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WAVE UP! Archives は「ニュース書庫」
。
注目のニュースや新製品など、旬なネタを一
覧できるページです。

今月のニュース一覧

WAVE UP！ Archives

もうパケット料金は気にしない
PHSによる定額データ通信がスタート

ブロードバンドとISDN
対応のルーターが登場！

DDI ポケットは、PHS を利用した定額制の

渉しているという。通信速度はネットワーク

NTT-ME はビー・ユー・ジーとの共同開発

データ通信サービス「Air H"」
（エアーエッジ）

の安 全 性 が確 認 され次 第 、 今 秋 にも

により、ADSL、CATV、ISDN に対応した小

を開始すると発表した。月額 7 , 0 0 0 円で

128kbps に高速化させる予定だ。

型ルーター「MN128-SOHO PAL B&I」を6
月 1 日に発売する。標準価格は39,800 円。

32kbps パケット通信を無制限に使える「つ

このサービスを利用するためには、SII から

なぎ放題コース」と月額 5 , 8 0 0 円で最大

6 月 1 日に発売されるエアーエッジ対応の通

IP 経路情報を指定することで、インターネッ

64kbps の通信を25 時間使える「ネット25」

信機能を内蔵したPC カード「AirH"Card」

トはブロードバンド、会社へのリモートアク

2 つのコースがある。
「ネット25」は6 月1 日、

（エアーエッジカード）が必要となる。また、

セスはISDN といった使い方ができる。また本

「つなぎ放題コース」は8 月に開始する。現在

TDK などから今後発売される予定となってい

体の設定や管理をするパスワードの設定やIP

公表されている対応プロバイダーは、KDDI

るコンパクトフラッシュタイプの「AirH"Card

パケットのフィルタリング、SYSLOG への対

の提供するDION と、DDI ポケットの提供す

petit」
（エアーエッジカードプチ）の導入も

応など、セキュリティー機能も搭載している。

るPRIN のみだが、ほかのプロバイダーとも交

予定している。

www.bug.co.jp

www.ntt-me.co.jp

モバイルの定額データ通信サービスは、そ
れまではアステルが大阪や北海道で行ってい
たような地方限定のものはあったが、全国レ
ベルで展開するのはこれが初めてのケースと
なる。
Air H" Card MC-P300

www.ddipocket.co.jp

iアプリを販売できる
「ギガ払い」がスタート

ついに始まる Lモード
Lモード対応機種が登場
でんえもん750LD

東西 NTT は、6 月からサービスを開始する

ギガフロップスは、i アプリのポータルサ

予定のL モードサービスに対応するデジタル

イト「ギガアプリ」において、i アプリの

コードレスホン付き普通紙ファクス「でんえ

有料ダウンロードサービス「ギガ払い」

もん750LD」と「でんえもん730LD」
、デジ

を開始した。通常、i アプリを販売するに

タルコードレスホン「DCP-550L」を発売し

はドコモのポータルメニューに登録され

た。利用者はL モード向けウェブコンテンツ
を利用したり、L モード契約者間もしくはパ

る必要があったが、このサービスを利用
でんえもん730LD

することで、自作の i アプリを有料で配布

ソコンや携帯電話などの電子メール利用者と

できる。同サービスに登録するには、同

のメール交換をしたりできるほか、i モードの

社に申請したうえで、著作権や動作チェ

ようにサイトから着信メロディーをダウンロ

ックなどの審査を受ける必要がある。1 ダ

ードして、本体の着信音にするといった使い

ファックスタイプ「でんえもん」の750 と730

ウンロードあたりの課金額は 1 万円を上限

方もできる。また、ファックスタイプには、表

がそれぞれ6 万 4,800 円と5 万 4,800 円で、

として自由に設定できるが、そのうち 25

示しているサイトをプリントアウトする「ペ

ファックス無しのDCP-550L が3 万 1,800 円

パーセントは同社の手数料となる。決済

ージプリント機能」や、サイトやメールに表

だ。また松下やNEC も6 月 1 日には対応製

方法は現在のところウェブマネーのプリ

示された番号へ直接ダイアルしてファックス

品の発売を開始する予定だ。

ペイド方式のみだが、今後随時追加して

を受け取る「FAX TO 機能」という、L モー
ドならではの機能も付加されている。価格は
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ゆく予定だ。
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新FinePix登場
デジタル画像がもっと楽しく

WAVE

UP!
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www.sanwa.co.jp

サンワサプライが、デジタルカメラ用のポーチと

を実現したFinePix6900Z を発売した。パソコン

バッグを発売した。クッション性の良い素材でデ

との親和性を高める「Picture The Future」にも

ジカメ本体を守る。サイズは3 種類あり本体にあ

対応しており、USB でパソコンとつなげるだけで、

わせて選べる。ポーチは550 円から、バッグは

すぐに画像を活用できる。定価は13 万 5,800 円。

2,000 円からとなっている。
D

Archives

今度のザウルスは
ビジネス向け
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AIBOがメールを読んでくれる!
無線LANに対応
www.aibo.com

sharp.co.jp

シャープは、モバイルでの実用性を高めたザウルスMI-

ソニーは、AIBO とパソコンを無線 LAN でつ

L1 を発売した。MI-E1 と比べて、Microsoft Office と

なぐソフトウェアを発売した。メールなどを読

の連携機能が強化され、ハード面でも別売りのパソコ

み上げる「AIBO メッセンジャー」と、パソコ

ン連携クレードルにより、シンクロナイズが簡単にな

ンから遠隔操作できる「AIBO ナビゲータ

っている。実売予想価格は4 万 2,000 円だ。

ー」の2 つ。価格は両方とも1 万 5,000 円だ。

WAVE

UP!

E

撮影に出かけよう!
デジカメ用ポーチとバック登場

www.fujifilm.co.jp
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富士写真フイルムは、最大 603 万画素の高画質
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オンラインストレージサービスに
ニフティが参入
www.nifty.com/webpocket/
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iモードで注文して
ローソンで商品受け取り
www.lawson.co.jp

ニフティとウェブポケットは、@nifty 会員およびCombo 会員向け

ローソンは、i モード対応のEC サイト「iLAWSON」を開設した。

にインターネットのサーバーに画像などを保管できるストレージサービ

会員登録をすることで、i モードから予約や注文をした商品の決済と

ス「WebPocket」を開始する。ブロードバンド時代の到来によりオ

受け取りを全国のローソンで行える。手数料はかからない。i モードか

ンラインストレージのニーズが高まってきており、それに応える形のサ

らのアクセス方法は、
「ショッピング/生活」→「本/CD/ゲーム」→

ービス提供となる。料金は1GB で月額 500 円。

iLAWSON、となっている。
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君も本屋の店長になれる
「みんなの書店」がスタート
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ホームページの画像を守れ!
マークをスタンプするソフトが登場

www.esbooks.co.jp

www.ibm.co.jp

イーエスブックスは、それぞれのユーザーが店長となり、仮想書店

日本 IBM は、
「ホームページビルダーVersion6」と「デジカメの達

ページを同社サイト内に開設できる「みんなの書店」を開始した。同

人 Version3」に、好みのマークをスタンプできる「デジすたマーカー」

社の扱う150 万件の書籍のなかから各自が好きな本を選び、書評と

を添付する。画像に押されたマークは、マーク押印と同時に生成され

ともにページ上で紹介できる。各書店は売上げなどをもとにして毎月

る除去プログラムでしかはずせないため、ウェブに公開した画像を第

評価され、上位にランキングされた店長には商品券などが送られる。

三者が勝手に転用することを防げる。
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BIDDERS に
共同購入サービスが登場
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24 時間いつでも放送中
全日リアルタイム放送がスタート

www.bidders.co.jp

impress.tv

ディー・エヌ・エーの運営するオークションサイト「BIDDERS」で

インプレスTV は、5 月 10 日より、完全リアルタイムによる24 時間

は、商品の購入希望者数が増えると値段が下がる「共同購入」サー

放送を開始した。インプレスグループの既存メディアと連携し、情報

ビスを開始した。いくらまで値段が下がれば購入するかを指定する

リソースの充実と番組拡大を目指す。今後はPDA などの携帯端末へ

「購入予約」もできる。共同購入に出品するには、月額 2 万円の有料

の配信番組数を増やすとともに、ビデオオンデマンドサービスの強化

サポート「クラブ・ビッターズ」の会員になる必要がある。

もしてゆく。
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今月の e ビジネス情報

BUSINESS on the WAVE

Business on the WAVE は、e ビジネスに
関する最新情報を紹介するページです。

eラーニングシステムのインターワイズ
日本法人設立で事業を本格展開

Java の技術者を
派遣する新会社が登場

e ラーニングソフト「Inter

テンプスタッフは、Java 技術者の育成と

Wise」を提供するイスラエルの

派遣を目的とした新会社「エクスト株式会

InterWise 社は、日本での事業

社」の設立を発表した。

拡大のために、日本法人「イン

すでにテンプスタッフに登録していて、ア

ターワイズ株式会社」を設立し

プリケーション開発の経験が2 年以上、もし

た。日本でのマーケットの開拓

くは専門学校などでLinux やJava を勉強し

や、リアルタイムで双方がやり

たことのある人を対象に選考試験を行い、合

とりできる「ライブe ラーニン

左が講師側画面で、右が生徒側画面。リアルタイムに画面を共有している。

格者に対して教育を行う。2 か月の集合教育

グシステム」の普及拡大など、日本での事業

引き出せる。また同ソフトはe ラーニングだ

を本格的に展開していく。社長には、前日本

けでなく、e ミーティングなどさまざまな活用

応用、Java の応用などを学んだ後、3 か月か

オフィス代表の堀内匡氏が就任した。

ができるという。

ら6 か月間のOJT を実施する。これにより即

でLinux およびJava の基礎、SQL の基礎と

従来のオンデマンド方式のe ラーニングと

同社はすでに日商エレクトロニクス、NTT

戦力のJava 技術者を育成できるという。派

は違い、InterWise は異なる拠点にいる講師

コミュニケーションズとASP およびSI サービ

遣就業したあとも、最新技術の再教育などが

と複数の生徒とが画面を共有しながらリアル

ス契約を締結し、現在もまた複数企業とパー

行われる。研修者には、研修中は月15 万円、

タイムにやりとりする「バーチャルクラスルー

トナー契約を交渉中で、今後 1 か月で2 社と

就業後には月30 万から40 万円の給与が支払

ム」で授業を進める。生徒側の画面には、質

契約する見込みだ。堀内社長は「今年中に

われる。またこの教育プログラムにはインテ

問ボタンや挙手ボタンがあるので、これを押

は最低50 社、できれば100 社までもっていき

ルやイーシー・ワンなどの企業が支援体制を

すことで講師とやりとりできる。これにより

たい。
」としている。

ひくことになっている。

双方向性と同時性が増し、高い学習意欲を

www.interwise.com/!jp/index.htm

e ラーニングで
ASP プラットフォーム
仕事のスキルを高めよう の新バージョン
NTT-ME とレビックは、社会人向けの教育

シトリックスは、MetaFrame の新バージ

www.tempstaff.co.jp/ex-t/

HTMLメールを使う
CRM ツールが登場
アイマスジャパンは、HTML メールを使っ

ビデオをストリーミング配信するサービス

ョン「 M e t a F r a m e X P 」 を発 売 した。

たマーケティングツール「iMAS Enterprise

「WAKWAK ナレッジバスケット」を5 月 16

MetaFrame は、サーバーに同ソフトをイン

V3.0」を発売した。同ツールはテンプレート

日から開始した。このサービスでは、マナー

ストールすることで、そのサーバーにあるアプ

からのメール作成機能やスケジュール送信機

やコミュニケーション技術の講座など、ビジ

リケーションをクライアントがブラウザーをと

能を搭載しており、エンドユーザーごとに電

ネスの現場で必要とされるスキルの養成をテ

おして実行することができるソフトウェアで、

子メールの作成と配信ができる。また、メー

ーマとするビデオを、個人ユーザー向けに有

クライアント環境に依存しないため、アプリ

ルの開封時間やメールを読むのにかかった時

料で配信する。ビデオの総数は約 450 本だ。

ケーションやクライアントの管理が容易にな

間、メール内のリンクをクリックしたかどう

アナログ回線からブロードバンドまで対応し

る。今回発売されたＸＰへのバージョンアッ

か、といった動向をメール配信側にレポート

ている。このサービスの利用には、WAKWAK

プにより管理機能が強化され、アプリケーシ

できるで、細かいCRM が可能だ。価格は

ビジター会員の登録をしたうえで、30 日間

ョンのインストールとクライアントへの公開、

800 万円から。同社は、大規模な顧客データ

（720 時間）で3,000 円の料金を支払う必要

ライセンス管理などを管理コンソール画面で

ベースを持つ企業への導入実績を多く持ち、

がある。今後はPDA 専用ページや、新しい

操作できるようになった。価格は同時接続が

特に韓国の金融関係企業に対しては100 パー

コンテンツを追加してゆく予定だ。

可能なユーザー数により計算される。

セントのシェアを誇る。

www10.wakwak.com/revic/
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新たなドメインが続々登場
まずは.biz と.info
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ソースからカスタマイズできる
ウェブグループウェアがパワーアップ

www.icann.org

www.linkcom.co.jp

ドメイン名を管理しているICANN は、新しいトップレベルドメイン

リンコムは、ウェブグループウェア「ネクスト」を6 月 13 日に発売

「.biz」
「.info」についてのドメイン管理者を認定した。ICANN は、昨

する。前バージョンの「エリアス」と比べて、i モード対応などの機能

年 11 月に「.biz」
「.info」など新たな7 つのドメインを承認していた。

が追加され、また処理速度も向上した。ソースコードライセンスを購

商標登録者は.info ドメインは6 月後半から、.biz ドメインは5 月 21

入することで、ソースコードを自由にカスタマイズできるのは以前の

日から登録申請を始める予定だ。

まま。価格は59 万 8,000 円から。
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即戦力のIT 技術者を輸入
中国の大学出身エンジニアを派遣
www.recruit.co.jp/r-staffing/

BUSINESS
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ヤフーに載れない理由までわかる
有料登録審査サービスを開始
www.yahoo.co.jp

www.founder.co.jp

リクルートスタッフィングと方正は、中国の大学で学んだエンジニ

ヤフージャパンは、5 月7日よりサイト登録依頼に対しての審査を迅

アを日本国内で派遣することで業務提携した。コンピュータ技術を学

速に行い、また登録されなかった場合にはその理由を通知する有料の

んだ新卒もしくは既卒者を、2 か月間の語学研修の後に3 人から5 人

オプションサービス「ビジネスエクスプレス」を開始した。通常 2、3 週

程度のチームで派遣する。チームには実務経験が豊富で日本語に堪

間を要し、通知も行わない。サービス対象は「ビジネスと経済 > 企業」

能なリーダーが付く。3 年間で、300 人の派遣就業を予定している。

以下の階層への登録依頼のみ。価格は5 万 2,500 円から。
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低額で使える
バーチャルISPサービス

企業間電子商取引の
サイト構築運用ビジネス登場
www.talkmail.ne.jp

www.faccess.net

インフォ・アベニューは、伊藤忠テクノサイエンスとともに日本独自

スピーディアとサンメイとセルコムの3 社は共同で、ISP 向けのネッ

の商習慣をリアルにe ビジネス化できるB2B ソリューション「マーケッ

トワークインフラ代行サービス「faccess」を開始する。全国 360か所

ト・アベニュー」の開発と運用ビジネスを開始した。同製品はiPlanet

のダイヤルアップアクセスポイントとバックボーンネットワークを提供す

社が提供するアプリケーション群と連携することで、さまざまな規模

る。これにより低予算でISP サービスを提供できるようになる。初期費

のビジネスに対応できる。価格は約 5,000 万円から。

用は22 万円固定で、月額は150 アカウントで6 万円から。
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エクソダスがサンのインターネット系
ベンチャー企業支援プログラムに参加
www.exodus.co.jp
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家庭内無線LANに新技術
40Mbpsで通信できる
www.shiba.tao.go.jp

www.keio.ac.jp

エクソダスは5 月 8 日に、サンと提携しベンチャー企業の支援をし

通信・放送機構（TAO）は、慶応大理工学部と共同で、5GHz 帯

てゆくことを発表した。以前よりサンはiDC と提携し有望なベンチャ

の無線を使い40Mbps の速度をもつLAN を開発した。この周波数帯

ーを支援する「Sun Startup Accelerator」を提供していた。今回の

は障害物も透過できる特性があるので家庭内 LAN に向いている。こ

提携では、サンがサーバーを、エクソダスがiDC のシステム環境や運

の伝送速度だと、デジタルテレビの映像や光ファイバーからのデータ

用管理サービスを6 か月間無料で提供する。

でもそのまま送信できる。今年末の実用化を目指している。

BUSINESS

on

the

D

WAVE

クレイフィッシュ騒動で
松島社長が辞任

BUSINESS

on

the

D

WAVE

ケーブル&ワイヤレスが
デジタルアイランド社を買収
www.cw.com

www.digitalisland.com

4 月に監査役 5 人全員が辞意を表明するなど混乱が続いていたクレ

英通信大手のケーブルアンドワイヤレスは、米国のデジタルアイラ

イフィッシュだが、大株主の光通信の意向を受けて、5 月 18 日に松

ンド社を総額 3 億 4,000 万ドルで買収すると発表した。デジタルアイ

島社長は辞任した。後任は河合博之取締役。クレイフィッシュは、中

ランド社は世界的なiDC の1 つで、コンテンツデリバリーなどに力を

小企業向けのホスティグサービスで、昨年にはナスダックに上場する

入れている。ケーブルアンドワイヤレスは、インターネット分野に注

など、注目を集めていた。

力しており、ネット関連企業の買収を進めていた。
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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

サーバーパックを買うと
MetaFrame を割引
コンパックとシトリックス、マイクロソフト

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。

みんなで食い止めよう
ウイルスの被害
シマンテックが、パソコンユーザーのセキ

英語が得意なら
オトクなこっち！
WYSIWIG 数学ソフトとして、標準的な数

の3 社は、ProLiant 8500 とMetaFrame1.8

ュリティー対策の促進を目的とした

式表現のままワークシート上で計算できる

とWindows 2000 Advanced Server をセッ

「STOP!ウイルスキャンペーン」を実施す

「Mathcad2001」の英語版が、日本語版に先

トで購入すると、MetaFrame が15 パーセン

るのにともない「Internet Security 2001

駆 けてリリースされた。これを記 念 して

ト引きになるキャンペーンを実施している。期

Ver3.0」標準価格 9,800 円を 7,800 円で販

「Mathcad2001Premium」英語版を25%オ

間は6 月 29 日まで。

売する。限定数は 5 万本だ。

www.citrix.co.jp

フの価格で提供する。締め切りは6 月 27 日。

www.symantec.co.jp

Linuxアプリケーション
開発ソフトを半額で！

ホスティングを使うと
ハウジングがタダ

www.hulinks.co.jp

無線ブロードバンド
導入工事の費用がタダ

ボーランドは、同社製品を初めて使うユー

コール・トゥ・ウェブは、ホスティングサ

集合住宅や商業ビルに対して、TV 用のア

ザーを対象に、Linux でのアプリケーショ

ービス「NETKEEPER」のすべてのユーザー

ンテナ線を用いたブロードバンドサービスの提

ン 開 発 環 境 を 提 供 す る 「 Kylix Desktop

に対して、ハウジングサービスである「EX サ

供を始めるランゲートジャパンでは、サービ

Developer」をほぼ半額の6 万8,000 円で提

ーバー」を1 か月間無料で提供するキャンペ

ス開始を記念して、8 月までに申し込みをし

供する。すでにDelphi を購入している人に

ーンをしばらくの間実施する。サーバーのデ

たマンション居住者を対象に導入工事費用を

対しては、3 万円台で提供する。締め切り

ィスク容量は8GB で、メモリー容量が64MB

無料にする「Welcome キャンペーン」を実

はどちらも 9 月 20 日。

だ。バーチャルドメインにも対応している。

施している。

store.borland.co.jp
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japan.langate.co.jp

2001.07

U
国 内

CAMPAIGN

6月8日

6月8日

6 月 13 日 6 月 15 日

6 月 15 日 6 月 15 日

6 月 20 日 6 月 22 日

6 月 27 日 6 月 29 日

7月4日

N

WAVE

7月6日

名称

www.idg.co.jp/expo/lw/
NetWorld ＋ Interop 2001 Tokyo

www.sbforums.co.jp/interop/
ビジネスシヨウ 2001 OSAKA

bs.noma.or.jp/osaka/
e フード2001

www.nissyoku.co.jp/e_food/
JavaWorld Day for Developers

www.idg.co.jp/jwday/
ケーブルテレビ2001

データウェアハウス&CRM EXPO

web.reedexpo.co.jp/DWH-CRM/
第 12 回設計・
製造ソリューション展

web.reedexpo.co.jp/dms/
7 月 16 日 7 月 19 日

7 月 19 日 7 月 22 日

開催場所
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

Linux に関する総合展示会

InterOpto2001

www.oitda.or.jp/index-j.html
AKIBAX2001 インターネットショー

www.akibax.com

海 外

www.nikkei.co.jp/events/
pasomaru/

開始日 終了日
6月3日

6月8日

6月4日

6月6日

6月4日

6月8日

6月5日

6月8日

名称

www.isoc.org/inet2001/
SUPERCOMM 2001

6 月 19 日 6 月 22 日

6 月 25 日 6 月 28 日

7 月 18 日 7 月 20 日

www.iec.org/events/2001/
supercomm/
Computex Taipei 2001

www.computex.com.tw
JAVAOne

servlet.java.sun.com/javaone/
CommunicAsia2001

www.communicasia.com
TECHXNY/PC EXPO

www.techxny.com
Macworld Conference & Expo

www.macworldexpo.com

問

主

事務や情報、通信の活動を支援するシステム
アプリケーションサービスなどの展示会

インテックス大阪
大阪市住之江区南港北 1-5-102

主

食品業界向けの情報システムとe マーケットプ
レイスの展示会

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

次世代のウェブシステム創出に向けての技術コ
ンファレンス

大手町サンケイプラザ
東京都千代田区大手町 1-7-2

主

池袋サンシャインシティ
（ワールドインポートマート/文化会館）
東京都豊島区東池袋 3-1

問

問

問

問

主
問

データウェアハウスとCRM に関する展示会

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

製造業向けのIT ソリューションの展示会とセミ
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

内外の最新光産業技術の展示会

幕張メッセ（日本コンベンションセンター）
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1

ブロードバンドと常時接続の展示会

JR 秋葉原駅前広場（メイン会場）
東京都千代田区外神田 1-18-1

インターネット生活に関する展示会

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

概要

INET 2001

主

幕張メッセ（日本コンベンションセンター）
千葉県美浜区中瀬 2-2

ぱそまる2001
7 月 19 日 7 月 22 日

s

W

A

V

E

主催・問い合わせ先

最新のネットワークテクノロジーとビジネスソ
リューションに関するコンファレンスと展示会

ケーブルテレビに関する展示会

www.catv.or.jp

w

2001 年 6 月〜7 月
概要

Linux World Expo/Tokyo 2001

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。

EVENT WAVE

5 月 30 日 6 月 1 日

6月6日

EVENT

今月の展示会・セミナー情報

開始日 終了日

6月4日

&

問

問

主
問

主
問

主
問

開催場所

LinuxWorld 運営事務局
IDG ジャパン
TEL 03-5800-4831

NetWorld ＋ Interop 2001 Tokyo 実行委
員会
TEL 03-5549-1312

日本経営協会 大阪商工会議所
TEL 06-6612-8800

日本食料新聞社
TEL 03-3271-4815

月刊 JavaWorld 誌
TEL 03-5148-0512

社団法人日本 CATV 技術協会ほか
TEL 03-3544-6420

リードエグジビションジャパン株式会社
TEL 03-3349-8504

リード エグジビション ジャパン（株）
TEL 03-3349-8506

財団法人 光産業技術振興協会
インターオプト事務局
TEL 03-5225-6431

AKIBAX2001 実行委員会
事務局
TEL 03-5774-4373

日本経済新聞社
文化・事業局総合事業部
TEL 03-5255-2847

主催・問い合わせ先

インターネットに関するカンファレンス

Sheraton Hotel & towers,Stockholm
International Fairs
Stockholm, Sweden

通信と情報の技術に関する展示会とカンファ
レンス

Georgia World Congress Center
Atlanta, USA

アジア最大級のコンピュータショー

台北世界貿易センター展示場
台湾・台北

JAVA 技術に関する展示会

Moscone Convention Center
San Francisco,USA

主

モバイルおよびブロードバンド技術に関するア
ジアの展示会

Singapore Expo
Singapore

主

IT 関連のビジネスおよびソリューションに関す
る展示会

Jacob K. Javits Convention Center
New York, USA

主

マッキントッシュに関する総合展示会

Jacob K. Javits Center
New York, USA

主

主
問

主
問

主
問

問

問

問

問

Internet Society
TEL +1-703-326-9880

International Engineering Consortium
TEL +1-312-559-4600

台北市コンピュータ同業協会
（TCA）
ほか
TCA 東京事務所
TEL:03-3299-8813

Sun Microsystems, Inc.
TEL +1-781-433-1509

Singapore Exhibition Services
TEL +65-233-8625

CMP Media Inc.
TEL +1-212-600-3027

IDG World Expo
TEL +1-508-424-4800

※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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