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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。

介護など高齢者向けの
インターネットサービスが増加
介護や高齢者向けのサービスの発表が相次

無料のイントラネット
サービスが登場

者向けの通販事業を行う。

光通信と米国イントラネッツ社が合弁で設

いでいる。日本電算機やNTT-ME など計6 社

また、NEC と三井不動産は、介護関連の

は中高年齢層の「豊かな生活」の支援を目

インターネットサービスで提携を結ぶことを

イントラネットが使えるサービスを開始した。

的に「株式会社パワードエイジ企画」を設立

発表した。6 月からウェブサイト「ケアデザ

使用条件は特になく、掲示板、スケジュール

し次のようなサービスを検討する。1 高齢者

インネット」を開設し、介護関連のポータル

管理、アドレス帳など、企業内で共有するグ

向けのインターネットコミュニティーを作って

を目指すとしている。ここでは、要介護者や

ループウェアや、情報検索のためのリンクサ

マーケティングデータを集め、高齢者向けの

その家族、ホームヘルパーや介護士などに対

ービス、購買業務向けのショッピングサイト

新たなサービスや製品作りに活かす。270 歳

して情報提供を行うほか、コミュニティーサ

などを無料で提供する。企業の枠組みを越え

以上でも加入できる共済などの団体保険を作

ービスを提供したり、実社会で行われている

たグループ作りや、プライベートでの利用な

る。3 定年退職後の資産運用をインターネ

相談やセミナーをインターネットでも提供し

どの需要も見込んでいる。

ットを通じてコンサルティングする。4 高齢

たりもする予定だ。

OCNエコノミーに入ると
サーバーがもらえる
サービスが登場

セゾン証券がセゾンカード会員優遇の
オンライン証券サービスを開始

立し「イントラネッツ株式会社」は、無料で

www.intranets.co.jp

セゾン証券が4 月25 日からオンライン証券

株式の成行注文の場合、約定代金の0.1 ％

サービス「セゾネット」を開始する。取扱商

で上限 4 万円、下限 1,400 円だが、会員の

株式会社ハイテックシステムは同社を通し

品は、現物株式、信用取引、MMF や中国

下限は800 円となる。また、指値の場合も同

てNTT のOCN エコノミーの3 年間長期継続

ファンドなどの投資信託だ。口座管理料、開

様に優遇される。そのほかにも、セゾンカー

利用割引（月額 29,690 円）に申し込んだ法

設料は無料。また、夏には携帯電話による受

ドのポイントが付与される「セゾン証券ポイ

人に無料で自社開発のオリジナルサーバーを

注も開始する。

ントプレゼント」などのメリットを提供する

提供するサービスを開始した。サーバーの仕

特徴的なのはセゾンカード会員を優遇して

様は15 インチCRT 付きで、CPU がK6-2-

いる点だ。通常だと売買委託手数料は現物

予定だ。
www.saisonet.co.jp

450MHz、メモリー64MB、ハードディスク
4.3GB など、となっている。Linux で稼働し、
ウェブ／メール／DNS サーバー機能を搭載し
ている。また、各種設定や変更が簡単にでき
る管理ツールを独自に用意し、初心者でも扱
いやすいようにするという。
www.hightech.co.jp

セイコーエプソンが徒歩区間も
わかる経路検索サービスを開始
セイコーエプソンはインターネット位置情

を、将来はi モードにも対応させる意向だ。

報サービス「i-Point network」の会員向け
に、徒歩移動区間も含めた経路検索サービ
スを開始した。これは地図情報システム開発
の「ナビタイムジャパン」の技術を活用した
もの。従来の乗り換え案内では乗り換え時間
はわかるものの、駅から目的地までの徒歩区
間はわからなかった。新サービスでは全国の
任意の出発地と目的地を指定すれば、最寄
駅までの最短ルートを示すのに加えて、徒歩
も含めた所要時間も表示できる。ナビタイム
ジャパンでは、このような地図情報サービス
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www.i-point.ne.jp
新サービス「ピンポイント
経路案内」はロカティオを
使って最適ルートと所要時
間を検索できる。
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自分で作ったペットがメールを運ぶ
iモード用のメールサービス登場！
株式会社ジャムはNTT ドコモのi モード公
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メールマーケティングの
ASP事業をカレンが開始

るというサービス。

メールマーケティングを得意とする株式会

式サイト「ジャングルジャム」の新サービス

ペットにセリフを付

社カレンは、従来、企業向けに一括で請け負

として「待ち受けペットメール」を開始した。

けることもでき、セリフに合わせてペットの表

っていた電子メールマーケティング事業を4 月

これは、同サイトを使って自分で作ったオリ

情も変えられる。使用料は月額 300 円。カ

末よりASP 化して、より広く提供していく。

ジナルキャラクターを待ち受け画面として使

ラーにも対応している。

えるだけでなく、メールを運ばせることもでき

www.jam.co.jp

これによりデータベースを参照してメール
の本文に個人ごとに顧客データにマッチした
個別の内容を組み込む「One to One データ
差し込み機能」や、属性ごとに分類して最適

アジアパシフィックシステム総研が
オフィス業務用ツールのASP 事業を開始

な文章を挿入する「One to One コンテンツ
差し換え機能」
、ウェブページへのリンクを貼

アプリケーションソフトの開発を手がける

SOHO クラスの事業者をターゲットし、ウェ

ったメールを送信して、メール受信者がその

アジアパシフィックシステム総研は、NTT デ

ブベースの管理、設定をすることで容易に運

リンクをクリックしたかどうかを調べる「クリ

ータ イントラマートの業務パッケージ開発ツ

用できるようにするというものだ。1 ライセン

ックカウント機能」など、多彩なマーケティ

ール「Intra-Mart」を利用して、スケジュー

スにつき月額 3,000 円のスタートパックでは、

ングツールをこれまでよりも安価に活用でき

ル管理や会計処理など、オフィス業務一般を

スケジューラーや会議室予約などが利用でき

るようになるという。 料 金 は 1 0 0 人 から

サポートするASP 事業「hywebOffice」を

るほか、営業支援ツールやグループウェアな

10000 人程度の場合で月額 5,000 円程度〜

4 月から開始する。これは、自社でサーバー

ども別途提供される予定だ。

となっている。

を立てて保守することが難しい中小企業や

www.hyweb.ne.jp

www.current.co.jp

INTERVIEW

キーワードはキャラクター、親子、アジア

「日本発」のネットゲームはココが違う！
ヒップホップにのって 3D 空間を所狭し

だいたりしています。親御さんと一緒に楽し

ットゲームに対する関心というのは日本と同

と動き回るネット対戦ゲーム「バトルビー

く遊べているようで、受け入れられる年齢層

じか、ひょっとするとそれ以上なのではない

ト」が 4 月に発売となる。開発を行った株

の広さについては確証が持てました。ゲーム

でしょうか。

式会社 XeNN（ゼン）の宮田人司氏に話

ステージを編集できるマップエディターを配

を聞いた。

布したり、ユーザー開催の対戦大会を後押し
したりと、見えない相手同士のコミュニケー

キャラクターや音楽が楽しいゲームですね。

ションをもっと大事にしたいと考えています。

宮田：従来この種のネットゲームといえば、

これから追加する機能として、ボイスチャッ

おもに海外製でバイオレンス色の強いものが

トなどもそうした考えの一環として進めてい

多かったのです。そこでまず、年齢に関わら

こうというところです。

XeNN では i モード用の着信
メロディも配信している。
「コアユーザーが形成され
ていく過程はすごい。今後
も積極的にコンテンツを提
供する」とのこと。

ず誰でも参加するインターネットのゲームと
はこうあるべき、というところを決めてそれを

PC 以外のプラットフォームや、海外での

形にしたというわけです。印象に残るような

展開などについてはどうでしょう。

キャラクターを登場させて、個性をはっきり

宮田：具体的な時期はまだこれから詰めてい

させました。

きますが、ウィンドウズ版以外ではまず、コ
ンシューマ機での展開も考えています。また

すでにベータ版を配布しているようですが、

海外展開ですが、アメリカやヨーロッパと同

反響はどうでしたか。

様に、韓国や台湾といった国々を重視したい

宮田：製品版の前段階であるベータテストで

です。こうした国々からもベータ版のダウン

すでに、5 歳くらいの子供からも感想をいた

ロードページにアクセスしてくれています。ネ

「バトルビート」製品版はウィンドウズ用ソフトで、4
月 21 日発売予定（5,800 円）
。
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インフォシークのイベント
プランナーが iモード対応へ！
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三和銀行系のイー・ウイング証券が
サービスを開始

www.infoseek.co.jp

www.ewing.co.jp

情報検索サービス「infoseek」にある、インターネットを使って

三和銀行グループのオンライン証券会社「イー・ウイング証券」が

イベントやパーティーなどの案内状作成から招待までが簡単にできる

4 月3 日からサービスを開始する。取扱商品は、東証、大証の上場株

「インフォシークイベントプランナー」がi モードにも対応した。イベ

式と店頭銘柄、およびMRF、MMF の株式投資信託だ。株式の委託

ントプランナーはウェブサイトと電子メールを活用したコミュニケーシ

手数料は、成行、指値とも1 回につき約定代金 1,000 万円までは

ョンサービス。i モードで会合の出欠などの確認ができる。

1,500 円均一。以後 100 万円超過するごとに50 円が加算される。
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トレード証券がオンライン
取引の株式委託手数料を値下げ
www.etrade.ne.jp
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米 RSA SecurityとIEEEが
公開鍵暗号の標準仕様を発表
www.rsasecurity.com/news/pr/000315.html

インターネット株式取引サービスを行うイー・トレード証券は取引

米 RSA Security と IEEE は公開鍵暗号技術の標準仕様となる

の際に徴収する株式委託手数料を20 パーセント値下げした。イー・

「IEEE1363」を発表した。おもに EC 関連でセキュリティーを強

トレード証券は2 月末現在で、口座数約7 万、預り資産残高約4,000

化するものとなる。これによって現在使用されている RSA 公開鍵

億円と営業基盤を拡大したのに伴い手数料を値下げし、今後もさら

方式や因数分解などの暗号アルゴリズムの詳細とそれに用いられ

にユーザーのニーズを捉えた金融サービスの展開を図っていく予定。

る公開鍵暗号や電子署名などについて定義される。
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東海銀行とあさひ銀行がインター
ネットバンキングサービスを発表
tokai.asahibank.co.jp
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日本オンライン証券で
国内証券初の逆指値注文が可能に
www.kabu.com

東海銀行とあさひ銀行は、持株会社「東海あさひ株式会社」の

日本オンライン証券が提供する「カブ・ドットコム」は、価格変

設立を前にパソコンと i モードに対応したインターネットバンキ

動リスクなどのさまざまなリスクに対し、さらに顧客層の拡大を図る

ングのシステムを共同開発し、6月12日からサービスを開始する。

ため、逆指値による株式注文の委託を国内で初めて対応した。逆指

サービス内容は、登録口座すべてに関して一覧表示する残高照会

値とは株価が売買価格よりも上昇して、指定した株価以上になれば

や 5 営業日先までの予約ができる振込みなどとなる予定だ。

買い、反対に指定した株価まで下落したら売りとする注文形態。
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ツーカーのスカイメッセージで
メールアドレスの設定が自由に
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susi 花館小僧寿しチェーンが
携帯電話による予約注文を開始

www.tu-ka.co.jp

www.kccs.co.jp

ツーカーセルラー東京は4 月 1 日から、スカイメッセージの電子メ

susi 花館小僧寿しチェーンは携帯電話を使った予約注文を開始

ールアドレスのアカウント名を自由に設定できる「My Address」サ

した。これは DDI セルラーグループの EZweb 経由で小僧寿しの

ービスを開始する。従来、電話番号でアドレスが記されていたために、

商品情報の閲覧や予約注文ができるというもの。日時の指定だけ

アドレスの自由設定の要望が絶えなかった。ほかのキャリアはすでに

でなくワサビの有無といった詳細な注文もできる。まずは直営店

対応している機能で、遅れていた部分がようやく解消される。

5 店舗での試験運用となるが、他の加盟店へも展開する予定だ。
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チューリッヒ保険がインターネットで
保険金の支払い情報を提供
www.zurich.co.jp
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SAPがEC環境を1週間で構築
できるECスターターパックを発売
www.sap.co.jp/estarter/

チューリッヒ保険は保険金の支払い情報をインターネットで提供す

ビジネスソリューションを手がける SAPは、既存の SAP R/3導

るサービスを開始した。同社の自動車保険の加入者で車両および対

入企業向けに、EC環境を1週間で構築できるソリューションパック

物賠償保険の事故に関して保険金を請求している人は24 時間いつで

「eコマース・スターター・パック」を発売した。B to Bの購買ソリュ

も支払い状況を確認できるほか、担当者の顔写真と電子メールなど

ーション、オンラインストア、従業員用ポータルの3つのコンポー

の連絡先をウェブで確認することもできる。

ネントを提供し、ビジネスポータルmy.SAP.comにもリンクされる。
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今月の新製品情報
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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。

音楽が流れるメールソフトをコンビニで販売
J-WAVE は、インターネット展開の一環

e

www.j-wave.co.jp/contents/topics/0002jamin.htm

として、メールソフト「JAMIN」を首都圏

MN128-SOHO
Slotin 用の
無線 LAN カード

のファミリーマート（約 2500 店舗）で発

NTT-ME は、同社のダイアルアップルー

売した。価格は 1,380 円。通常のメール機

ター「MN128-SOHO Slotin」を無線 LAN

能に加え、MP3ファイルとCDの再生機能、

に 対 応 さ せ る PC カ ー ド 「 MN128 SS-

さらに J-WAVE のホームページやラジオで

LAN Card10」を発売した。価格は 19,800

放送中の楽曲名を表示する機能が備わって

円。また同時に、MN128-SOHO Slotin と

いおり、インターネットとラジオのメディ

2 枚の MN128 SS-LAN Card10 をセットに

アミックスを狙った商品となっている。対

した「MN128-SOHO Slotin AirPack」も

応 OS はウィンドウズのみ。

94,800 円 で 発 売 す る 。 MN128 SS-LAN
Card 10 を MN128-SOHO Slotin とノート
PC にセットすることで、ルーターをアク

PacketOne 対応のメール端末が登場

セスポイントにした 10Mbps のワイヤレス

DDI セルラーおよび IDO は、cdmaOne

より販売する。両製品ともにメールソフト

ネットワークが構築できる。ただし、すで

方式の携帯電話機に対応したメール端末

とブラウザー機能を備え、C メールや

に発売中の「MN128 SS-LAN Card」とは

「フォトパレット」と「ウェブパレット」

64Kbps のパケット通信にも対応している。

2Mbps でしか通信できない。また、他社

の 2 機種を発表した（オープン

なお、ウェブパレット・フォトパレットを

製品との互換性も保証されていない。

価 格 ）。 D D I は

使ってインターネットに接続する場合、別

「ウェブパレ

途プロバイダーとの契約が必要。

ット」を 4 月

カラー液晶ディスプレイを搭載したフォ

上 旬 、「 フ ォ

トパレットはデジカメを内蔵しており、撮

トパレット」

った写真をメールに添付して送ることがで

を 4 月下旬に発
売し、IDO は両
製品とも 4 月上旬

www.ntt-me.co.jp/mn128/

きる。また、DDI セルラーと IDO のロゴが
異なる以外は、同じ製品となる。
www.ddi.co.jp

www.ido.co.jp

日本メーカーの携帯デジタルオーディオプレイヤーが続々と登場！
2 月末〜 3 月にかけては、日本メーカーの

するだけでなく、通常のオーディオ機器とラ

マットに対応できるマルチデコードシステムを

携帯デジタルオーディオプレイヤーの発表ラ

イン接続してMP3 データを作成できるのが最

採用している。

ッシュとなった。

大の特徴。価格は39,800 円となる。

SD メモリカードを採用した携帯オーディ

アイワは M P 3 エンコーダーを搭載した

三洋電機は4 月21 日よりリキッドオーディ

オプレイヤーが、東芝の「モバイルオーディ

「MM-FX500」を6 月 1 日に発売する。再生

オの著作権保護技術「SP3」を搭載した

オプレーヤ」だ。発売日は4 月 22 日で、価

「SSP-PD7」を

格はオープンプライス。SDMI が定めた著作

37,000 円で発売す

権保護機能を搭載し、64MB のフラッシュメ

る。 出 荷 時 は M P 3

モリーを内蔵する。AAC とMP3 フォーマッ

と A A C のみだが、

トに対応している。

ATRAC3 やWMA な
アイワの「MM-FX500」
（左）
、東芝の「モバイルオーディオプレーヤ」
（中）
、三洋の
「SSP-PD7」
（右）

どのさまざまなフォー
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ハブ内蔵型ブロードバンドルーター
www.vertexlink.co.jp

PRODUCT

WAVE

Archives

モバイル VPN対応ルーターが発売
www.alexon.co.jp

バーテックスリンクは、4 ポート 10/100 スイッチングハブを内

アレクソンは、モバイル VPN（Virtual Private

蔵した「EtherFast Cable/DSL Router」を発売した。価格はオ

Network）を実現するルーター「RDM770」を

ープンだが、店頭予想価格は 35,000

128,000 円で発売した。この製品を使うと、ノー

円。 1 つの IP アドレスを複数のパソ

ト PC ＋携帯電話といったモバイル環境からでも

コンで共有し、インターネットへ同時

VPN アクセスが可能になり、出張先からでも安全

にアクセスできる。
PRODUCT

WAVE

に社内 LAN にアクセスできる。
D

Archives

CFに保存するMP3プレイヤー
www.green-house.co.jp

PRODUCT

WAVE

Archives

www.adobe.com/products/livemotion/

グリーンハウスは、携帯 MP3 プレイヤー

米アドビシステムズは、ウェブ用にベクターベースの動画や画
像を作成する「Adobe LiveMotion」のβ版

コンパクトフラッシュにドラッグアンドドロップする

を公開した。ウィンドウズ版とマッキントッ

だけで、簡単に MP3 ファイルを転送できる。CF なら

シュ版があり、上のURLからダウンロードで

ではの容量の大きさも魅力だ。対応 OS はウィンドウ

きる。米国では製品版が本年度第 2 四半期に

ズ 98/2000 および MacOS 8.6 以降。

発売される予定（写真は英語版パッケージ）
。

WAVE

D

Archives

ウェブでタイピングの早さを競う！
www.sourcenext.co.jp

PRODUCT

WAVE

Archives

www.beyt.net

ソースネクストは、オンラインでタイピングのテクニックを競う

ベイトオープンテクノロジーは、バナー広
告などをカットできる「Web 広告バスター」

社の「特打」にインターネット機能を搭載

を 3,980 円で発売した。ホームページを開く

したもので、ゲーム色がさらに強まり、タ

と鳴り出す MIDI 音楽もカットでき、ネット

イピングのスコアをリアルタイムでインタ

サーフィン時の不快な重さを解消する。対応

ーネット上に公開できる。

OS はウィンドウズ95/98/2000 およびNT4.0。

WAVE

D

Archives

あなたの指紋をパスワードに

PRODUCT

WAVE

Archives

www.holonsoft.co.jp

オムロンは、指紋でパスワード入力する「指パ

ホロンは、メールの文章を暗号化する「暗

ス Ver1.0」を 19,800 円で発売した。ネットワー

号」を 5,800 円で発売した。人に読まれたく

クにログインする際などのパスワード入力が、添

ないメールは、合言葉を入力して「ヘンテ

付のセンサーへワンタッチするだけで完了する。

コ文」に変換し、送信する。暗号形式には

パスワードを個別に管理できるので、複数のユー

MGC方式を採用しており、最大2048ビット

ザーで PC を共有している場合も OK だ。

で暗号化できる。

WAVE

Archives

D

ファイアーウォールの監視ツール
www.softboat.co.jp

PRODUCT

WAVE

Archives

www.digitalfactory.co.jp

デジタルファクトリジャパンは、Linux ディ

ンドファイアウォール Ver2.0」を発売した。価格は 398,000 円。

ストリビューション「Kondara MNU/Linux1.1」

ログ情報を分析し、どのような不正なア

を4月1日に発売する。価格は7,800円で、
「1.0」

クセスが発生し、ファイアーウォールに

からのアップグレードは送料＋手数料で 4,800

よってどのような保護が行われたかなど

円となる。また、学生ユーザーには「アカデ

について詳細なレポートを作成する。

ミックパック」を 5,200 円で提供する。

INTERNET magazine 2000/5

D

Linux ディストリビューションソフト

ソフトボートは、ファイアーウォール分析ツール「WEB トレ

400

D

メール暗号化ソフト

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

PRODUCT

D

ウェブ広告をカットするソフト

「e 特打」を発売した。価格は 5,800 円。同

PRODUCT

D

アドビのウェブ画像作成ツール

「KANA2000」を 3 月中旬より 11,800 円で発売する。

PRODUCT

D
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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

ソニー、東急、トヨタが CATVを対象とした会社を設立
IIJ、NTT-MEもCATV向けサービスを開始

HOTCNが PHSを利用した
定額接続サービスを開始

ソニー、東京急行電鉄、トヨタ自動車の

ス・コミュニケーションの 2 社がすでに開

北海道総合通信網（HOTnet）が運営す

3 社は 3 月 9 日、CATV などの広帯域インタ

始を表明しているが、こうした動きは今年

るインターネット接続サービス「HOTCN」

ーネット向けにオンラインサービスを提供

に入ってさらに活発になっている。

は 3 月 1 日より、PHS を利用した定額ダイ

する新会社の設立を発表した。4 月上旬に

3月2日には、NTT-MEがCATV事業者を

アルアップ接続サービスを開始した。同サ

企画会社を設立して事業計画について検討

対象として、インターネットサービスに必

ービスは PIAFS の 32Kbps 接続サービスが

し、10月を目途に事業内容の詳細を固めた

要な業務を提供する「WAKWAK CATV パ

月額 4,800 円の固定料金で利用できるもの

上で事業会社に移行する予定となってい

ック」の開始を発表した。また、3 月 17 日

で、サービス提供地域は札幌市を中心とし

る。移行後は、全国のケーブル事業者にサ

には、IIJ が今年の夏までに CATV 事業者 5

た道央圏および函館市、旭川市など 13 の

ービスの活用と事業パートナーとしての参

社と高速回線で相互に接続し、データセン

市町村。利用に際しては専用のデータカー

加を呼びかけていく。事業会社のサービス

ターを含めたコンテンツ配信のインフラ構

ドを HOTnet から購入またはレンタルする

内容としては、高速大容量のコンテンツの

築をサポートすることを発表した。

必要がある。

提供や、インターネットサービスを提供し

現在、インターネットサービスを提供し

ていない CATV 局に対しての導入支援など

ているCATV は全国で83 局のみだが、こう

を想定している。

した動きにより今後は急速にサービスを開

CATV 局を対象とした同様のサービスと
しては、アットホームジャパンとタイタ

livedoor が10万人を突破
新たに 2か所でサービス開始

www.hotcn.ne.jp
HOTCN の定額接続サービス

始するCATV局が増えると予想されている。
www.iij.ad.jp

2,500 円

月額料金

4,800 円

機器使用料

12,800 円（買取の場合）
月額 1,000 円（レンタルの場合）

www.ntt-me.co.jp

InfoSphere がダイアル
アップの料金を値下げ

工事費

NTTコミュニケーションズが
バーチャルショップを開設

無料インターネット接続サービスの「live

NTTPC コミュニケーションズは 4 月 1 日

NTT コミュニケーションズは、インター

door」は 2 月 24 日、昨年 11 月のサービス開

より、同社のインターネット接続サービス

ネットに関する商品やサービスを扱うバー

始から2 か月半で会員が10 万人を超えたこ

「InfoSphere Lite」の料金を改定する。今

チャルショップ「Value Shop」をオープ

とを発表した。また、これまでの 7 か所の

回の改定により、B コースの基本料金が

ンした。モデムや TA などのネットワーク

アクセスポイントに加えて、浦和と川崎にも

2,000 円から1,500 円に、C コースの基本料

関連製品のほか、パソコン本体や接続サー

アクセスポイントを新設し、4 月からはマッ

金が 4,000 円から 3,000 円に、基本接続時

ビスなども扱う。主力商品となる、OCNの

キントッシュ版の対応ソフトウェアを配布

間が40時間から100時間となる。また同日

接続サービス（100 時間まで）とパソコン

することも併せて発表した。マッキントッ

より InfoSphere Lite と InfoSphere Xpert

本体をセットにした「OCN PC パック」

シュ版のソフトウェアについては、ウェブ

の両コースについて、ホームページサービ

については、講習会への無償参加を提供す

サイトまたは電話からの CD-ROM の郵送

スが基本料金内で 5M バイトまで利用でき

るといった特典が用意されている。

申し込みが、3月10日より開始されている。

るように変更されるほか、追加メールアド

www.virtual-shop.com

レス（月額 100 円）のオプションサービス

www.livedoor.com

も新たに開始される。
livedoor のアクセスポイント
・東

京（03）

・千

・横

浜（045）

・名古屋（045）

葉（043）

・大

阪（06）

・京

・神

戸（078）

都（075）

近日サービス開始予定
・川

崎（044）

・浦

和（048）

www.sphere.ne.jp
InfoSphere Lite の新料金
コース名

月額基本料金

基本接続時間

A コース

700 円

3 時間

B コース

1,500 円

15 時間

C コース

3,000 円

100 時間

従量課金
5 円/分
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ぷららが日曜祝日の
電話サポートを開始

PROVIDER

WAVE

D

InfoSphere が専用線接続
サービスをリニューアル

www.plala.or.jp

ip.sphere.ne.jp

ジーアールホームネットが運営する「ぷらら」では、電話受け

InfoSphere は 4 月 1 日より、1.5Mbps の専用線接続サービスに

付けの「ぷらら入会事務局」と会員向けサポート電話「ぷららダ

月額 150,000 円のエコノミーメニュー「InfoSphere IP-T1」を追加

イヤル」の日曜祝日の営業を 4 月より開始する。受け付け開始は

する。同サービスは、21:00 〜 2:00 の時間帯は下り方向が 192Kbps に

4 月 2 日からで、受け付け時間は平日は 12:00 〜 21:00、土日祝日

制限されるのが特徴で、提供エリアも現在のところ東京と大阪に

は 12:00 〜 19:00 となっている。

限定される。また、従来の専用線サービスも同日より値下げされる。

PROVIDER

WAVE

D

国際調達情報が
gTLDドメインの移籍受付を開始
www.psi-domains.com

PROVIDER

WAVE

D

DDIポケットがデータ通信向け
料金コース「データパック」を導入
www.ddipocket.co.jp

国際調達情報（PSI-Japan）は 2 月より、.com、.net、.org ド

DDI ポケットは 4 月 1 日より、データ通信向けの新料金コース

メインの移籍受付を開始した。PSI-Japan はでは昨年の 8 月より

「データパック」を導入する。同コースは月額基本使用料 3,000 円

ICANN 認定レジストラとしてドメインの登録業務を開始しているが、今

に1,200 円分のデータ通信使用分が含まれ、基本料金内で最大140

回の移籍受付の開始により、以前に取得したドメインでもPSI-Japan

分のデータ通信が可能となる。また、同コースを年間契約すると、

に移籍すれば日本語でのサポートが受けられるようになった。

月額基本使用料は 2,250 円とさらに割引となる。

PROVIDER

WAVE

D

@nifty が cdmaOne のパケット通信
サービス「PacketOne」に対応
www.nifty.com

PROVIDER

WAVE

D

TTCN が高速 IP 接続サービスに
品質保証制度（SLA）を導入
www.ttcn.ne.jp

@nifty は 2 月 29 日より、cdmaOne のパケット通信サービス

東京通信ネットワーク（TTNet）は 3 月 16 日、高速 IP 接続サー

「PacketOne」からの接続への対応を開始した。PacketOne はパ

ビスにスループットを保証する新メニューを追加することを発表

ケット単位での課金となるが、@nifty は時間単位で課金される。
そのた

した。同サービスはインターネット接続回線に品質保証制度

め、@niftyでは PackeOneからの接続の場合には、
1分以上無通信状

（SLA）を設けるもので、1.5Mbps の月額248,000 円となる。また、

態の場合には課金しない料金体系とし、ユーザーの利便を図っている。

SLA の基準は遅延時間を平均 40ms 以下に保つこととなっている。

PROVIDER

WAVE

D

DTI がホスティングサービスを強化
携帯からのメール、ウィルスチェックに対応
magic.dti.ad.jp

PROVIDER

WAVE

D

JENSが企業向けインターネット
接続サービスの料金を値下げ
www.jens.co.jp

DTI は 2 月 29 日、法人向けサービス「DTI-Magic」の新たなサー

JENS は 3 月 1 日より、企業向けインターネット接続サービス

ビスを開始すると発表した。新サービスは、従来の電子メールサ

「AT&T ワールドネット MIS」の月額料金を値下げした。新料金は

ービスをウェブブラウザーからも利用できる「Magic-WebMail」サー

1.5Mbps、15km 以内の場合で、月額 478,000 円
（アクセス回線料金込

ビスと、
DTI のサーバー側でメールのウィルス駆除を行なう「InterScan」

み）
となる。また、6 月 30 日までの申し込みについては、各種サー

（仮称）
の 2 点で、いずれも 3 月中に開始の予定となっている。
PROVIDER

WAVE

D

BIGLOBE が EZアクセスとEZウェブ
から直接メールを使えるサービスを開始
www.biglobe.ne.jp

ビスの初期費用が無料となるキャンペーンも実施している。
PROVIDER

WAVE

D

PSINet がサーバー側での
メールウィルスチェックサービスを開始
www.jp.psi.net

BIGLOBEは3月15日より、EZ アクセスおよび EZ ウェブ対応の携

PSINet は 3 月 29 日より、サーバー側でウィルスチェックを行

帯電話機からBIGLOBEのメールが利用できる新サービス「BIGLOBE

う新サービス「PSINet VIrusCheck」を開始した。同サービスはト

メール・ミニ for EZ」
を開始する。料金は月額150円。すでにiモード

レンドマイクロの「InterScan」を利用し、ウィルスチェック用

対応のサービスとして同様のものが提供されているが、今回のサー

のゲートウェイサーバーの段階でウィルスを検知し、駆除するも

ビス開始によりEZ アクセスとEZ ウェブからも利用可能となった。

の。料金は 20 アカウントで月額 20,000 円から。
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今月の無料・割引・プレゼント情報

ジャストシステムの製品
で豪華賞品をゲット
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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。

TTNetが生活応援商品
をプレゼント

日本オラクルが
オリジナルキットを販売

ジャストシステムでは「デジタル新生活

東京電話インターネットでは「あなたに

応援キャンペーン」と題し、期間中に同社

ぴったり！新生活応援キャンペーン」と題

Server for Linux Release8.1.5」と「Oracle

の製品を購入し、ユーザー登録した人に抽

し、フレッシャーズを対象にしたキャンペ

WebDB Release2.1 for Linux」を組合わせ

選で「インテルプレイQX3コンピュータ・

ーンを実施している。内容は、期間中に新

た「Oracle Linux ポータルキット」を 196,800

マイクロスコープ」ほか、豪華賞品が当た

規加入した人の中から抽選で 300 名にコー

円、開発者向けの「Oracle8i 開発者キット」

るキャンペーンを実施している。締め切り

ヒーメーカーなどが当たるというもの。締

を39,000円で期間限定販売している。締め

は 4 月 12 日。

め切りは 5 月 31 日。

切りは 5 月 31 日。

www.dup.ttcn.ne.jp

www.oracle.co.jp

www.justsystem.co.jp/newlife/

イーネットのビンゴ
ゲームで商品をゲット

ノヴァが iBookや
VAIOをプレゼント

イーネットでは「E*Net ファミリーエデ

日本オラクルでは、
「Oracle8i Workgroup

マクロメディアが 特別
価格でソフトを販売

翻訳ソフト「トランサーシリーズ」で知

マクロメディアでは、3 月 31 日までの予

ィション」内にある「eプレイヤー」にて、

られるノヴァでは「トランサーシリーズ累

定で行っていた「ミレニアムキャンペー

総額 700 万円分の商品が当たるビンゴ大会

計 20 万本出荷

ン」を 4 月以降も続行する。期間中は、同

を開催している。ユーザーごとに 1 枚ずつ

キャンペーン」を実施している。内容は、

社の人気製品「Dreamweaver3 ／

ビンゴカードが渡され、1 日 1 回、ビンゴ

期間内に同社が指定する製品を購入し、ユ

Fireworks3 Studio」（ 日 本 語 版 ） を

ナンバーを専用ページで確認し、早くビン

ーザー登録した人の中から抽選で、iBOOK

22,000 円、
「Dreamweaver3」 (日本語版）

ゴした人から好きなプレゼントがもらえ

や VAIO、コシヒカリが当たるといったも

を 20,000 円、
「Fireworks3」
（日本語版）

る。なお、参加するにはユーザー要録が必

の。締め切りは 5 月 30 日。

を 16,000 円と特別価格で購入できる。

要だ。

愛されて 10 年ありがとう

www.nova.co.jp

www.macromedia.com/jp/

www.enet.ne.jp
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N e w s W A V E
ASIA-NETがスーパー
ビジネスマンを決定

BIGLOBEでeBayに
入会して商品をゲット

eSampo.comが豪華
商品をプレゼント

インターネットを介して転職情報を提供す

BIGLOBE では、
「BIGLOBE de eBay」サ

株式会社 eSampo.com（イーサンポ・ド

るアジアネットでは、
「20 世紀に最も影響力

イトにおいて、
「eBay に入って得するキャン

ット・コム）は、出産や育児など、女性の

があったビジネスマンは誰か！！」と題して

ペーン」を実施している。キャンペーン期間中

投票を実施している。投票者には抽選番号

にイーベイジャパンに入会すると、毎月抽選

月 3 日にオープンした。今回、同社ではオー

が発行され、毎日1 名以上に豪華賞品がプレ

で500 名にプレゼントが当たる。このチャン

プンを記念し、同サイトの会員を対象に100

ゼントされる。締め切りは5 月 31 日の深夜 0

スにオンラインオークション未体験の方も、

万円相当の商品をプレゼント中。締め切りは

時まで。

ふるって参加しよう。締め切りは8 月 31 日。

5 月 31 日。

www.asia-net.com/jp/

の場面をサポートするサイトを3

www.esampo.com

www.biglobe.ne.jp/ebay/

ソニーマーケティングが
「Music@es」を開催

イサイズが車や海外
旅行をプレゼント
情報サイトで有名なイサイズでは、

ソニーマーケティングがインターネット

｢ISIZE お宝 GET キャンペーン｣と題してオ

上での仮想イベント「Music@es」
（ミュー

ープン懸賞を実施している。内容は

私の

ジック・アットマーク・エス）を開催して

｢ベストマッチング情報サイト｣と言えば「i

いる。
「ネットワークで体験できる新しい

○○○○.com」 という質問の○にあては

音楽生活の提案」というテーマで開催され

まるアルファベット 4 文字を埋めるといっ

る本イベントでは、ネットワーク上での音

たもので、当選者には車やアメリカ 3 都市

楽視聴やオリジナルデジタルアイテムのダ

ショッピングツアー、85年モノのロマネコ

ウンロードのほか、魅力的な企画が満載

ンティーなど、総額 1,000 万円相当の商品

だ。参加アーティストにはUA や朝本浩文、

が当たる。締め切りは 5 月 15 日の深夜 0 時

bird のほか超大物アーティストが名を連ね

まで。

ている。開催期間は 3 月 29 日〜 5 月 23 日。

www.isize.com/isize/

意思決定

www.sony.co.jp/es/

参加アーティストのUA

エルゴソフトがEZWORDの乗り換え
キャンペーン版をプレゼント
www.ergo.co.jp

インフォシークが
iBookやVAIO、旅行券をプレゼント
www.infoseek.co.jp/members/
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EVENT

EVENT WAVE

3月 31日 4月 2日

4月 18日 4月 20日

4月 19日 4月 20日

名称

概要

東京ゲームショウ2000春

www.cesa.or.jp/cesa/jpn.html
Linux Conference 2000 Spring

www.sbforums.co.jp/linux/
CiscoWave 2000+Networkers

bizevent.nikkeibp.co.jp/cisco/
Computer Telephony World

www.idgexpo.com/ctw/

5月 11日 5月 12日

5月 23日 5月 26日

海 外

6月 9日

www.reedexpo.co.jp/tibf/

4月 7日

4月 8日 4月 13日

4月 9日 4月 12日

主 日本 Linux 協会 ソフトバンクフォーラム
問 ソフトバンクフォーラム
TEL 03-5642-8433 FAX 03-5641-4617

ネットワーク・システムを中心としたインター
ネットソリューションの総合展示会とセミナー

新高輪プリンスホテル
東京都港区高輪 3-13-1

主 日経 BP 社
問 CiscoWave2000+Networkers 事務局
TEL 03-3433-5887

次世代コミュニケーションシステムの紹介とこ
れからのビジネスソリューションを提案する展
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 IDG ジャパン
問 CT World事務局
TEL 03-5800-4831

開催場所

events.internet.com/spring2000/
NAB2000

www.nab.org/conventions/
AIIM 2000

www.aiim.org

www.zdevents.com/comdex/
spring2000/
Cable 2000

www.cable2k.com

www.computex.com.tw
PC EXPO 2000 in New York

www.pcexpo.com

インターネットに関する総合展示会

Los Angeles Convention Center
Los Angeles,CA,U.S.A.

放送における電子メディアの融合やデジタル技
術などに関する展示会とコンファレンス

Las Vegas Convention Center
Las Vegas, NV, USA

電子商取引をテーマとした情報技術、画像処
理技術の総合展示会

Jacob K. Javits Center
New York,NY,U.S.A.

インターネットセキュリティー関連のセミナー
と展示会

Las Vegas Convention Center
Las Vegas,NV,U.S.A.

Windows World、LINUX Business Expoと同
時開催の、コンピュータに関する総合展示会

McCormick Place
Chicago,IL,U.S.A.

CATVに関する総合展示会

Morial Convention Center
New Orieans , LA ,U.S.A.

インターネットに関するセミナーと展示会
（展示会は5月 9日から11日まで）

E3

COMPUTEX TAIWAN 2000

主 東京国際ブックフェア実行委員会
問 リード エグジビション ジャパン
TEL 03-3349-8507 FAX 03-3345-7929

概要

Spring Internet World 2000

www.e3expo.com

東京都江東区有明 3-21-1

主 ソフトバンクフォーラム
問 運営事務局
TEL 03-5642-8312 FAX 03-5641-4617

5月 11日 5月 13日 （Electronic Entertainment Expo）

6月 27日 6月 29日

東京ファッションタウン（TFT）
東京都江東区有明 3-1

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

COMDEX Spring 2000

6月 8日

Linux デベロッパーとビジネスユーザーのための
総合コンファレンスと展示会

フトウェア協会
（CESA）
問 インフォメーションデスク
TEL 03-5512-3154

ネットワークコンピューティングに関するコン
ファレンスと展示会
（コンファレンスは5日より）

isc.reedexpo.com

6月 5日

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 日本経営協会 東京商工会議所
問 日本経営協会 ビジネスシヨウ事務局
TEL 03-3403-8910

名称

www.zdevents.com/interop/
lasvegas2000/

主催・問い合わせ先
主 （社）
コンピュータエンターテインメントソ

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

International Security

5月 7日 5月 12日

E

「IT 革命が拓くビジネスの未来」をテーマとし
た、事 務 、情 報 、通 信 に関 する総 合 展 示 会
（23〜 24日は招待日）

www.sbforums.co.jp/interop/

NetWorld+Interop 2000 Las
Vegas

V

主 IDG ジャパン
問 運営事務局
TEL 03-5800-4831

4月 13日 4月 16日 Conference EXPO LAS VEGAS

5月 7日 5月 10日

A

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

NetWorld + Interop 2000 Tokyo

4月 17日 4月 20日

W

ビジネスソリューションを中 心 に展 開 される
Linux の総合展示会

www.idgexpo.com/linuxexpo/

www.noma.or.jp/bs/

s

新世代ハードや携帯型ゲーム機、オンラインゲ
ームなどエンターテインメントソフトウェアの展
示会（初日は招待日）

示会

Linux World EXPO/Tokyo 2000

開始日 終了日
4月 3日

開催場所

電子出版・マルチメディアフェア 2000 「東京国際ブックフェア」と併催される、最新 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
の電子書籍やマルチメディア出版物に関する展

ビジネスシヨウ2000TOKYO

w

2000 年 4 月〜6 月

4月 19日 4月 21日 Expo/Tokyo2000

4月 20日 4月 23日

e

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

6月 7日

N

WAVE

Las Vegas Convention Center
Las Vegas,NV,U.S.A.

FAX 03-5800-3973

主催・問い合わせ先
主

Penton Media

問

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

主

NAB（全米放送事業者協会）

問

TEL +1-202-429-3922
FAX +1-202-429-4194

主

AIIM International

問

TEL +1-301-587-8202

主

Reed Exhibition Companies

問

TEL +1-203-840-5602
FAX +1-203-840-9816

主

COMDEX/Spring 2000

問

TEL +1-781-433-1500
FAX +1-781-449-1413

主

National Cable Television Association

問

TEL 1-202-775-3606

主

NetWorld+Interop 2000

問

TEL +1-888-886-4057
+1-781-433-1516
FAX +1-781-449-2674

主

Electronic Entertainment Expo

問

TEL +1-800-315-1133
FAX +1-781-440-0359

世界最大のコンピュータゲームをはじめとする
エンターテインメントソフトに関する展示会

Los Angeles Convention Center
Los Angeles,CA,U.S.A.

主

台北市コンピュータ同業協会
（TCA）
ほか

大手製品メーカーから部品メーカーまでが出展
する、アジア最大のコンピューターショー

台北世界貿易センター展示場ほか
台湾・台北市

問

TCA東京事務所
TEL 03-3299-8813
FAX 03-3299-8815

PC とネットワークに関する総合展示会

Javits Convention Center
New York,NY,U.S.A.

主

PC EXPO

問

TEL +1-800-829-3976

※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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