 機器を結ぶ家庭用デジタル機器のネ

ンダストリー・コンソーシアム・ジャパン」を

ーカーでもASP サービスを開始する動きが見

ットワークの実現に向け、共同で機器の開発

発足させた。NTT 国際通信、第二電電、日

られる。米マイクロソフトは統合オフィスソ

をすることに合 意 した。まずは、H A V i 、

本テレコム、日立製作所、三菱電機、リコ

フト「Office 2000」をオンラインで提供す

i.LINK、Jini、Java などの技術を用いた「ホ

ー、サン・マイクロシステムズ、日本ビクタ

るサービス「Office Online」を年内に開始

ームゲートウェイソフト」の開発を行う。こ

ーなどが参加を表明している。

すると発表した。ユーザーは「Microsoft

の基本ソフトは、セットトップボックスやデ

bCentral Web services portal」を通じて、

ジタルテレビなどに搭載され、ネットワーク

とは、賃貸契約でアプリケーションの使用を

集中管理されたソフトを利用できる。ウィン

上のデジタル機器をコントロールしたり、デ

提供するサービス。ユーザーはASP センター

ドウズCE を含むウィンドウズプラットフォー

ジタルコンテンツを直接受信したり、また機

のサーバーに置かれたアプリケーションを、イ

ム上で稼働する。ASP サービスの普及に一層

器へのアフターサービスをネットワーク経由

ンターネットなどを通じて利用する。ソフト

の拍車がかかりそうだ。

で受けたりできるようにするというものだ。

ASP（ Application Service Provider）

を購入するよりもはるかに低価格で利用でき
るため、米国ではすでに幅広く普及しつつあ

www.aspindustry.org
www.microsoft.com

www.sony.co.jp
www.sun.com

デジキューブがコンビニなどで
衛星配信のコンテンツ販売実験を開始

東証のマザーズ上場
申請の受け付けを開始
東京証券取引所が新たに設立した新興企
業向けの取引市場「マザーズ」
（Market of
the high-growth and emerging stocks）
が、上場申請の受け付けを開始した。

デジキューブは、衛星配信方式のキオスク

もの。12 月 8 日から3 か月間、首都圏、関

端 末 「 デジタルコンテンツターミナル」

西圏、名古屋圏のコンビニ、レンタルCD 店、

（D.C.T.）を開発し、各種コンテンツの販売
実験を開始する。

ライブハウスなど約40 店舗に設置し、ブロマ
イドの店頭印刷販売、音楽ソフトのMD ダウ

審査期間を1 か月に短縮し、設立1 年でも

D.C.T.はコンピュータ端末に通信衛星の受

ンロード販売、デジタルカメラ写真のプリン

上場可能としたほか、企業内容とリスクの適

信機、通信用インターフェイス、タッチパネ

トサービスなど、各種コンテンツの販売実験

切な開示を条件としたうえで、赤字でも成長

ル式ディスプレイ、MD レコーダー、写真画

を行う。2000 年夏には数千店、2001 年に

性によっては上場可能としている。

質のカラーデジタルプリンター、スマートメデ

は全国数万店規模の展開を目指す。

広報活動は、インターネットを中心に展開。

ィアドライブ、音声認識機能などを内蔵した

www.digicube.co.jp

Mothers Information Services（仮称）を創
設して投資家や企業への告知に務める。
サービス開始当日の11 月 11 日には、イン
ターネットインフラの支援事業を展開する
「インターネット総合研究所」と、音楽コン
テンツのオンライン配信を行う「リキッドオ
ーディオ・ジャパン」が上場申請を行ってお
り、順調に手続きが進めば年内にも上場企業
が誕生すると見られている。
www.tse.or.jp
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コンビニ用のトップメニュー画面

ブロマイド購入画面
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ディアイエスがオンラインで
文書コンバーターを提供
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Windows Media Technologies
4.0日本語版を正式発表

www.dis.co.jp

www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/

ディアイエスは、変換フォーマットや使用期間を限定し、インターネ

マイクロソフトは、インターネット上のデジタルメディア配信プラット

ットからダウンロードして利用する文書コンバーター「NET-DCV」の

フォーム「Windows Media Technologies 4.0」日本語版を正式に

提供を開始した。Word、一太郎、OASYS、文豪、Rupo などの文書

発表した。著作権保護機能や課金機能などを含むデジタルコンテン

の双方向変換やHTML ファイルとの変換が可能。価格は1 日試用版

ツ配信用ツール、エンコーダーなどを含むコンテンツ作成ツール、再

が2,000 円、1 週間試用版が5,000 円、無期限試用版が10,000 円。

生プレイヤー「Windows Media Player」の3 点で構成されている。
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リアルネットワークスが
RealPlayer 7のβ版を発表

WAVE

UP!

D
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ガイアックスが広告収入が得られる
無料ホームページを提供

www.real.com

click.gaiax.com

リアルネットワークスは、ストリーミング再生ソフトの新バージョ

ガイアックスは無料でホームページが開設できるサービス「クリッ

ン「RealPlayer 7」β版を発表した。ウィンドウズ版、マッキント

クガイアックス」を開始した。ホームページに掲載された広告のクリ

ッシュ版が無償ダウンロードできる。新たにソフトの画面内で閲覧で

ック数に応じて収入が得られるのが特徴だ。年内はキャンペーンとし

きるコンテンツ紹介サイト「Real.com Take5」を開設。ニュースや

て1 クリックにつき50 ポイント（50 円）を提供。来年以降は1 クリ

音楽などのコンテンツを配信する。多機能版は29 ドル99 セント。

ックにつき10 〜 20 円程度を保証していく。
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メールを開いただけで感染する
新種のウイルスが発見される
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デジタルガレージがローソンと提携し
ECプラットフォームのサービスを開始
digital.garage.co.jp

www.lawson.co.jp

メールを開いただけで感染する新種のウイルス「バブルボーイ」が

デジタルガレージは、ローソンと提携し、全国のローソンの店舗で

アメリカで発見された。ウィンドウズ98/2000 のアウトルック、アウ

の決済や物流などを含むEC プラットフォーム「LAWSON DIGITAL

トルックエクスプレスが対象で、感染すると登録されているすべての

STATION」のサービスを開始する。本格的なサービス開始は来年 5

メールアドレスにHTML メールを自動送信する。日本語環境では感

月。これに伴い、ローソンはEC ポータルサイト「＠LAWSON」を年

染しないが、変種、亜種の発生も報告されており警戒を要する。

末からオープン、音楽CD、DVD、ビデオの取り扱いをスタートする。
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安田火災海上保険が保険料の
オンライン試算サービスを開始
www.yasuda.co.jp
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i-Shop しょこらが
コンビニ収納代理サービスを開始
i-shop.ne.jp/conveni/

安田火災海上保険は、10 月 22 日から、国内大手損保として初め

オンラインショッピングモール「i-Shop しょこら」は、中小企業

て、ニーズ分散型自動車保険「カーオーナーズ保険『ONE』
」のイ

や個人のウェブショップ事業者向けに、コンビニでの支払い、カード

ンターネット保険料試算サービスを開始した。さまざまな保険商品を

決済が利用できる販売代理サービスを開始した。ショップのシステム

比較検討したいという客のニーズに対応したもので、ホームページ上

利用料は、初期登録料 4 万円、月額基本料 4,000 円、収納代行手

で質問に答えていくと自分に合った自動車保険の料金が試算できる。

数料 150 円/件と、ランニングコストを低く抑えているのが特徴。
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廣告社がウェブ視聴分析
システムの提供を開始

WAVE

UP!

Archives

D

ソニーが日米欧19社にメモリー
スティックのライセンスを供与

www.kokokusha.co.jp

www.sony.co.jp

広告代理店の廣告社は、自社ホームページのアクセス状況を24 時

ソニーは、小型 IC 記録メディア「メモリースティック」のハードウ

間視聴できる「WEB 視聴分析システム」サービスの提供を開始した。

ェアライセンスを日米欧 19 社と契約することで合意に達した。今回

視聴したいホームページにJava スクリプトを加えるだけでアクセスロ

ライセンス契約を結んだのはオリンパス光学工業、クラリオン、セイ

グを管理でき、バナー広告などと連動した効果的なマーケティング展

コーエプソン、リコー、アドビシステムズ、ウェスタンデジタル、LG

開を行える。価格は1 か月契約で60,000 円から。

エレクトロニクス、アウディ、フォルクスワーゲンなど19 社だ。
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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。

ケーブルモデムやADSLモデムに
対応したルーター

携帯電話に充電できる
メモリー編集ソフト

株式会社ブレーンは、ケーブルモデムや

トに接続できる。クライアント側は、TCP/IP

ソースネクスト株式会社は、携帯電話のメ

ADSL モデム用のルーター「ZyXEL プレステ

プロトコルを利用できればどのようなOS でも

モリーダイアルをパソコンで編集できる「携

ージ310」を発売した。価格は68,000 円。

接続できる。

快電話チャージ2001 UP」と「携快電話チ

CATV やADSL を利用したインターネット接

www.brain-tokyo.co.jp/products/

ャージ2001 UC」の2 製品を発売した。価格

続サービスは、通常の契約ではIP アドレスが

は、どちらも11,800 円。UP はPCD 端末に、

1 つしか割り当てられないため、1 台のPC し

UC はcdmaOne 端末に対応する。パソコン

か接続ができない。ZyXEL プレステージ310

との接続にはUSB を採用し、携帯電話に充

では、DHCP サーバー機能を搭載し、最大

電もできるのが特徴。ソフトはメモリーダイ

253 台までのパソコンにプライベートアドレス

アルの編集のほか、着信メロディーの編集や

を割り振ることができ、NAT 機能を利用し

ウェイクアップ画面の作成もできる。また、i

て、同時に複数のパソコンからインターネッ

モード対応の携帯電話では、メールアドレス
の読み込みやメールの送受信、保存ができる

単体でデジタルカメラにもなるUSB接続カメラ
クリエイティブメディア株式会社は、USB

のメモリーを内蔵しており、約90 枚の画像が

を採用し、パソコンから切り離しても使える

保存できる。単体で利用する場合には単 4 ア

カメラ「Video Blaster WebCam Go」を発

ルカリ乾電池2 本が必要で最大300 枚の撮影

売した。価格は17,800 円。Video Blaster

が可能となっている。

WebCam Go は、パソコンに接続してビデオ

ほか、ドコモのショートメールやJ-PHONE
のSky Walker の送受信などにも対応する。

www.sourcenext.co.jp

www.creaf.co.jp

会議や動画の撮り込みができるだけではなく、
USB ケーブルを外して、単体でデジタルカメ
ラとしても利用できる。パソコンとの接続時
は最大 640 × 480 ドットで1 秒間に15 フレ
ームの動画が取り込み可能で、パソコンから
切り離して単体で利用する場合は640 × 480
ドットの静止画撮影ができる。本体には4MB

液晶リモコン付きヘッドホン付属のハンドヘ ルドPC
シャープ株式会社は、液晶リモコン付きヘ

踏襲し、8.4 インチの800 × 600 ドットTFT

ッドホンが付属した「Telios HC-AJ2」を発

カラー液晶ディスプレイを搭載し、USB ポー

売した。価格はオープンプライス（店頭予想

ト、V.90 対応 56K モデム、デジタル携帯電

価格 13 万円前後）
。リモコン部にはバックラ

話インターフェイスなどを備えている。なお、

イト付きの小型液晶ディスプレイが搭載され

メモリーは32MB に強化された。ソフトウェ

ており、メールのタイトルや本文を漢字表示

アは「ATOK Pocket for Windows CE」や

できる。ヘッドホンではメールの音声読み上

「PostPet for WindowsCE」、MPEG-4 再

げやMP3 ファイルの再生が可能。本体は3 月

生ソフト「ムービープレーヤー」
、
「テリオス

に発売した「Telios HC-AJ1」のスペックを

メール」などがROM に搭載される。
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USBを搭載した新型INTERTOP
www.intertop.ne.jp
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低価格USB対応35万画素デジカメ
www.purpose.co.jp/pc/

富士通は、処理能力を1.3 倍に強化し、

高木産業は、9,800 円の35 万画素デジタルカメラ「PDC-35」を
12 月25 日から発売する。重量は60g。

「INTERTOP CX310」を発売した。価格は125,000

レンズは単焦点で、光学ファインダー

円。オリジナルの統合ソフト「MOBILESUITE」

のみとなっている。メモリは4MB を内

も強化され、通信環境に応じて設定を切り

蔵し約40 枚の撮影が可能。単4 電池2

替える機能や画像編集機能などが追加された。
WAVE

W

Archives

USB インターフェイスを搭載したWindows CE 機

PRODUCT

s

本で約 200 枚の撮影ができる。
D

Archives

USBハブ搭載ターミナルアダプター
www.aiwa.co.jp/index_j.html

PRODUCT

WAVE

D

Archives

オールインワン型ファイアーウォール
www.smisoft.ssd.co.jp/product/ss/

アイワは、マウスやプリンターなどのUSB 機器を

住友金属システム開発は、米国 SonicWALL 社が開発したハード

接続できる、USB ダウンストリームポートを搭載し

ウェアタイプのファイアーウォール「SonicWALL SOHO」シリーズ

たDSU 内蔵ターミナルアダプター「TM-AD1283」

の販売を開始した。価格は140,000 円から。

を発売した。価格は31,800 円。iMac やPower

B5 サイズのオールインワンボ

Macintosh、ウィンドウズ98 に対応する。前面に4

ックスで、コンテンツフィル

つのボタンを配し、着信転送やアラームの設定ができる。

タリング機能も搭載する。

PRODUCT

WAVE

D
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複数人でPCを同時利用できるボード
www.joble.co.jp

PRODUCT

WAVE

省スペースラックマウントサーバー
www.skyblue.co.jp

ジョブルは、1 台のコンピュータを複数

スカイブルーコンピュータは、プロバイダ

のユーザーで同時に利用できる拡張ボード

ー向 けラックマウントサーバー

「BUDDY B-210」を12 月 1 日より発売す

「iMAGIA i-NET1U」を発売した。

る。価格はオープンプライス。1 枚のカー

19 インチラックマウントながら

ドで1 ユーザーを増やすことができ、最大 5

1U サイズの薄さを実現している。

ユーザーまで拡張できる。

価格は198,000 円から。
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ISDN同期通信対応リモコンソフト
www.intercom.co.jp/lap/2000/

PRODUCT
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D
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認識率95％以上の音声認識ソフト
dragonsys.angel.co.jp

インターコムは、遠隔地のパソコンの画面を

ドラゴンシステムズは、日本語音声認識ソフ

手元のパソコンで表示し、相手側のアプリケー

ト「ドラゴンスピーチ・セレクトVer.3.6」を発

ションを操作できるリモートコントロールソフト

売した。価格は18,000 円。ワープロソフトや

「APLINK 2000 Second Edition」を発売した。

メールソフトなど数多くのアプリケーション上で

価格は2 ライセンスパッケージで16,800 円。

動作する。合計 20 万語の辞書を搭載し、使い

ISDN64Kbps の同期通信対応が特徴。

込むことで95 ％以上の認識率を実現する。

PRODUCT

WAVE

D

Archives

インターネット高速化ユーティリティー
www.ifour.co.jp

PRODUCT

WAVE

D

Archives

3,000円の低価格翻訳ソフト
www.nova.co.jp/download.html

アイフォーはインターネットの設定を最適化す

ノヴァは、英 日 翻 訳ソフト「 P o c e k t

るソフトウェア「 WebBooster Ninja 2 for

Transer/ej eco」
を12 月1日よりダウンロー

Windows」を12 月 3 日より発売する。価格は

ド販売する。価格は3,000 円。基本辞書に

8,800 円。ウェブページの先読み機能やファイル

は5 万語を収録し、一般的な英文ページで使

を自動的に分割して同時にダウンロードすること

われている語をほぼカバーする。ノヴァのサ

で、回線速度を限界まで活用できる。

イトなどからダウンロードできる。

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 2000/1

383

N e w s W A V E
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

どんなに使っても接続料金は月額0円
無料プロバイダーサービスを3社が開始
プロバイダーの接続料金は低価格化の一途

を開始した。接続できる時間帯は6

Jump 02

をたどっているが、ここにきてついに「接続

時から22 時までで夜間には接続できない。ア

料金無料」を合言葉にしたサービスが続々と

クセスポイントは全国 28 か所（CSK-Net が

開始されている。

運営する
「Highway Internet」
と同様）
。

10 月29 日にはライブドア

Jump 01

がサービ

また、11月20日には、オーリック・ウェブ・ジ

スの受け付けを開始した。初期登録者として

ャパン

5 万人の限定募集を行い、11 月下旬よりサ

た。提供されるのは接続サービスのみで、メー

ービスを開始する予定となっている。利用に

ルアドレスの利用には年額 2,000 円が必要と

は専用の接続ソフトウェアが必要だが、現在

なる。アクセスポイントは東京と大阪の2 か所。

Jump 03

が無料接続サービスを開始し

はウィンドウズ版のみの提供となる。メール

いずれのサービスも、広告ウィンドウの表示

アカウントのほか、ホームページスペースも

や、定期的に特定のページを見なくてはならな

50M バイトまで無料で提供される。アクセス

いといった制約はあるものの、電話料金以外

ポイントは当初は東京のみ。

は無料で接続できる。また、各社とも現在は

11 月4 日には、CSK ネットワークシステム

ホームページからのオンラインサインアップで

ズ（CSK-Net）
とアスキーが女性限定の無料

の募集となっているが、今後はサインアップ

接続サービス「shes.net（ シーズ・ネット）」

用のCD-ROM などの配布も検討されている。

JustNetが料金体系
を全面リニューアル

ASAHIネットが
プランiを新設

Jump 01

www.livedoor.com

Jump 02

www.shes.net
www.auric.co.jp

Jump 03

日本インターネットプロ
バイダー協会が発足

ジャストシステムが運営するインターネッ

ASAHI ネットは11 月 1 日より、月額 2,000

プロバイダーの業界団体「日本インターネッ

ト情報サービス「JustNet」は10 月 22 日よ

円で37.5 時間まで利用できる料金プラン「プ

トプロバイダー協会」が12月にも発足する。同

り、ダイアルアップ接続サービスの料金体系

ランi」を新設した。同プランはNTT がインタ

協会は、ニフティやNEC、ソニーコミュニケー

を全面的に改定した。今回の改定では月額

ーネット向けに導入したISDN の料金割引サ

ションネットワーク
（So-net）
といった接続プロ

1,950 円で利用時間無制限の「たっぷりコー

ービス「i ・アイプラン3000」に対応したもの

バイダーのほか、インプレスやリクルートとい

ス」を新設したのが大きな特徴。これまでの

で、この2 サービスを組み合わせると月額

ったコンテンツプロバイダーなど40 社が発起

15 時間や35 時間といった利用時間に制限の

5,000 円で月 37.5 時間までインターネット接

人となり、12 月3 日に設立総会を開く予定と

あったコースの利用者については、自動的に

続が可能となる。これまでは料金プラン切り

なっている。接続プロバイダーだけではなく、

新設された「たっぷりコース」に移行される。

替えの際に手数料（1,000 円）
が必要となって

コンテンツやサービスを提供するプロバイダー

いたが、10 月受け付け分より廃止されている。

まで含めた団体の設立は、日本では初めての

www.justnet.ne.jp
JustNet の新料金体系

こととなる。すでに参加を表明している事業

www.asahi-net.or.jp
月額料金

ASAHI ネットの新料金体系

コース名

利用時間/時間帯

おきがるコース

完全従量制

500 円

プラン名

ごきげんコース

3 時間

950 円

プランM

450 円

3 時間

7 円/分

同協会の事業としては政府や各種団体と

たっぷりコース

無制限（固定制）

1,950 円

プランA

900 円

5 時間

7 円/分

の意見交換や、サービス提供に関連する法整

月額料金

者だけでも、日本のインターネット利用者の

制限時間

従量課金

半数以上をカバーする規模の協会となる。

トワイライトフリー

18〜24時無制限

1,280 円

プランB

1,700 円

15 時間

3 円/分

備や権利保護に向けた活動などを主な柱とす

デイタイムフリー

6 〜 18 時無制限

1,280 円

プランi

2,000 円

37.5 時間

3 円/分

る方針だ。

プランC

2,900 円

150 時間

3 円/分

※従量課金は6 円/分
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www.japan-providers.org（予定）

2000.01

PROVIDER

PROVIDER

N

WAVE

D

WAVE

AOLが12月より150時間プランと
使い放題プランを新設
www.jp.aol.com

PROVIDER

e

w

s

W

A

V

E

D

WAVE

GOLが
ダイアルアップに新料金を追加
home.gol.com

AOL ジャパンは12 月 1 日より料金プランを改定し、新たに「150

グローバルオンラインジャパン（GOL）は12 月 1 日より、ダイア

時間プラン」と「使い放題プラン」を設ける。これまでの「50 時間

ルアップ接続サービスの料金体系を変更する。今回、新たに追加さ

プラン」は廃止され、同プランの会員は自動的に使い放題プランに移

れるのは月額 1,800 円で20 時間まで利用できる「レギュラープラン」

行される。150 時間プランは月額 2,980 円で従量課金は8 円/分、使

で、従来の料金コースでは128Kbps 接続が可能な「ハイパー128K」

い放題プランは月額 4,800 円の固定料金。

が月額 6,000 円から5,000 円に値下げされる。

PROVIDER

D

WAVE

InfoSphereが新規加入者の
1か月分の料金を無料に

PROVIDER

D

WAVE

Panasonic Hi-HOが「じっくり
コース」の利用可能時間を延長

www.sphere.ad.jp

home.hi-ho.ne.jp

NTTPC コミュニケーションズは11 月 1 日より、新規加入者の1 か

Panasonic Hi-HO は11 月 16 日より、個人向けインターネット接

月分の料金については無料とする料金変更を行った。対象となるの

続サービスの「じっくりコース」の月内利用可能時間を従来の15 時

はインターネット接続サービス「InfoSphere Lite」、「InfoSphere

間から25 時間に延長した。基本料金は従来通り月額 1,600 円。他

Xpert」と、サーバーホスティングサービス「WebARENA Suite」の

の2 コース「おてがるコース」
（月額 500 円、3 時間まで）
、
「ぞんぶ

新規加入者で、超過料金やオプションサービスなどは含まれない。

んコース」
（月額 3,000 円、150 時間まで）に変更はない。

PROVIDER

D

WAVE

コジマネットでInfoSphereの
アクセスポイントが使用可能に

PROVIDER

D

WAVE

BIGLOBEが
EZアクセス対応のサービスを開始

www.kojima.net

www.biglobe.ne.jp

家電量販店のコジマが提供する「コジマネット」は11 月 3 日より、

BIGLOBE は11 月 1 日より、会員向けにIDO のcdmaOne シリー

InfoSphere のアクセスポイントにも対応を開始した。同サービスは

ズの「EZ アクセス」に対応したサービスを開始した。EZ アクセス用

複数のプロバイダーのアクセスポイントを1 つのID で利用できるもの

のホームページや掲示板を作成できる「ホームページ便利パック・ミ

で、他にもKCOM、NEWEB、ODN、DION、PIAS ネット（NTT

ニ for EZ」は月額 200 円、メール友達募集情報を掲載できる「メー

ドコモ）
、iPass などのアクセスポイントが利用できる。

ルフレンド・ミニ for EZ」は無料で利用できる。

PROVIDER

D

WAVE

@niftyがパーソナライズサービス
「Myポート」の提供を開始
www.nifty.com

PROVIDER

D

WAVE

CYBER STATIONが
「DJ Web 鉄道ダイヤ情報」
を開始
www.cyberstation.ne.jp

ニフティが提供する「@nifty」では11 月 1 日より、会員向けのパ

CYBER STATION は10 月 25 日より、鉄道情報関連誌「鉄道ダ

ーソナライズサービス「My ポート」の提供を開始した。同サービス

イヤ情報」のインターネット版となる「DJ Web 鉄道ダイヤ情報」を

は登録されたプロフィールなどにより目的別のコンテンツを紹介する

新設した。同コンテンツはCYBER STATION の会員限定のサービス

ナビゲーション機能と、メール着信やフォーラムの会議室の新規発言

で、全国の鉄道関連のイベント情報やダイヤ改正情報、臨時列車の

数などを1 か所で表示する機能から構成される。

情報などが随時提供される。

PROVIDER

D

WAVE

ZAQインターネットが
加入件数10,000件を突破

PROVIDER

D

WAVE

Momoたろうインターネットが
「EBPサービス」
を開始

www.zaq.ne.jp

www.mmtr.or.jp

関西マルチメディアサービスは11 月 4 日、同社が運営する「ZAQ

日本晃伸は11 月より、中小企業などを対象としたパソコンの無料

インターネット」の加入件数が11,200 件を超えたことを発表した。

配布キャンペーン「EBP サービス」を開始した。対象となるのは、同

現在、ZAQ インターネットは関西の19 局のCATV でサービスを開始

社の運営する「Momo たろうインターネットクラブ」の接続サービス

しており、今後は合計で26 局以上となる予定。また、来年 2 月から

（月額 1,500 円）とレンタルサーバー（月額 10,000 円）の契約者で、

は独自ドメインが使用できる法人向けサービスの開始も予定している。

配布するパソコンは1 年間の無償サポートも受けられる。
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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。

バナーをクリックして賞金をゲット！

ラジオ番組のジングル
作りに挑戦しよう

韓国発の懸賞サイト「ジョイラック・ジャ

金が追加される。持

パン」がオープン。会員登録をしてバナー広

ち越し期間によって

東京 FM が開催している「ラジオジングル

告をクリックするとくじがもらえ、抽選に参

は最高 1000 万円ま

コンテスト」がおもしろい。サイトから作曲

加できる。くじの番号は自分で選び、好きな

で賞金が増えるので、

ツール「Mixman Studio」と音ネタを手に入

番号で懸賞にチャレンジするシステムだ。抽

タイミングを見て応

れて作曲し、できた作品をサイトに登録する。

選は週に1 回、賞金100 万円からスタートし、

募してみよう。

作品は「Radio Ancient」のサイトで公開さ

当選者がいない場合は翌週に持ち越されて賞

www.joyluck.co.jp

れ、リスナーによる審査や人気投票を経て、
最優秀作品に選ばれると実際の番組でオンエ

iMac が先生付きで
家にやってくる

対象商品を購入すれば
豪華な賞品が当たる

アされるのだ！

作品作りを楽しんで、自分

の作品をたくさんの人に聞いてもらえ、さら
に優秀作品には豪華プレゼントも用意されて

P ＆ G がキャンペーン「はじめてみようか

いる、まさに1 粒

ンペーンを実施している。対象商品の購入で

な、はじめてを」を開催している。iMac とカ

で3 度おいしいコ

DVD プレイヤーやサイバーショットなどが当

ラープリンターに加えて自宅にコンピュータ

ンテスト。開催は

たる。コースは商品購入数によって変わるの

講師が来る「iMac と入門講座」や「ハワイ

2000 年 2 月末日

で確認しよう。応募は郵便で、2000 年 1 月

語学研修」が賞品のビッグなイベントだ。子

まで。

15 日当日到着分有効だ。

供のコンピュータデビューを狙って応募して

エー・アイ・ソフトが15 周年記念でキャ

www.aisoft.co.jp/japanese/15th/15th.htm

みるのはいかが？

www.tfm.co.jp

締切は2000 年2 月15 日。

www.pgjapan.co.jp/2000/

デザイナー御用達
ショップで
登録キャンペーン
DTP やデザインに役立つソフトやツールを
届ける「カエルソフト」では、ユーザー登録
をした人に抽選でパナソニックDVD やiBook
などが当たるキャンペーンを開催中。期間は

「パックマン20周年記念アンケート」
で
特製グッズをプレゼント

2000 年 1 月 20 日まで。

www.namco.co.jp/home/cs/cspark/pacman-enquete/

「womenjapan.com」
でクリスマスショップ
会員登録プレゼントも
www.womenjapan.com/

「WebNation」で買い物すると
DVDプレイヤーが当たるチャンス
www.webnation.co.jp/promo/
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U
国 内

CAMPAIGN

&

EVENT

N

WAVE

EVENT WAVE
名称

概要

www2.nikkeibp.co.jp/GIKEN/
anime2k.html

12 月 1 日 12 月 3 日

12 月 3 日 12 月 5 日

www.mmca.or.jp/cj1999/
naiyou.htm
ExpressWorld '99

bizevent.nikkeibp.co.jp/nec/
パソコンフェスタ '99 in 関西

bizevent.nikkeibp.co.jp/pcfesta/
iForum '99Japan

12 月 9 日 12 月 9 日

12 月 9 日 12 月 11 日

12 月 14 日 12 月 18 日

2月1日

2月3日

www.citrix.co.jp/iforum/
iforum99top.html
Internet World Japan '99

www.idgexpo.com/iw/
Internet Week 99

iw99.nic.ad.jp
マルチメディアコンテンツOSAKA
フェスティバル2000

202.216.254.16/mcof/
NET&COM21
2月2日

2月4日

2 月 17 日 2 月 19 日

海 外

www2.nikkeibp.co.jp/EXPO/
netcom/
MACWORLD Expo/Tokyo2000

www.idgexpo.com/MACW/

開始日 終了日

開催場所

12 月 7 日 12 月 8 日

名称

アニメとアニメビジネスをテーマとしたセミナー

www.gca.org/attend/
1999_conferences/xml_99/
Internet Business 2000

www.ibshow.com

www.streamingmedia.net/
streamingmedia/west/
Online Information 99

12 月 7 日 12 月 9 日

www.online-information.co.uk/
ol99/
Java Business conference

12 月 7 日 12 月 9 日

www.zdstudios.com/jbc/
newyork99/
Entertainment Forum

12 月 8 日 12 月 9 日

12 月 14 日 12 月 16 日

1月4日

1月8日

www.jup.com/events/forums/
entertainment1999/
eBusiness Conference & Expo

www.kingbird.com/ebusiness/
MACWORLD Expo/
San Francisco 2000

macworldexpo.com

パシフィコ横浜
横浜市西区みなとみらい1-1-1

デジタルコンテンツに関する展示会とセミナー。 青山 TEPIA
マルチメディアグランプリの授賞式も行われる。 東京都港区北青山 2-8-44

V

E

主催・問い合わせ先
日経 BP 社
問 技術研究部「アニメ・ビジネス・フォー
ラム」事務局
TEL 03-5210-8363 FAX 03-5210-8364
財団法人マルチメディアコンテンツ振興
協会
産業振興第 2 部
TEL 03-3506-1702 FAX 03-3506-1739
問

最新ウェブ技術や情報テクノロジービジネスに
関する展示会とセミナー

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 日経 BP 社
NEC
問 NEC ExpressWorld '99 事務局
TEL 03-5210-7006 FAX 03-5210-7014

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

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

サーバーベースコンピューティングとアプリケー
ションサービスプロバイダーに関する展示会

パシフィコ横浜
横浜市西区みなとみらい1-1-1

主 シトリックス
・システムズ・ジャパン株式会社
問 iForum '99Japan 登録事務局
TEL 03-5408-7506 FAX 03-5408-7502

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

インターネット技術や動向に関するセミナー

パシフィコ横浜
横浜市西区横浜市西区みなとみらい1-1-1

マルチメディアビジネスとインターネットビジネ
スに関する総合展示会

マイドームおおさか
大阪市中央区本町橋 2-5

ビジネス向けの情報システムとネットワークに
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 日経 BP 社
問 エキスポ事務局
TEL 03-5210-7006

マッキントッシュ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

IDG ワールドエキスポジャパン
問 MACWORLD Expo/Tokyo 2000 事務局
TEL 03-5800-4821 FAX 03-5800-3979

主

主
問

問

Pennsylvania Convention Center
Philadelphia, PA,USA

インターネットビジネスに関するイギリス最大
の展示会

The Brighton Metropole Exhibition
Center
Brighton,UK

ストリーミング音楽とビデオに関する世界最大
の展示会

The San Jose Convention center
San Jose, California, USA

電話やインターネットなどオンラインでの情報
提供サービスに関する展示会とセミナー

National Hall & Olympia2
London, UK

Java 技術とアプリケーションに関する展示会
とセミナー

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

デジタルテレビやネットワークを使ったエンタ
ーテインメントビジネスに関する展示会とセミ
ナー

The Beverly Hilton
Beverly Hills, CA, USA

EC とインターネットビジネスに関する総合展
示会

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

マッキントッシュに関する総合展示会

Moscone Convention Center
San Francisco, CA, USA.

Internet Week 99 実行委員会事務局
TEL 03-5297-2311
FAX 03-5297-2314
マルチメディアコンテンツOSAKA フェス
ティバル実行委員会
TEL 06-6372-3052
FAX 06-6376-2362

FAX 03-5210-7014

主

開催場所

XML とウェブ技術に関する展示会とセミナー

IDG ワールドエキスポジャパン

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

主

概要

Streaming Media West '99
12 月 7 日 12 月 9 日

A

主

XML '99
12 月 5 日 12 月 9 日

W

主

ContentJapan1999
12 月 1 日 12 月 3 日

s

1999 年 12 月〜2000 年 2 月

アニメ
・ビジネス・フォーラム2000
12 月 1 日 12 月 1 日

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

Graphic Communications Association

問

TEL +1-703-519-8160
FAX +1-703-548-2867

主

Haymarket Exhibitions Limited

問

Adam Barker
TEL +44-1-273-773224
FAX +44-1-273-749189

主

First Conferences Inc.

問

TEL +1-415-934-6990
FAX +1-415-934-6991

主

Learned Information Europe Ltd

問

TEL +44-186-538-8000
FAX +44-186-573-6354

主

ZD Events

問

TEL +1-781-433-1511
FAX +1-781-449-2674

主

Jupiter Communications

問

TEL +1-212-780-6060
FAX +1-212-780-6075

主

CMP Media

問

TEL +1-212-592-8432
FAX 1-212-592-8443

主

IDG Expo Management Company

問

TEL +1-781-551-9800
FAX +1-781-440-0300

※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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