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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」
。
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。

マンガを読むならネットカフェへ
これで著作権問題も解決
イーブックイニシアティブジャパンとインタ

持ち出せないようになっている。

携帯端末でeコマース！
電子マネーで地下鉄に
NTT ドコモ、ソニー、NTT データの3 社は

ーネットカフェ「Necca」を運営するインタ

サービス当初は『サイボーグ009』などの

6 月 13 日、通信・放送機構（TAO）の「モ

ーピア、廣済堂の3 社は、
「Necca」渋谷店

コミック作品と『伊藤由貴子 CREPES』な

バイルe-コマース」に関する研究開発の受託

においてパソコンを使ってマンガや写真集な

どの写真集と合わせて13タイトル100巻が提供

企業に内定し、3 社共同で携帯情報端末と

どの「イーブック」を閲覧させるサービスを

される。利用者の意見を聞きながら順次に拡充

非接触 IC カードを使い、インターネットと無

開始した。これまで、マンガ喫茶では著作権

していく予定だ。

線パケット通信網を通しての電子商取引を行

の扱いが問題になっていた。それに対し、イ

うフィールド実験を開始すると発表した。実

ーブックではタイトルごとの閲覧件数に応じ

験は札幌市を中心に約 300 人のモニターに携

て著作権料が支払われるシステムとなってい

帯端末とIC カードを配布して行う。携帯端

る。閲覧件数の記録に関しては廣済堂が担当

末に電子マネーや電子チケットなどの「電子

し、著作者側へ定期的に報告されるとともに

バリュー」をチャージし、地下鉄やコンサー

タイトル拡充のための基礎資料となる。

ト会場の改札、自動販売機での商品購入に
使用する。期間は今年 8 月 1 日から来年 1 月

ユーザーは12 分 100 円のNecca の料金を

31 日まで。

支払い、店内のパソコンから店内のサーバー
にアクセスすることでイーブックを読める。デ
ータは暗号化され専用のソフトを使わないと

www.ebookjapan.co.jp
www.interpia.ne.jp
www.kosaido.co.jp

www.nttdocomo.co.jp
www.sony.co.jp
www.nttdata.co.jp
www.shiba.tao.go.jp

読めないようになっており、ユーザーが外に

再生ソフトがいらない
新しい動画配信フォーマットが登場
ソニーは14 日、独自のストリーミング動画

る。再生後は動画を自動的に消去するため、

スペースを貸し出す「動画ホスティング・サ

配信フォーマット「Motion Viewer」
（モーシ

ユーザーによるコピーはできない。また、この

ービス」の料金は、初期費用が10 万円で、3

ョン・ビューワー）と、これを利用したスト

フォーマットには再生だけでなく双方向通信

か月 以 上 利 用 する際 はコンテンツ容 量

リーミングのためのサーバーホスティングを中

の機能もあり、アンケートやゲームなどと組

100MB で、月額 15 万円から。利用期間が

心とした「動画ホスティング・サービス」の

み合わせられる。現在のところウィンドウズ

10 日単位の場合はコンテンツ容量 100MB で

開始を発表した。サービス開始は7 月 1 日を

とマッキントッシュに対応しており、インタ

9 万円となっている。まぐクリックなど、20

予定している。

ーネットエクスプローラ4.0 から5.5 まで、ネ

社が導入を予定しているという。

今回発表した独自フォーマットは、再生時

ットスケープナビゲーター4.06 から4.75 のブ

に自動的にJava アプレットをダウンロードし

ラウザーで見られる。今後は、そのほかの

て再生するため、ユーザーはソフトのインス

Java が動く環境、たとえばPDA や携帯電話、

トールなどを気にする必要はない。このJava

PlayStation 2 などでも使えるようにするとし

アプレットは20KB から30KB の大きさで、ダ

ている。

ウンロード時にユーザーの接続帯域を調べた

ほかにもソニーはこのフォーマットを利用

うえで、それに合わせた画質の動画を再生す

して、電子メールと動画の組み合わせによる

る。対応帯域は20kbps から500kbps だ。

プッシュ型のプロモーションや動画バナー広

利用する通信プロトコルはhttp なので、プロ

告などの展開をサポートしてゆく予定だ。な

キシー経由のネットワーク環境でも再生でき

お、このフォーマットの映像を保存しておく
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オリジナルのアルバムも
作れる
「netgig2001.tv」
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個人サイトでもJASRAC管理の
楽曲が使える

www.netgig2001.tv

www.jasrac.or.jp

ソニーマーケティングはインターネットでの音楽イベント「netgig

日本音楽著作権協会（JASRAC）は個人ホームページなどでの非

2001.tv」を開催している。FM 局、CS 音楽チャンネル、音楽専門

商用の楽曲利用について、許諾をはじめとする管理業務を開始した。

誌とのタイアップで企画したライブステージ中継や、好みの選曲によ

６月に始まった書類郵送による利用申し込みに続き、7 月からは

るアルバム「ネットマキシ」を作って最新曲を聴けるコーナーなどが、

JASRAC のウェブサイトでもオンラインで申し込める。使用料はクレ

独自のインターフェイスで楽しめる。期間は8 月 10 日まで。

ジットカードのほか、所定の払い込み票でも支払いできる。
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商品イメージから絞り込める
ギフト検索システムが登場
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小泉内閣のIT戦略が動き出す
新IT戦略本部の初会合
www.kantei.go.jp

www.shaddy.co.jp

カタログギフト大手のシャディは、同社のEC サイト中の贈りもの

首相官邸において、小泉内閣初の情報技術戦略本部の会合が5 月

検索機能にデジタルガレージの開発した「フィット感性ギフト検索シ

31 日に開かれた。これまで「5 年以内に世界最先端のIT 国家となる」

ステム」を導入した。消費者アンケートで得たデータを使って、3 万

として、インフラ整備や人材育成などに取り組んできたが、今後の課

点にのぼる商品から贈り物のイメージをはじめ贈り先の年齢、性別、

題として「競争促進による通信インフラの整備」
、
「情報リテラシー向

予算に合うおすすめのギフト商品を最大で50 点選び出せる。

上に向けた取り組み」
、
「IT 革命による成果の提示」が挙げられた。
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ボーイングが新会社を設立
旅客機で高速接続サービスを提供
www.boeing.com/connexion/
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動画とステレオ音声で楽しめる
ブロードバンドカラオケが登場
www.nifty.com/dam/

航空機メーカーのボーイング社は旅客機搭乗客向けの高速インタ

@nifty では7 月 16 日からカラオケサービス「karaoke@dam」に

ーネット接続サービスを提供する事業会社を設立し、デルタ航空など

ブロードバンド対応の楽曲を大量に投入する。既存の9000 曲に加え

米国大手航空 3 社にサービスを導入する。同社が開発した機内向け

て、動画像の背景とステレオ音声に対応した高品質なカラオケデータ

高速通信サービス「Connexion by Boeing」を利用し、2002 年後

が追加される。料金は利用曲数にかかわらず月額 800 円だが、7 月末

半の導入後は米国内路線から国際線へと導入範囲を拡張する予定だ。

まではブロードバンド対応の約 1000 曲に限り無料で提供される。
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ケイ・オプティコムが
1Mbps無線ネットの実験を開始
www.k-opti.com
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楽天市場オフィシャルの
月刊誌が登場
www.rakuten.co.jp

ケイ・オプティコムは2.4GHz 周波数帯を用いて最大 1Mbps で接

楽天は、ショッピングモールサイト「楽天市場」のオフィシャルマ

続できる無線ネットサービス「eo メガエア」の試験サービスを開始し

ガジンとなる月刊誌『楽天マガジン』を7 月 10 日に創刊する。20 〜

た。宅外にアンテナを設置して無線基地局と電波を送受信する仕組

30 代の女性ユーザーをメインターゲットとし、新規開店やイベントな

みとなっている。9 月上旬まで大阪府堺市などの一部地域で約 100 世

どのサイト情報をカバーする。また、誌上で紹介した商品には楽天市

帯を対象としたテストを行い、その後正式サービスへの転換をめざす。

場のアクセスナンバーが記載されるので、簡単に購入できる。
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アクセスが殺到
いよいよソニー銀行がスタート
www.sonybank.net
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キヤノン製プリンター用
プリントサーバーが登場
www.jci.co.jp

moneykit.net

異業種企業による初のインターネット銀行であるソニー銀行が、6
月 11 日にサービスを開始した。円預金や振込みから、外貨預金や住

日本コンピューター工業は、キヤノン製
「バブルジェットプリンタ」専用のプリンタサ

宅ローンまで銀行業務全般を手がける。初日からアクセスが殺到して

ーバー、Pricom C-700 とPricom C-5100 を発売し

サーバーの負荷が大きくなり、一時的にサービス提供が不可能になっ

た。対応プリンターのコネクターに設置するだけなので場所をとらな

たために、現在システムの増強による抜本的な解決を目指している。

い。価格はそれぞれ1 万 9,800 円と1 万 4,800 円だ。
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今月の e ビジネス情報

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。

BUSINESS on the WAVE

EZwebがオープン化
ISPにauネットワークを開放
KDDI は携帯電話au のインターネット接続

コンテンツ料金の回収代行拡大では、それ

けたのち、KDDI の指定するモジュールを組み

サービスであるEZweb のオープン化を発表し

まで公式コンテンツのみで行っている代行を、

た。内容としては大まかに分けると「ポータ

それ以外のコンテンツにも広げていく。回収

ルの開放」
「ISP へのネットワーク開放」
「コ

代行を希望するコンテンツプロバイダーは第

ンテンツ料金回収代行の拡大」
「コンテンツ

三者機関による公序良俗についての判定を受

込む必要がある。
コンテンツ採用基準に関しては、6 月末に
KDDI のウェブサイトで公開される予定だ。
www.kddi.com
www.au.kddi.com

採用基準の公開」の4 つになる。
すでにEZweb ではメニューの一部に他社
ポータルがあったが、新たに「ポータルサイ

現状

他社
ポータル

開放後

ト」という項目作り、その下にポータルサイ
トの一覧を載せる。ポータルのリストアップ

他社コンテンツプロバイダー

auネットワーク

はアメリカやヨーロッパでは一般的だが、日
本の携帯電話では初めて。今年秋にも開始す
る予定だ。
また I S P へのネットワークの開放では、

POI

EZweb
ゲートウェイ
サーバー

EZweb
ポータル

EZweb一般
コンテンツプロバイダー

EZweb サーバーを経由せず、KDDI の無線パ
ケット網であるau ネットワークから直接 ISP
のネットワークに接続できるようになる。サ
ービス希望のISP と仕様を詰めたうえでISP

他社
ゲートウェイ
サーバー

他社
ポータル

ごとにサービスを開始する。

プーマテック、サイトの更新をメールで知らせる
「Mind-itボタンサービス」を開始

他社ISP

EZweb公式コンテンツプロバイダー

機種ごとにコンテンツを
変換するソフトが登場

プーマテックジャパンは6 月 21 日から、ウ

間 9 万 8,000 円。i モードのページにも対応し

バーテックスリンクはコンテンツを自動変

ェブサイトの更新をモニターしてユーザーにメ

ている。プーマテックではこのサービスを管理

換するサーバーソフトウエア「CAFEMOON

ールで知らせる「Mind-it ボタンサービス」を

者側の手間だけでなく、ワンクリックで更新

C3GATE Server for Mobile Marketing」を

サイト管理者向けに開始した。ウェブページ

をチェックできるユーザー側の利便性もあわ

発売した。専用のタグを追加することで、携

に「Mind-it」と呼ばれる所定のボタンを設

せてアピールしていく。

帯電話のキャリア、機種を動的に判断してコ

置するだけで手軽に更新通知システムを導入

www.pumatech.co.jp

ンテンツの内容を変更する。L モードにも対

できることが特徴となっている。
「Mind-it」

応している。また専用の管理コンソールを使

ボタンの設置されたウェブページの更新をユ

うことで、ターゲット別に配信の時間や期間

ーザーがチェックするには、ボタン画像をク

も指定できる。同ソフトを共同開発した静岡

リックして、新たに表示されるフォームにメ

エフエム放送は、携帯番組とL モードに向け

ールアドレスを記入して登録する。更新のチ

て番組と連動したクイズや曲名情報などのコ

ェックおよびメールによる更新通知はプーマ

ンテンツを配信する予定だ。価格は300 万円

テックが運用するサーバーで処理する。1 つ

から。年間保守料金は、価格の20%だ。

のウェブサイトに5 個までのボタンを設置で
き、各種統計データの提供も含めた料金は年
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AOLが中国企業と合弁
中国でインターネット本格進出
www.aol.com
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日本テレコムが
中国電信と事業協力
www.japan-telecom.co.jp

www.legend-holdings.com

AOL は中国の大手パソコンメーカーのLegend Holdings と合弁企

日本テレコムは12 日、中国電信と戦略的パートナーシップを結び、

業を設立した。Legend はChina Telecom との提携によりインター

グローバルデーター通信事業、移動体通信事業での協力と、技術開

ネット接続サービスの「one-touch-to-the-net」や、ポータルサイ

発における情報交換と人員交流を進めていくと発表した。同社は以

トの「fm365.com」を運営しており、オンラインサービスでは170 万

前より国際電話サービスにおいて中国電信と協力関係にあったが、今

人、電子メールでは290 万人のユーザーを抱えている。

回、中国での通信市場の大幅な拡大を見込み、関係の強化に動いた。
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ノキアとボーランド
モバイルアプリ開発環境で協業
www.nokia.com
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503iに広告を配信
「アプリクリック」が登場
www.edge.jp

www.borland.com

ノキアとボーランドは4 日、モバイル用のJava アプリケーションの

オン・ザ・エッヂはシーエー・モバイルと共同して、i アプリ対応携

開発者向けのツール「JBBuilder MobileSet, Nokia Edition」を発

帯電話に広告を配信する「アプリクリック」を開始した。同社の提供

表した。両者は協業により、Java のサポートをモバイル機器にまで

する広告ソリューションAD4Portal を基盤とし、503i で閲覧したとき

拡張することで、標準準拠プラットフォームでのワイヤレスアプリケ

のみ広告を表示する。広告料金はクリック数に応じ、1クリックあたり

ーション市場の拡大を狙う。

140 円から150 円で課金される。
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企業サイトのユーザビリティー評価
をフロントラインが提供開始

Lモードのコンテンツ審査を
NTT東西が外部に委託

www.flj.co.jp

NTT東西はLモード提供するコンテンツの審査を、全日本テレホンサ

フロントライン・ドット・ジェーピーは企業向けのウェブサイト評価

ービス協会に委託すると決定した。同社はダイヤルQ2 のコンテンツ審

サービスを開始した。ユーザーの利用実態レポート以外に、インターフ

査の実績があり、NTT 東西はこれによりコンテンツ審査に透明性を持

ェイスやサイト構造などユーザビリティーに関するスコアリングを行い、

たせられるとしている。ドコモのiモードでは掲載基準が不透明などと批

リニューアルやサイト戦略の参考となる客観型の評価を提供する。スコ

判があったため、Lモードでは早くから改善方法を模索していた。

アリングのみのパッケージ料金は90万円から。
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アジアをターゲットとした
ドメイン名を売買できるサイト
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NTT法が改正 NTT東西は
インターネット事業も可能に

www.namesnetwork.com

アットエイジアはアジア地 域 での新 規 ドメインを中 心 とした

6 月 15 日、参院本会議にて改正 NTT 法が可決、成立した。NTT

ドメイン登録と、ドメイン売買市場を提供するウェブサイトNames

東西に地域通信以外の新規業務を認めたことにより、同社がインタ

Network.com を開設した。Register.com やdot.FM、The.tv などの

ーネット事業に進出できるようになった。また一方では、地域シェア

レジストラーと提携しており、ユーザーは30 以上のドメインと50 以上

の高い携帯電話会社に対して、他事業者より厳しい規制をかける「支

の言語のドメイン名を登録できる。

配的事業者規制」などが盛り込まれた。
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D

ブロードバンドネットワークを
スタートアップ企業に安価で提供
www.sun.co.jp

www.iij.ad.jp
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APCの電源保護システム
NECからOEMで販売
www.apc.co.jp

サン・マイクロシステムズとIIJ は、コンテンツ配信事業者のスター

D

WAVE

www.nec.co.jp

電源保護ソリューションを販売しているエーピーシー・ジャパンは、

ト ア ッ プ を 支 援 す る 「 IIJ HSMN / Sun Startup Accelerator

エンタープライズサーバー向けラックマウント型電

Alliance」を提携した。両社はブロードバンドコンテンツ配信を行う

源保護システム
「Symmetra RM」
をNEC のOEM

スタートアップ企業に対して、データセンターのハウジングやブロード

で発売すると発表した。同システムは8U サイズ

バンドネットワーク「HSMN」への接続を約 20%安く提供する。

のUPS で、限られたスペースでも設置できる。
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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。

コバルトサーバーキャンペーンで
キューブなどをもらおう
グローバルメディアオンラインとアイル、ラ
ピッドサイトの3 社は共同で「コバルトサー

www.marugoto-server.com
home.isle.ne.jp
www.rapidsite.co.jp

ストレージサーバーが
無料で借りられる
コンピューター周辺機器などの開発と販売
を行っているニューテックは、1U ラックスト

バーキャンペーン」を行う。6 月 29 日から9

レージサーバーMaxAttach の無料貸し出し

月 29 日までに、グローバルメディアオンライ

キャンペーンを行っている。機種はNAS4100

ンの「まるごとserver」か、アイルの「コバ

とNAS3000 の２つから選べる。期間終了後

ルトサーバ・プラン」
、ラピッドサイトの「コ

は、特別価格で購入できる。

バルトサーバ・プラン」のいずれかを申し込

www.newtech.co.jp

むと、抽選で「コバルトキューブ」
（毎月 1
人）や「ビールサーバー」
（毎月2 人）などが
当たる。

接続料金が安くなる
サンクスフェア

無線IPルーターの
使い方を提案しよう!

1万2,000円も割引!
ADSLに入るならいま

ルートは同社の無線IP ルーターの利用法に

JustNet は7 月 20 日までにキャンペーン対

DreamNet は8 月 31 日までに「ADSL-e

ついてアイデアコンテストを実施中だ。最終

象のコースに申し込んだ人に対して、割り引

プラン」に入会すると、初期費用がルータ−

優秀賞を受賞すると、研究補助金 50 万円や

きキャンペーンを実施する。対象となるコー

タイプで3 万 5,800 円から２万 3,800 円に、

研究設備の使用権などの特典が与えられる。

スは3 つで、
「ふれっつADSL コース」は半年

USB タイプで2 万 2,300 円から1 万 4,300 円

間月額基本料が半額の975 円に、
「コミとく

に割り引きされるキャンペーンを行っている。

ADSL コース」は初期費用が10,000 円割り

またW チャンスとして、抽選で50 人にケンウ

引きに、
「はじめてコース」は半年間月額基

ッド製 MP3 対応ポータブルCD プレーヤーが

本料が無料となる。

当たる。

www.root-hq.com/jp/html/newsrelease/
news-contest.html

www.justnet.ne.jp

オンライントレードの
口座を開こう

www.dream.com

イーベイジャパンで出品もしくは落札すると
抽選で100万円が当たる

丸三証券は同社のオンライントレードサー

pages.ebayjapan.co.jp/promo/present.html

ビス「マルサントレード」に口座を開設する
と抽選で2,000 円のギフトカードなどが当た
るキャンペーンを8 月末まで実施中だ。
www.03trade.com

楽天で送付先リストを5件以上登録すると
抽選で5万円分のお買い物の権利が当たる
event.rakuten.co.jp/campaign/summer/?ct

ビッダーズの手数料無料キャンペーンが
さらに延長
www.bidders.co.jp
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国 内

CAMPAIGN

&

EVENT

EVENT WAVE
7月 4日

概要

7月 4日

7月 6日

www.japan-retail.or.jp/new/
0704/shisatsu0704.htm
第 12回設計・
製造ソリューション展

web.reedexpo.co.jp/dms/
7月 5日

Dataquest Predicts 2001
大阪コンファレンス

www.gartner.co.jp
Business Innovation Expo
7月 16日 7月 19日 アウトソーシング2001

expo.nikkeibp.co.jp/os/
7月 17日 7月 19日

7月 17日 7月 19日

7月 19日 7月 22日

InterOpto2001

www.oitda.or.jp/index-j.html

開催場所

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

eBusiness プラットフォームの産業および市場
動向に関する講演会

大阪国際会議場
大阪府大阪市北区中之島 5-3-1

主

アウトソーシングについての展示会とカンファ
レンス

東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内 3-5-1

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

関するコンファレンスと展示会

www.nikkei.co.jp/events/
pasomaru/
Information Security Conference

7月 24日 7月 25日 2001

www.gartner.co.jp
7月 26日 7月 28日

7月 30日 8月 1日

8月 2日

8月 3日

e-learning World 2001

www.cnt-inc.co.jp/elw/
Meltdown Tokyo 2001

www.meltdown-tokyo.com
ASP SUMMIT TOKYO SUMMER

www.sbforums.co.jp/asp/
ネットセキュリティー&

8月 22日 8月 24日 ストラテジー展 2001

www.nikkan.co.jp/eve/01netsc/
8月 22日 8月 24日

8月 29日 8月 31日

海 外

開始日 終了日
7月 18日 7月 20日

8月 14日 8月 16日

8月 26日 8月 30日

東京都江東区有明 3-21-1

展示会

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

情 報 セキュリティー戦 略 に関 するカンファ
レンス

ホテル日航東京
東京都港区台場 1-9-1

オンライン教育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

ウィンドウズXP へのポーティングに必要な技
術情報の紹介

センチュリーハイアット東京
東京都新宿区西新宿 2-7-2

ASP に関する講演とセッション

東京国際フォーラム
東京都千代田区丸の内 3-5-1

ネットワークセキュリティーに関する展示会と
シンポジウム

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

「デジタル化した未来の教育の提案」をテーマ
にした展示会

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

オーディオビジュアル、プレゼンテーション機
器に関する展示会

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

ぱそまる2001
7月 19日 7月 22日

インターネット&
教育支援システム展 2001

www.nikkan.co.jp/eve/
01Internet-education/ik.htm
INFOCOMM Japan 2001

www.jij.co.jp/infocomm/

名称

www.macworldexpo.com
Embedded Internet Conference

www.embeddedinternet.com
LinuxWorld Conference &EXPO

www.linuxworldexpo.com

問

問

問

問

主
問

主
問

主
問

主
問

主
問

主
問

主
問

主
問

主
問

主
問

主

概要

Macworld Conference &Expo

主

東京商工会議所ビル国際会議場
東京都千代田区丸の内 3-2-2

AKIBAX2001インターネットショー 秋 葉 原 電 気 街 でのメーカー 30 社 による商 品 JR 秋葉原駅前広場（メイン会場）

www.akibax.com

s

W

A

V

E

主催・問い合わせ先

ネットビジネスと店舗ビジネスの融合に関する
セミナー

EXPO COMM WIRELESS JAPAN 2001
モバイル&インターネット・ソリューション展 モバイルインターネットの最新テクノロジーに 東京ビッグサイト（東京国際展示場）

www.ric.co.jp/expo/
wireless2001/

w

2001 年 7 月〜8 月

名称

21世紀のインターネットビジネス
7月 4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

7月 5日

N

WAVE

問

開催場所

日本小売業協会
未来戦略セミナー事務局
TEL.03-3283-7920

リード エグジビション ジャパン（株）
TEL 03-3349-8506

日本ガートナーグループ
TEL.03-3481-3600

日経 BP 社
TEL.03-5696-1111

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

株式会社リックテレコム
コンベンション企画部
TEL. 03-3834-8134

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

日本ガートナーグループ
TEL.03-3481-3600

日本工業新聞社
シー・エヌ・テイ
e-Learning World 2001実行委員会
TEL.03-5297-8855
マイクロソフト株式会社
Meltdown Tokyo 2001事務局
TEL.03-5449-0565

ASP Summit Tokyo Summer
TEL.03-5549-1312

日刊工業新聞社
総合事業局
TEL.03-3222-7014
日刊工業新聞社
インターネット＆教育支援システム展
2001事務局
TEL.03-3222-7232
The International Communications
Industries Association
INFOCOMM Japan 2001事務局
TEL.03-3273-6180

主催・問い合わせ先

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

組み込み向けサーバーなどに関する展示会とカ
ンファレンス

Santa Clara Convention Center
Santa Clara, USA

主

Linux 関連機器、ソフトの展示会およびカンフ
ァレンス

Moscone Convention Center
San Francisco, USA

主

問

問

問

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

TEG WorldWide Media
TEL.+1-858-756-1843

IDG World Expo
TEL.+1-800-657-1474

※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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